
2-1. 初期設定（ブラウザ）2-1. 初期設定（ブラウザ）
BizSTATIONのご利用に必要なブラウザの初期設定を行ってください。

電子証明書の取得時に必要となる「BizSTATION電子証明書取得用ツール」を
専用ページからダウンロードし、事前にインストールしてください。

「１. 事前準備」に掲載した以下の2つの書類およびスマートフォンをご用意ください。 Ⓐ～Ⓔの項目が「3. 電子証明書の取得」以降
の操作で必要となります。操作説明に記載された項目に従い、該当の情報を入力してください。

1. 事前準備1. 事前準備
以下の書類およびスマートフォンをご用意ください。
①利用申込書（お客さま控）（※1）

お申し込みの際にお届け出いただいた「利用者ID」・「初回ログイン
パスワード」・「初回取引実行パスワード」が記載されています。

②サービスご利用のご案内（※2）
「ご契約者番号」と「証明書取得用パスワード」が記載されています。

③スマートフォン

（※1）変更手続によりサービス管理責任者とな
られた場合は「サービス管理責任者変更
依頼書」の「ログインパスワード」･「取引
実行パスワード」を、電子証明書再発行の
場合は現在お使いの「ログインパスワー
ド」をご使用ください。ホームページを利
用し、BizSTATIONをお申し込みされた
お客さまは、お客さま控に「初回ログイン
パスワード」、「初回取引実行パスワード」
は表示されません。ご自身で管理されて
いる「初回ログインパスワード」、「初回取
引実行パスワード」をご使用ください。　

（※2）macOSをご利用の場合は「証明書取
得用パスワード」は表示されません。

▲サービスご利用のご案内 ▲スマートフォン▲利用申込書（お客さま控）

※本紙はBizSTATIONの画面（スマートフォン・パソコン）を使用して説明しています。
※OSやスマートフォンアプリのバージョンにより本紙と画面表示が一部異なる場合がありますが、同様の手順で操作いただけます。
※最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。必ずホームページでご確認ください。（動作環境は断りなく変更する可能性があります。）

クイックスタートクイックスタート
〈スマートフォンアプリ編〉〈スマートフォンアプリ編〉
サービス管理責任者の方が行う「サービスご利用開始までの操作・設定」について説明します。

※詳しくは別途送付の「❷導入ガイドブック」をご覧ください。

ご利用開始までの
お手続き
ご利用開始までの
お手続き

■サービスご利用のご案内 ■スマートフォン■利用申込書（お客さま控）

Ⓔ証明書取得用パスワード（※2）Ⓔ証明書取得用パスワード（※2）

Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

Ⓑ初回ログイン
パスワード（※１）

Ⓑ初回ログイン
パスワード（※１）

Ⓒ初回取引実行
パスワード（※１）

Ⓒ初回取引実行
パスワード（※１）

Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

サービス管理責任者用

2-2. 初期設定（ツール）2-2. 初期設定（ツール）※Windowsをご利用の場合のみ
パソコン
での操作
パソコン
での操作

（1）ホームページにアクセスする （2）ブラウザの初期設定をする

BizSTATION電子証明書
取得用ツールダウンロード
画面でBizSTATION電子
証明書取得用ツールダウン
ロード・インストール手順
書にしたがって設定を行う

22

2222

パソコン
での操作
パソコン
での操作

（改訂日 2022.6）

5. 上限金額の登録5. 上限金額の登録

※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Android、Google Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。　　
※macOS、iPhone、App Storeは、Apple Inc.の商標です。
※その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標または商標です。

以上で準備が整いました。さっそくサービスをご利用いただけます。
「操作マニュアル（❸共通機能編）」の「第1部 第2章 BizSTATIONの基本操作」ではBizSTATIONの基本的なメニューの操作方法を説明しています。
また「❷導入ガイドブック」では、ご自身以外に新たな利用者を追加する際の手続き、サービス管理責任者の役割について説明していますのでご確認ください。
※既にMUFG Bizをご契約されており、追加でBizSTATIONをお申し込みされたお客さまは、初回のログイン当日中のご利用に限りBizSTATIONログインメニュー画面からのログインをお願いいたします。

