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1.BA-PLUSのお申し込み 

BA-PLUSの管理者情報をご登録いただきます。お申し込みいただく口座が代表口座となります。 

※本サービスにつきましては、既に法人・営業性個人口座（BUSINESS ACCOUNT）をお持ちで、ト

ークンをご利用のお客さまが対象となります。 

手続きする人 管理者となる人 

手続きに必要なもの トークン 

 

 

(1)ホームページからログイン後、「各種手続」＞「BA-PLUS申込」を選択してください。 

 

(2)BA-PLUS規定を確認し、同意いただける場合には 

［同意する］を選択し、管理者の情報を入力してく 

ださい。入力内容に誤りがないか確認し、［確認］ 

を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)内容を確認のうえ、ワンタイムパスワードを入力 

し、［登録］を選択してください。 

 

 

 

 

 

(4)お申し込みが完了しました。今後は、「BA- 

PLUS専用ログイン」からのご利用になります。 



2.BA-PLUSのログインについて 

BA-PLUSご契約中は、「BA-PLUS専用ログイン」画面からのログインになります。 

 

代表店番口座番号、管理者 IDと管理者ログイ 

ンパスワードまたは利用者 IDと利用者ログイン 

パスワードを入力し、［ログイン］を選択 

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

「Welcome Page」で、ご利用項目を選択 

してください。 



3.BA-PLUS口座取込依頼 

既にお持ちの口座を BA-PLUSに口座取込依頼をします。 

手続きする人 取込依頼をする口座をお持ちの方 

手続きに必要なもの 取込依頼をする口座のトークン 

 

 

 

 

 

(1)ホームページからログイン後、「各種手続」＞「BA-PLUS口座取込依頼」を選択してください。 

 

(2)「BA-PLUS規定」を確認し、同意いただける 

場合には［同意する］を選択してください。 

取込先の口座（BA-PLUSの代表口座）を入力し 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

(3)ワンタイムパスワードを入力し、 

［依頼］を選択してください。 

 

 

 

 

 

(4)BA-PLUS口座取込依頼が完了しました。 

※口座取込依頼が承認されるまでは、従来の画面からのログインとなります。なお、取込依頼の有

効期限は 7 日間です。 

※ プラス口座への取り込みが完了すると、Visa デビット付キャッシュカードをお持ちの場合でも Visa デビットをご利用いただ

けなくなります。 

※ 口座取込依頼を行う口座で利用していたトークンは、捨てずにお持ちください。承認者用の利用者 ID を作成する際に、

そのトークンを再度利用することができます。（作成者用の利用者 ID にはトークンは必要ありません。） 

※ 一度 BA-PLUS に取り込まれたプラス口座は、BA-PLUS と切り離して単独でご利用いただくことはできません。 



4.口座取込承認 

口座取込依頼を受けて、取込依頼承認を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「口座取込承認」で取り込む口 

座を選択し、［取込（確認）］を選択してください。 

取込操作は１口座ごとに行ってください。 

 

 

 

 

(2)ワンタイムパスワードを入力し、 

［取込］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)口座取込承認が完了しました。他にも取り 

込む口座がある場合は、［続けて口座取込する］ 

を選択してください。他に取り込む口座がない 

場合は［戻る］を選択してください。 

 

※取込依頼の有効期限(7 日間)を過ぎますと、自動

的に口座一覧より削除されます。 



5.口座取込依頼削除 

取込依頼を取りやめる取込依頼削除を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「口座取込承認」で、取込依頼 

を削除する口座を選択し、［取込依頼削除（確認）」 

を選択してください。 

 

 

(2)ワンタイムパスワードを入力し、 

［削除］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)口座取込依頼を削除しました。他にも 

取込依頼を削除する口座がある場合は、 

［続けて口座取込依頼を削除する］を選択 

してください。他に取込依頼を削除する口座が 

ない場合は［戻る］を選択してください。 



6-1.オプションサービス契約 

オプションサービスの契約を行います。お手続後、すぐにご利用いただけます。（既に WEB総振

をご契約中のお客さまは、BA-PLUSをお申込後も引き続き WEB総振をご利用いただけます。） 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「オプションサービス契約」で 

［契約］を選択してください。 

 

 