※ページデザインは断りなく変更することがあります。

（5）上限金額を入力する （6）登録する

（3）ワンタイムパスワードを入力する （4）利用者登録メニューを選択する

「４. スマートフォンアプリ利用登録」の
（８）で変更した変更後の取引実行パス
ワードを入力（＊3）

11

スマートフォンアプリのワンタイムパス
ワード画面の ボタンを押し、表示され
た6桁の数字を入力

22

［実行］ボタンを押す
完了画面が表示されたら登録は終了です。

33

11

22

11

22 33

33

44

55

（１）BizSTATION（パソコン）にログインする （2）［ログイン］ボタンを押す

［ログイン］ボタンを押す22

初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面から、BizSTATIONにログインします。

（注）振込・振替の上限金額は、利用端末（パソコン、スマート
フォン）に関わらず、合計金額で判定されます。

（注）macOSをご利用の場合はⒹご契約者番号、Ⓐ利用
者IDもご入力ください。

「４. スマートフォンアプリ利用登録」
の（８）で変更した変更後のログイ
ンパスワードを入力

11

11

22

11

22

［円預金サービス］の［変更/追加］
ボタンを押す

11

［振込］の1日当り、1件当りの上限
金額を入力する

22

スマートフォンアプリのワンタイムパスワード画面
の ボタンを押し、表示された6桁の数字を入力

11

［ワンタイムパスワード認証］ボタンを押す22

［各種設定］にマウスカーソルをあてる11

ご自分（サービス管理責任者
のID）の［照会/変更］ボタン
を押す

33［利用者登録］を押す
➡遷移先の画面で［照会・変更・削除］を

押してください。

22

［振替］の1日当り、1件当りの上限
金額を入力する

33

［税金・各種料金の払込］の1日当り、
1件当りの上限金額を入力する

44

［内容確認へ］ボタンを押す55

※サービス管理責任者の「振込」「振替」および「税金・各種
料金の払込」の上限金額は0円設定されています。振込等
の取引操作を行う前に必ず上限金額を登録してください。

（＊2）「ワンタイムパスワード画面」は、スマートフォン
アプリのトップページにある「ワンタイムパス
ワードを表示」ボタンを押すと表示されます。

（＊3）ソフトウェアキーボードから入力することもでき
ます。パスワードの入力を数回間違えるとロック
がかかりサービスがご利用できなくなりますの
でご注意ください。

ご 注 意
登録した操作権限でご利用いただけるのは、次
回ログイン時からとなります。いったんログアウ
トしてください。

【簡易入力】とは
簡易入力を利用すると、円預金サービスのお取引をおひとり
で実施できる操作権限と上限金額を一括入力できます。
この場合、「振込」「振替」「税金・各種料金の払込」以外の円
預金サービスにも操作権限や上限金額が設定されますが、
お取引できるのはお申し込みのサービスのみとなります。