(2)規定を確認し、同意いただける場合には 

［同意する］を選択してください。 

ワンタイムパスワードを入力し、［登録］を 

選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)オプションサービスの契約を完了しました。 

 



6-2.オプションサービス契約解除 

オプションサービス（WEB総振）の契約解除を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「オプションサービス契約」で 

［解約］を選択してください。 

 

 

(2)ワンタイムパスワードを入力し、［解約］を 

選択してください。 

 

 

 

 

 

(3)オプションサービスの契約解除が完了しました。 



6-3.オプションサービス手数料引落口座照会・変更 

オプションサービス手数料およびトークン発行手数料の引落口座の照会・変更ができます。 

（初期設定は、代表口座が引落口座となっております。） 

 

 

 

 

 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「オプションサービス手数料引落 

口座照会・変更」で手数料引落口座を選択し、［確認］ 

を選択してください。 

 

 

(2)選択した口座に間違いがないか確認後、 

ワンタイムパスワードを入力し、［変更］ 

を選択してください。 

 

 

 

 

 

(3)オプションサービス手数料の引落口座 

変更が完了しました。 

※オプションサービス手数料の初回のお引き落としは、申込手続を行った月の翌月 22 日になります。その後、月額

利用料は毎月 22 日に翌月サービス分をお引き落としさせていただきます。 

※月額利用料のお引き落としができなかった場合は、次回ご利用時にお引き落としとなります。 

※トークン発行手数料は、発行依頼時にお引き落としとなります。 



7.プラス口座解約 

BA-PLUSの代表口座以外の口座（プラス口座）の解約をします。 

※解約するプラス口座の解約をするまでのお取引内容については、管理者の方に限り確認するこ

とができます。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「プラス口座解約」で口座番号 

を選択し、［次へ］を選択してください。  

 

 

 

(2)「解約代わり金の受取口座」と「解約の理由」を 

選択し、［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［解約］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(4)口座解約が完了しました。 



8.BA-PLUS契約解除 

BA-PLUSの解除を行います。解除のお手続きの後、代表口座は BUSINESS ACCOUNT口座として通

常どおりご利用いただけます。 

※代表口座以外のすべてのプラス口座を解約していただかないと契約解除ができません。 

※管理者のトークンは、契約解除後の口座のトークンとしてご利用いただきますので、引き続き

大切に保管してください。 

手続きする人 管理者 

手続きに必要なもの 管理者のログインパスワード、トークン 

 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「BA-PLUS契約解除」画面で、 

「新ログインパスワード」を入力します。 

ワンタイムパスワードを入力し、［解除］を 

選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)BA-PLUSの契約解除が完了しました。 

(この画面はログアウトしています。) 

BA-PLUS 契約解除後にご利用いただく、新し

いログインパスワードを入力してください。 



9-1.利用者 ID作成 

利用者 IDを作成します。 

 

 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「利用者 ID作成」画面で、 

利用者 IDの情報を入力し、使用可能口座にチェック 

を入れ［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［作成］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)利用者 IDの作成が完了しました。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

※トークン同時発行依頼について 

カード型トークンの発行依頼をする場合は、トークン発行手数

料が必要です。発行手数料はオプションサービス手数料引落口

座からのお引き落としとなります。またトークンは代表口座の

住所にお届けいたします。事前に残高と住所をご確認のうえ、

お手続きください。 

 

◆発行依頼の必要がない場合◆ 

・ 作成者の利用者 ID を作成する場合 

・ トークンアプリを利用する場合 

・ 再利用可能なトークンをお持ちの場合 

○プラス口座に取り込む際に使用していたトークン 

○過去に削除した利用者 IDで使用していたトークン 

(そのトークンが再利用可能かどうかは「BA-PLUS 設定」＞

「トークン利用登録」画面でご確認いただけます。) 

 

カード型トークンを同時に発行依頼され

た場合、代表口座の登録住所へトーク

ンを発送いたします。到着するまで 1～

2 週間ほどお待ちください。 



9-2.利用者 ID削除 

ご利用中の利用者 IDを削除します。 

※利用者 IDを削除すると、その利用者 IDを使ったログインはできなくなります。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1) 「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「利用者 ID情報」で、削除する 

IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

 

(2)内容を確認し、［削除］を選択してください。        

 

 

 

 

 

 

 

(3) 内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［削除］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)利用者 IDの削除が完了しました。 



9-3.利用者 ID情報の変更 

利用者 ID情報の変更を行います。利用者 IDや、利用者区分等を変更する場合は、こちらからお

手続きください。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

(1) 「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「利用者 ID情報」で変更する利 

用者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(2) 確認し、［変更］を選択してください。 

 

 

 

(3)変更する項目を入力後、 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［変更］を選択してください。 

 

 

 

 

 

(5)利用者 ID情報の変更が完了しました。 

＜変更可能な項目＞ 
1.部署名・役職 
2.利用者 ID 
3.利用者のお名前 
4.利用者区分 
5.メールアドレス 
6.利用状況 
7.使用可能口座 

 



9-4.利用者 ID権限詳細設定 

利用者 ID の権限設定（一般取引・WEB 総振（ご契約の方のみ）・BA-PLUS 設定・セキュリティ設

定）を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

 (1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「利用者 ID情報」で権限設定する 

利用者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

(2)［権限詳細］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)付与したい権限の「チェック欄」にチェックを入れ、 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(4)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［設定］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(5)利用者 ID権限詳細設定が完了しました。 



10.カード型トークン追加発行 

カード型トークンの追加発行をします。 

 

 

 

 

 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

  

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「カード型トークン追加発行」で 

トークンを追加発行する利用者 IDを選択し、［次へ］ 

を選択してください。 

   

  

 

(2)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［発行］を選択してください。 

［発行］を選択すると同時に手数料が 

引き落としされます。 

 

 

 

 

(3)トークン追加発行の受け付けが完了しました。

代表口座の登録住所へトークンを発送

いたします。到着するまで 1～2 週間ほ

どお待ちください。 

【注意】 トークンの追加発行依頼中の利用者 ID はログインができませんので、あらかじめご了承ください。 

※再利用できるトークンの有無をご確認のうえ、お手続

きください。(「BA-PLUS設定」＞「トークン利用登録」

画面でご確認いただけます。) 

※ トークン発行手数料が必要です。発行手数料はオプションサービス手数料引落口座からのお引き落としとなります。事前

に残高をご確認のうえ、お手続きください。 

オプションサービス手数料引落口座の変更は「6-3.オプションサービス手数料引落口座照会・変更」を参照ください。 

※ トークンは代表口座の住所にお届けいたします。事前に住所変更の有無をご確認のうえ、お手続きください。 

※ 再利用できるトークンをお持ちの場合、追加発行の必要はありません。 



11.カード型トークン利用登録 

カード型トークンの利用登録を行います。新規で承認者の利用者 IDを作成した場合や、カード

型トークンを再発行した場合は利用登録が必要です。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン、 

登録するトークン 

※作成者のトークン利用登録はできません。 
※管理者のトークンを紛失した場合のお手続きは、書面での手続きが必要となります。事故受付

センターへご連絡ください。 

  

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「カード型トークン利用登録」で 

利用者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

(2)「管理者」または「BA-PLUS設定」の権限がある 

「承認者」のトークンに表示されてワンタイムパスワ 

ードを入力し、［次へ］を選択してください。 

 

 

   

 

 

 

 

(3)登録するトークンのシリアル番号とワンタイムパ 

スワードを入力し、［登録］を選択してください。 

 

  

 

 

 

 

 

(4)トークン利用登録が完了しました。 



12.利用者ログインパスワード設定 

他の利用者のログインパスワードを設定します。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1) 「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「利用者ログインパスワード設定」 

で利用者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

 

 

(2)新ログインパスワードとワンタイムパスワード 

を入力し、［設定］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)利用者ログインパスワード設定が完了しました。



13-1.ID 用 my m＠il設定 

口座ごとの my m＠il とは別に、利用者 ID ごとに配信される my m＠ilの送信有無について、設

定が行えます。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

  

(1) 「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「ID用 my m＠il設定」で 

利用者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

 

 

(2)送信有無の欄にチェックを入れ、 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し、 

［設定］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(4)利用者 IDの my m＠il設定が完了しました。 



13-2.ID 用 my m＠il管理者通知設定 

各利用者宛に配信される利用者全員の my m＠ilを、管理者にも送信する機能です。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1) 「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「ID用 my m＠il管理者通知設定」 