11 22
33

アプリのワンタイム
パスワード画面（＊2）

パソコン
での操作

パソコン
での操作

「３．電子証明書の取得」と同じ画
面にある［BizSTATIONログイ
ン］ボタンを押し、BizSTATION

（BizSTATION ／ BizSTATION
Light）画面にアクセスする

11

BizSTATION（BizSTATION
／ BizSTATION Light）画面で

［円預金サービスログイン］ボタ
ンを押す

22

22

電子証明書を選択33

［OK］ボタンを押す44

［許可］ボタンを押す55

（注）表示されている電子証明書
が１つの場合でも、必ず電
子証明書を選択し、[OK]ボ
タンを押してください

Windowsをご利用の場合のみ

（注）表示されない場合はタスク
バーのアイコンを押してく
ださい

33

44

55

BizSTATIONのホームページ  にアクセス
（https://bizstation.bk.mufg.jp/index2.html）

［各OS・ブラウザごとの初期設定・
留意点］ を押す

お客さまのご利用環境に該当する
ブラウザの初期設定手順書をダウン
ロードし、初期設定を行う

各OS・ブラウザごとの初期設
定・留意点の画面から、お客
さまのご利用環境に該当する
ブラウザの［BizSTATION電子証
明書取得用ツール］を押す



4. スマートフォンアプリ利用登録4. スマートフォンアプリ利用登録
（２）スマートフォンアプリを起動する （３）ID・ログインパスワードを入力する

スマートフォンアプリを起動し、
「利用登録の注意事項」を確認の
うえ［ID･パスワードの入力へ］
ボタンを押す

11

（４）自動音声で案内された
設定番号を入力する

（5）スマートフォンアプリパスワードを登録する

自動音声案内にて
お知らせした設定
番号を入力

11

（7）アプリで利用するアプリ利用者名を登録し、ログインする（6）認証方法を追加する
スマートフォンアプリで利用する
利用者名を入力

11認証方法として生体認証を追加する
場合は、［認証方法を追加］ボタン
を押す

➡画面の案内に従って、生体認証を
登録してください。

11

（8）ログイン・取引実行パスワードを変更する（初回設定）
初回ログイン時は、左記の画面が表示されます。

今後使用するログインパスワード
を2回入力

22

今後使用する取引実行パスワード
を2回入力

44

メールアドレスを登録されてい
ないお客さまは「メールアドレ
ス」を2回入力

55

［パスワード変更完了］ボタンを
押す

➡変更完了画面が表示されたら、
画面右上の［ログアウト］ボタン
を押してください。

66

［登録］ボタンを押す
➡登録した「アプリ利用者名」が画面

に表示されるので確認し、［ログ
インして利用登録を完了］ボタン
を押してください。

22

［入力完了］ボタン
を押す

22

［パスワード登録へ］ボタン
を押す

11

今後使用するスマートフォン
アプリパスワード（数字6桁）
を2回入力

22

4. スマートフォンアプリ利用登録4. スマートフォンアプリ利用登録
（1）スマートフォンアプリ「三菱UFJ銀行 BizSTATION」をダウンロードする

（注）生体認証を追加しない場合は、［アプリ利用者名の
登録へ］ボタンを押します。

別の利用者IDを利用登録済の場合は、ログイ
ン画面が表示されます。
画面下部の［アプリ利用者の追加］を押して、
画面の案内に従って操作を進めてください。

次画面に表示される電話番号あてに自動音声
案内で設定番号をお知らせします。

スマートフォンアプリパスワードは、ス
マートフォンアプリでBizSTATIONに
ログインする際や振込等のお取引を
実行または承認する際に必要なパス
ワードです。

「123456」等の推測されやすいス
マートフォンアプリパスワードは登録
できません。

生体認証を追加した場合、スマートフォンアプ
リご利用の際に生体認証でのログイン認証、
取引認証が可能となります。

「アプリ利用者名」は、複数の利用者ID（5ID
まで）を登録時に利用者IDを識別しやすく
するためのものです。
初期表示は契約者名を表示しています。

登録できる生体情報（指紋または顔）や登録
方法は、お客さまが使用するスマートフォンの
機種によって異なります。

ご 注 意
●スマートフォンアプリを利用登録する際、お申し込み時にお客さまにお届け出いただいた「スマートフォンアプリ

利用登録用電話番号」あてに自動音声で「スマートフォンアプリ利用登録用設定番号」を案内します。
●スマートフォンアプリの利用登録は途中で中断しないように必ず通信環境の良い場所で行い、スマートフォン

アプリ上でのログイン完了まで行ってください。
●スマートフォンアプリの利用登録は、BizSTATIONのサービス利用時間のうち、8：00～23：30に行ってください。

※BizSTATIONのご利用時間については、ホームページをご覧ください。

［設定番号の確認へ］ボタンを押し
さらに遷移先の「自動音声案内」
画面で［音声案内を開始］ボタン
を押す

44

を入力22 Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

を入力11 Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

を入力33 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

を入力11 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

を入力33 Ⓒ 初回取引実行パスワードⒸ 初回取引実行パスワード

前ページのつづき

11

11

11

11

22

44

33

22

11

22

11

11

22
55

66
33

44

22

ダウンロードはこちらから

iPhoneアプリ Androidアプリ

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

（2）ログインする

（3）電子証明書を取得する

（１）BizSTATION電子証明書取得用ツールを起動させる

（＊1）ソフトウェアキーボードから入力する
こともできます。
パスワードの入力を数回間違えると
ロックがかかりサービスがご利用できな
くなりますのでご注意ください。