画面にて送信有無の欄にチェックを入れ、［確認］を 

選択してください。 

 

 

 

 

(2)ワンタイムパスワードを入力し、 

［設定］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)ID用 my m＠ilの管理者通知設定が完了しました。 



14-1.キャッシュカードロック設定 

キャッシュカードのロック（取引停止）設定・解除ができます。 

ログイン後の画面にて、お客さまご自身で設定できます。 

紛失時だけでなく、普段はキャッシュカードにロックをかけておき、ATM利用時のみ設定を解除

するなど、口座別に設定することが可能です。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「キャッシュカードロック」で 

停止するキャッシュカードの口座番号を選択し、 

［次へ］を選択してください。 

 

 

 

(2)［取引停止］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)入力内容を確認し、画面一番下の 

［確認］を選択してください。 

 

  

 

  

 

 

 

(4)キャッシュカードロックの設定が完了しました。 



14-2.キャッシュカードロック解除 

キャッシュカードロックの解除を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「キャッシュカードロック」で 

解除するキャッシュカードの口座番号を選択し、 

［次へ］を選択してください。 

 

 

(2)［停止解除］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)ワンタイムパスワードを入力し、 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

(4)内容を確認し、画面一番下の 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

(5)キャッシュカードロックの解除が完了しました。 



15-1.トークンロック設定 

お客さまの都合にあわせてトークンのロック（取引停止）をすることができます。 

紛失・盗難の場合は必ず、ロック（取引停止）を行ってください。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード 

【ご注意】 

※管理者のトークンにロック設定をすると、ロック解除には「取引制限解除依頼書（要本人確認

資料）」による郵送の手続きが必要です。解除までにお時間がかかります。十分にご注意ください。

ただし、「BA-PLUS設定」の権限を持つ承認者がいれば Web上で解除することができます。 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「トークンロック」で利用者 IDを 

選択し、［次へ］を選択してください。 

 

 

 

(2)［取引停止］を選択してください。 

 

 

 

 

(3)内容を確認し、［OK］を選択してください。 

 

 

 

 

 

(4)内容を確認し、画面一番下の［確認］を 

選択してください。 

 

 

 

 

 

(5)トークンロックの設定が完了しました。 



15-2.トークンロック解除 

お客さまの都合にあわせてトークンのロック解除（停止解除）をすることができます。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「BA-PLUS設定」＞「トークンロック」で、ロックの 

解除をするトークンを利用している利用者 IDを選択し、 

［次へ］を選択してください。 

 

 

(2) ［停止解除］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(3)ワンタイムパスワードを入力し、 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

(4)内容をご確認のうえ、画面一番下の 

［確認］を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

(5)トークンロックの解除が完了しました。 

※トークンはすぐに利用可能となります。 

 

「書面」での解除は、こちらからお手続

きください。 



16.キャッシュカード再発行 

キャッシュカードの再発行（紛失、破損・磁気不良、Visaデビット有効期限更新）を行います。 

 

 

 

 

 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 上記の手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、「BA-PLUS設定」＞「その他設定」から、再

発行理由にあった「キャッシュカード再発行」へ遷移し、口座番号を選択し、［次へ］を選択し

てください。 

 

（2）お申込内容と送付先住所をご確認のうえ、暗証番号を入力し、［お申し込み］を選択してく

ださい。 

 

(3)キャッシュカードの再発行手続が完了しました。 

 

 ご登録の住所へキャッシュカードを発送いたします。 

到着するまで 1～2 週間ほどお待ちください。 

※ 紛失による再発行のお客さまは、カード再発行手数料が必要です。再発行手数料はオプションサービス手数料引落口座か

らのお引き落としとなります。事前に残高をご確認のうえ、お手続きください。 

※ キャッシュカードは該当口座の住所にお届けいたします。事前に住所変更の有無をご確認のうえ、お手続きください。 

※ 紛失による再発行のお客さまは、必ず先にカードロック設定をお願いします。 

※ 紛失、破損・磁気不良によりプラス口座のキャッシュカードを再発行する場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 



17.カード型トークン再発行 

紛失、故障された場合のトークンの再発行を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 上記の手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、「BA-PLUS設定」＞「カード型トークン再発 