［許可］ボタンを押す66

｢セキュリティレベル｣を確認する（セキュ
リティレベルを変更することもできます。
詳しくは操作マニュアルをご覧ください）

44

［OK］ボタンを押す55

［取得］ボタンを押す33

　　　　　　　　　 を入力（＊1）22 Ⓔ証明書取得用パスワードⒺ証明書取得用パスワード

●電子証明書の取得は、BizSTATIONのサービス利用時間のうち、8:00～23:55に行ってください。
※BizSTATIONのご利用時間については、ホームページをご覧ください。

●「電子証明書」はご本人確認のために大変重要なものです。ご利用になるパソコンは、不正に利用さ
れないよう十分お気をつけください。

ご注意

11

［パソコンに保存する］ボタンを押す11

22
33

Microsoft Edgeの手順を記載しています。ご利用のブラウザによっては手順が異なる場合があります。
初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面から、お客さまのご利用環境に該当するブラウザの手順書をご覧ください。

［閉じる］ボタンを押す77

BizSTATION電子証明書取得用
ツール右上の［×］を押す

88

22
33

44

55
［ログイン］ボタンを押す55

を入力33 Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

を入力22 Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

を入力（＊1）
44 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

３. 電子証明書の取得３. 電子証明書の取得 パソコン
での操作

パソコン
での操作

11

22
33 66

44
55

(注)表示されない場合はタスクバーの
アイコンを押してください

77

※Windowsをご利用の場合のみ

BizSTATION電子証明書取
得用ツールをダブルクリック

11

11
22

BizSTATION電子証明書取得用ツール
が起動していることを確認する

22

88

BizSTATIONのホームページ
に戻り、［電子証明書取得］
ボタンを押す



4. スマートフォンアプリ利用登録4. スマートフォンアプリ利用登録
（２）スマートフォンアプリを起動する （３）ID・ログインパスワードを入力する

スマートフォンアプリを起動し、
「利用登録の注意事項」を確認の
うえ［ID･パスワードの入力へ］
ボタンを押す

11

（４）自動音声で案内された
設定番号を入力する

（5）スマートフォンアプリパスワードを登録する

自動音声案内にて
お知らせした設定
番号を入力

11

（7）アプリで利用するアプリ利用者名を登録し、ログインする（6）認証方法を追加する
スマートフォンアプリで利用する
利用者名を入力

11認証方法として生体認証を追加する
場合は、［認証方法を追加］ボタン
を押す

➡画面の案内に従って、生体認証を
登録してください。

11

（8）ログイン・取引実行パスワードを変更する（初回設定）
初回ログイン時は、左記の画面が表示されます。

今後使用するログインパスワード
を2回入力

22

今後使用する取引実行パスワード
を2回入力

44

メールアドレスを登録されてい
ないお客さまは「メールアドレ
ス」を2回入力

55

［パスワード変更完了］ボタンを
押す

➡変更完了画面が表示されたら、
画面右上の［ログアウト］ボタン
を押してください。

66

［登録］ボタンを押す
➡登録した「アプリ利用者名」が画面

に表示されるので確認し、［ログ
インして利用登録を完了］ボタン
を押してください。

22

［入力完了］ボタン
を押す

22

［パスワード登録へ］ボタン
を押す

11

今後使用するスマートフォン
アプリパスワード（数字6桁）
を2回入力

22

4. スマートフォンアプリ利用登録4. スマートフォンアプリ利用登録
（1）スマートフォンアプリ「三菱UFJ銀行 BizSTATION」をダウンロードする

（注）生体認証を追加しない場合は、［アプリ利用者名の
登録へ］ボタンを押します。

別の利用者IDを利用登録済の場合は、ログイ
ン画面が表示されます。
画面下部の［アプリ利用者の追加］を押して、
画面の案内に従って操作を進めてください。

次画面に表示される電話番号あてに自動音声
案内で設定番号をお知らせします。

スマートフォンアプリパスワードは、ス
マートフォンアプリでBizSTATIONに
ログインする際や振込等のお取引を
実行または承認する際に必要なパス
ワードです。

「123456」等の推測されやすいス
マートフォンアプリパスワードは登録
できません。

生体認証を追加した場合、スマートフォンアプ
リご利用の際に生体認証でのログイン認証、
取引認証が可能となります。

「アプリ利用者名」は、複数の利用者ID（5ID
まで）を登録時に利用者IDを識別しやすく
するためのものです。
初期表示は契約者名を表示しています。

登録できる生体情報（指紋または顔）や登録
方法は、お客さまが使用するスマートフォンの
機種によって異なります。

ご 注 意
●スマートフォンアプリを利用登録する際、お申し込み時にお客さまにお届け出いただいた「スマートフォンアプリ

利用登録用電話番号」あてに自動音声で「スマートフォンアプリ利用登録用設定番号」を案内します。
●スマートフォンアプリの利用登録は途中で中断しないように必ず通信環境の良い場所で行い、スマートフォン

アプリ上でのログイン完了まで行ってください。
●スマートフォンアプリの利用登録は、BizSTATIONのサービス利用時間のうち、8：00～23：30に行ってください。

※BizSTATIONのご利用時間については、ホームページをご覧ください。

［設定番号の確認へ］ボタンを押し
さらに遷移先の「自動音声案内」
画面で［音声案内を開始］ボタン
を押す

44

を入力22 Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

を入力11 Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

　　　　　　　　　を入力33 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

を入力11 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

を入力33 Ⓒ 初回取引実行パスワードⒸ 初回取引実行パスワード

前ページのつづき

11

11

11

11

22

44

33

22

11

22

11

11

22
55

66
33

44

22

ダウンロードはこちらから

iPhoneアプリ Androidアプリ

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

スマートフォン
での操作

（2）ログインする

（3）電子証明書を取得する

（１）BizSTATION電子証明書取得用ツールを起動させる

（＊1）ソフトウェアキーボードから入力する
こともできます。
パスワードの入力を数回間違えると
ロックがかかりサービスがご利用できな
くなりますのでご注意ください。

初めてご利用の方・パソ
コン追加時の設定方法
画面から、お客さまのご
利用環境に該当するブ
ラウザの［電子証明書
の取得］ボタンを押す

11

［許可］ボタンを押す66

｢セキュリティレベル｣を確認する（セキュ
リティレベルを変更することもできます。
詳しくは操作マニュアルをご覧ください）

44

［OK］ボタンを押す55

［取得］ボタンを押す33

　　　　　　　　　 を入力（＊1）22 Ⓔ証明書取得用パスワードⒺ証明書取得用パスワード

●電子証明書の取得は、BizSTATIONのサービス利用時間のうち、8:00～23:55に行ってください。
※BizSTATIONのご利用時間については、ホームページをご覧ください。

●「電子証明書」はご本人確認のために大変重要なものです。ご利用になるパソコンは、不正に利用さ
れないよう十分お気をつけください。

ご注意

11

［パソコンに保存する］ボタンを押す11

22
33

Microsoft Edgeの手順を記載しています。ご利用のブラウザによっては手順が異なる場合があります。
初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面から、お客さまのご利用環境に該当するブラウザの手順書をご覧ください。

［閉じる］ボタンを押す77

BizSTATION電子証明書取得用
ツール右上の［×］を押す

88

22
33

44

55
［ログイン］ボタンを押す55

を入力33 Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

を入力22 Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

を入力（＊1）
44 Ⓑ初回ログインパスワードⒷ初回ログインパスワード

３. 電子証明書の取得３. 電子証明書の取得 パソコン
での操作

パソコン
での操作

11

11

22
33 66

44
55

(注)表示されない場合はタスクバーの
アイコンを押してください

77

※Windowsをご利用の場合のみ

BizSTATION電子証明書取
得用ツールをダブルクリック

11

11
22

BizSTATION電子証明書取得用ツール
が起動していることを確認する

22

88
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2-1. 初期設定（ブラウザ）2-1. 初期設定（ブラウザ）
BizSTATIONのご利用に必要なブラウザの初期設定を行ってください。