行（紛失時）」または「カード型トークン再発行（破損・液晶不良・電池切れ）」から、利用 

者 IDを選択し、［次へ］を選択してください。 

 

(2) お申込内容と送付先住所をご確認のうえ、ワンタイムパスワードを入力し、［お申し込み］ 

    を選択してください。 

 

(3)利用者 IDのトークン再発行が完了しました。 

代表口座の登録住所へトークンを発送いたします。到着するまで 1～2 週間ほどお待ちください。 

※ トークン再発行手数料が必要です。再発行手数料はオプションサービス手数料引落口座からのお引き落としとなります。

事前に残高をご確認のうえ、お手続きください。 

オプションサービス手数料引落口座の変更は「6-3.オプションサービス手数料引落口座照会・変更」を参照ください。 

※ トークンは代表口座の住所にお届けいたします。事前に住所変更の有無をご確認のうえ、お手続きください。 

※ 紛失による再発行のお客さまは、必ず先にトークンロック設定をお願いします。 

◆以下の場合は電話または書面でのお手続きとなります。 

・管理者のトークンが使用できず、他に「BA-PLUS 設定」の権限がある承認者がいない場合で、カード型トークンをご希望の場

合、カスタマーセンターへお問い合わせください。 



18.トークンアプリ登録 

トークンアプリの登録を行います。 

手続きする人 管理者または「BA-PLUS設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のトークン 

※管理者 IDのトークンアプリ登録をする場合は Visaデビッ

ト付キャッシュカードでも可 

 

(1)Webでのお手続き 

① ログイン後、「BA-PLUS設定」＞「トークンアプリ登録申請」を選択します。 

 

② トークンアプリ登録申請をする利用者 IDを選択します。 

 

③ ログインした利用者 IDでお使いのトークンに表示されたワンタイムパスワードを入力しま

す。 

※管理者 IDのトークンアプリ登録申請を行う場合で、トークンが利用できない場合は［ワ

ンタイムパスワードの入力ができない方はこちら］を選択のうえ、代表口座の暗証番号と

Visaデビット番号を入力します。 

 

④ Webでのお手続きは完了です。続いて 24時間以内にトークンアプリ登録をする利用者 IDで、

スマートフォンアプリでの登録手続を完了してください。 

 

(2)アプリでのお手続き 

① トークンアプリをダウンロードのうえ、起動します。 

 

② 規約に同意します。 

 

③ 画面に沿って、代表店番口座番号、利用者ごとの IDを入力します。 

 

④ 申請手続を行った管理者または承認者のトークンのシリアル番号を入力します。 

※トークンアプリ登録申請時にワンタイムパスワードを入力していないお客さまは、代表

口座の暗証番号と設立年月日（個人事業主のお客さまは生年月日）を入力します。 

⑤ 登録完了です。 

 

 

 

 



19.操作履歴照会 

利用者ごとの操作履歴照会を行います。 

「残高照会」、「普通預金取引明細照会」、「振り込み」、BA-PLUS 設定関連の取引を照会すること

ができます。履歴の照会可能期間は、90日間とさせていただきます。 

手続きする人 管理者または「セキュリティ設定」の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「セキュリティ設定」＞「操作履歴照会」で 

利用者名を選択し、照会期間を入力後、［照会］ 

を選択してください。 

 

 

 

(2)操作履歴が照会できます。 

※90日を過ぎると閲覧できなくなります。 



20.承認上限金額設定 

WEB総振利用時の 1回あたりの承認上限金額を承認者ごとに設定することができます。 

承認者の役職やご担当業務に合わせて、承認金額を設定することができます。 

※口座ごとの各種限度額変更は「一般取引」からお手続きください。 

手続きする人 管理者または、「セキュリティ設定」と「BA-PLUS設定」の両

方の権限がある承認者 

手続きに必要なもの 手続きする人のログインパスワード、トークン 

 

(1)「BA-PLUS専用ログイン画面」からログイン後、 

「セキュリティ設定」＞「承認上限金額設定」で 

利用者 IDを選択し、［次へ］を選択して 

ください。 

 

  

(2)「承認上限金額」を入力し、 

［確認］を選択してください。 

※1円単位で設定可能です。 

 

 

 

 

(3)ワンタイムパスワードを入力し、［設定］を選択。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)承認上限金額設定が完了しました。 
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