電子証明書の取得時に必要となる「BizSTATION電子証明書取得用ツール」を
専用ページからダウンロードし、事前にインストールしてください。

「１. 事前準備」に掲載した以下の2つの書類およびスマートフォンをご用意ください。 Ⓐ～Ⓔの項目が「3. 電子証明書の取得」以降
の操作で必要となります。操作説明に記載された項目に従い、該当の情報を入力してください。

1. 事前準備1. 事前準備
以下の書類およびスマートフォンをご用意ください。
①利用申込書（お客さま控）（※1）

お申し込みの際にお届け出いただいた「利用者ID」・「初回ログイン
パスワード」・「初回取引実行パスワード」が記載されています。

②サービスご利用のご案内（※2）
「ご契約者番号」と「証明書取得用パスワード」が記載されています。

③スマートフォン

（※1）変更手続によりサービス管理責任者とな
られた場合は「サービス管理責任者変更
依頼書」の「ログインパスワード」･「取引
実行パスワード」を、電子証明書再発行の
場合は現在お使いの「ログインパスワー
ド」をご使用ください。ホームページを利
用し、BizSTATIONをお申し込みされた
お客さまは、お客さま控に「初回ログイン
パスワード」、「初回取引実行パスワード」
は表示されません。ご自身で管理されて
いる「初回ログインパスワード」、「初回取
引実行パスワード」をご使用ください。　

（※2）macOSをご利用の場合は「証明書取
得用パスワード」は表示されません。

▲サービスご利用のご案内 ▲スマートフォン▲利用申込書（お客さま控）

※本紙はBizSTATIONの画面（スマートフォン・パソコン）を使用して説明しています。
※OSやスマートフォンアプリのバージョンにより本紙と画面表示が一部異なる場合がありますが、同様の手順で操作いただけます。
※最新の動作環境については、ホームページでご案内しております。必ずホームページでご確認ください。（動作環境は断りなく変更する可能性があります。）

クイックスタートクイックスタート
〈スマートフォンアプリ編〉〈スマートフォンアプリ編〉
サービス管理責任者の方が行う「サービスご利用開始までの操作・設定」について説明します。

※詳しくは別途送付の「❷導入ガイドブック」をご覧ください。

ご利用開始までの
お手続き
ご利用開始までの
お手続き

■サービスご利用のご案内 ■スマートフォン■利用申込書（お客さま控）

Ⓔ証明書取得用パスワード（※2）Ⓔ証明書取得用パスワード（※2）

Ⓐ利用者IDⒶ利用者ID

Ⓑ初回ログイン
パスワード（※１）

Ⓑ初回ログイン
パスワード（※１）

Ⓒ初回取引実行
パスワード（※１）

Ⓒ初回取引実行
パスワード（※１）

Ⓓご契約者番号Ⓓご契約者番号

サービス管理責任者用

2-2. 初期設定（ツール）2-2. 初期設定（ツール）※Windowsをご利用の場合のみ
パソコン
での操作
パソコン
での操作

（1）ホームページにアクセスする

MUFG Bizのホームページ
（https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/）
にアクセス

11

11

（2）ブラウザの初期設定をする

初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面で、
お客さまのご利用環境に該当するOS・ブラウザを確認し、
ブラウザの初期設定手順書にしたがって初期設定を行う

４４

ホームページの［ログイン］ボタンを押す11

ログイン画面の［初めてログインする方はこちら］を押す22

初めてBizSTATIONをご利用の方へ画面で［設定
方法へ］を押す

３３

11

初めてご利用の方・パソコン追
加時の設定方法画面から、お客
さまのご利用環境に該当する
ブラウザの［BizSTATION電子
証明書取得用ツール］を押す

11 BizSTATION電子証明書
取得用ツールダウンロード
画面でBizSTATION電子
証明書取得用ツールダウン
ロード・インストール手順
書にしたがって設定を行う

22

2222

パソコン
での操作
パソコン
での操作

（改訂日 2022.6）

5. 上限金額の登録5. 上限金額の登録

※Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
※Android、Google Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。　　
※macOS、iPhone、App Storeは、Apple Inc.の商標です。
※その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標または商標です。

以上で準備が整いました。さっそくサービスをご利用いただけます。
「操作マニュアル（❸共通機能編）」の「第1部 第2章 BizSTATIONの基本操作」ではBizSTATIONの基本的なメニューの操作方法を説明しています。
また「❷導入ガイドブック」では、ご自身以外に新たな利用者を追加する際の手続き、サービス管理責任者の役割について説明していますのでご確認ください。
※既にMUFG Bizをご契約されており、追加でBizSTATIONをお申し込みされたお客さまは、初回のログイン当日中のご利用に限りBizSTATIONログインメニュー画面からのログインをお願いいたします。

※ページデザインは断りなく変更することがあります。

（5）上限金額を入力する （6）登録する

（3）ワンタイムパスワードを入力する （4）利用者登録メニューを選択する

「４. スマートフォンアプリ利用登録」の
（８）で変更した変更後の取引実行パス
ワードを入力（＊3）

11

スマートフォンアプリのワンタイムパス
ワード画面の　 ボタンを押し、表示され
た6桁の数字を入力

22

［実行］ボタンを押す
完了画面が表示されたら登録は終了です。

33

11

22

11

22 33

33

44

55

（１）BizSTATION（パソコン）にログインする （2）［ログイン］ボタンを押す

［ログイン］ボタンを押す22

初めてご利用の方・パソコン追加時の設定方法画面から、BizSTATIONにログインします。

（注）振込・振替の上限金額は、利用端末（パソコン、スマート
フォン）に関わらず、合計金額で判定されます。

（注）macOSをご利用の場合はⒹご契約者番号、Ⓐ利用
者IDもご入力ください。

「４. スマートフォンアプリ利用登録」
の（８）で変更した変更後のログイ
ンパスワードを入力

11

11

22

11

22

［円預金サービス］の［変更/追加］
ボタンを押す

11

［振込］の1日当り、1件当りの上限
金額を入力する

22

スマートフォンアプリのワンタイムパスワード画面
の　 ボタンを押し、表示された6桁の数字を入力

11

［ワンタイムパスワード認証］ボタンを押す22

［各種設定］にマウスカーソルをあてる11

ご自分（サービス管理責任者
のID）の［照会/変更］ボタン
を押す

33［利用者登録］を押す
➡遷移先の画面で［照会・変更・削除］を

押してください。

22

［振替］の1日当り、1件当りの上限
金額を入力する

33

［税金・各種料金の払込］の1日当り、
1件当りの上限金額を入力する

44

［内容確認へ］ボタンを押す55

※サービス管理責任者の「振込」「振替」および「税金・各種
料金の払込」の上限金額は0円設定されています。振込等
の取引操作を行う前に必ず上限金額を登録してください。

（＊2）「ワンタイムパスワード画面」は、スマートフォン
アプリのトップページにある「ワンタイムパス
ワードを表示」ボタンを押すと表示されます。

（＊3）ソフトウェアキーボードから入力することもでき
ます。パスワードの入力を数回間違えるとロック
がかかりサービスがご利用できなくなりますの
でご注意ください。

ご 注 意
登録した操作権限でご利用いただけるのは、次
回ログイン時からとなります。いったんログアウ
トしてください。

【簡易入力】とは
簡易入力を利用すると、円預金サービスのお取引をおひとり
で実施できる操作権限と上限金額を一括入力できます。
この場合、「振込」「振替」「税金・各種料金の払込」以外の円
預金サービスにも操作権限や上限金額が設定されますが、
お取引できるのはお申し込みのサービスのみとなります。

11 22
33

アプリのワンタイム
パスワード画面（＊2）

パソコン
での操作

パソコン
での操作

「３．電子証明書の取得」と同じ画
面にある［BizSTATIONログイ
ン］ボタンを押し、BizSTATION

（BizSTATION ／ BizSTATION 
Light）画面にアクセスする

11

BizSTATION（BizSTATION
／ BizSTATION Light）画面で

［円預金サービスログイン］ボタ
ンを押す

22

22

電子証明書を選択33

［OK］ボタンを押す44

［許可］ボタンを押す55

（注）表示されている電子証明書
が１つの場合でも、必ず電
子証明書を選択し、[OK]ボ
タンを押してください

Windowsをご利用の場合のみ

（注）表示されない場合はタスク
バーのアイコンを押してく
ださい

33

44

55


