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岡崎信用金庫

まとめて資金管理
新規登録マニュアル

新規登録、口座連携　及び

マネーフォワードクラウド請求書無料プラン申込手順について

※本マニュアルは、株式会社マネーフォワードが提供する「まとめて資金管理」の

　マニュアルの中から、新規申込に関連する情報をまとめた資料となります。

　下記にマニュアルを掲載していますのでこちらもご参考にしてください。

　岡崎信用金庫「まとめて資金管理」操作マニュアル

　https://www.okashin.co.jp/bd/matomete/manual.pdf

　サービス、機能は随時更新されますので、最新情報は「まとめて資金管理」

　ログイン後のFAQ等にてご確認ください。

1 ページ



目次

1.新規申し込みの流れ P.3

2.口座連携の流れ P.8

3.操作のお問い合わせについて（まとめて資金管理） P.12

4.マネーフォワード クラウド請求書

　　　　　　　　無料プラン申し込み方法について P.13

5.マネーフォワード クラウドBox申し込み方法について P.18

6.その他、よくあるご質問について P.19

7.電子証明書連携ソフトの使い方について　

【参考、一部金融機関のみ対応】 P.23

2 ページ



1.新規申し込みの流れ

① 下記URLを入力し、岡崎信

用金庫「まとめて資金管

理」新規登録・ログイン

ページ（右図）にアクセス

し、画面中央下の［新規登

録］ボタンをクリックしま

す。

https://bfm.moneyforward.com/okashin/

【参考】

岡崎信用金庫のホームページ

https://www.okashin.co.jp/

からもアクセスできます。

「岡崎信用金庫ホームペー

ジ」

↓

「法人・個人事業主のお客さ

ま」

↓

「おかしんビジネスダイレク

ト」

↓

「まとめて資金管理」の「ロ

グインする」

↓

「次のページへ進む」をク

リックしてください。

新規登録は、必ずパソ

コンで行ってください。

スマートフォンでは新規登

録が表示されません
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② 全ての項目を入力し、規約

をご確認の上チェックして

［同意して使用を始める］

をクリックします。

③ 右記の画面が表示され、②で登録いただいた

メールアドレスに認証メールが届きますので、

メール本文中の認証URLをクリックします。

　　

※個人事業主の場合、「代表

者名」「担当者名」にはご自

身のお名前を入力してくださ

い。また［会社名・屋号］に

ついて、屋号がない場合には

ご自身のお名前を入力してく

ださい。

※「メールアドレスは既に登

録済みです」と表示された場

合、①の新規登録・ログイン

ページにてメールアドレス、

パスワードを入力しログイン

して下さい。

　パスワードを忘れた方は①の新規登録・ログインページにて「パスワードを忘れた方はこちら」から

再設定手続きが可能です。ただし過去の手続きが正常に完了していない場合は再設定が出来ません。

メールアドレスが登録済みで、過去の手続き状況が分からず、パスワードの再設定もできない場合は、

大変恐れ入りますが別のメールアドレスにて登録をお願いいたします。

※認証メールの有効時間は72時間です。時間を超過した場合は、上記URLをクリックすると認

証メールの再送画面が表示されますのでそちらより認証メールを再送して下さい。
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※認証メールが届かない場合

下記手順に沿って、メールの再送信を行ってください。

（１）新規登録ログイン

ページ

（https://bfm.moneyforwa

rd.com/okashin/）にアク

セスし、［認証メールが受

信できない方はこちら］を

クリックします。

（２）認証メールの再送信

画面が表示されますので、

ご登録のメールアドレスを

入力して［送信］をクリッ

クします。

メールが届かない場合の設定や、再送方法は、［使い方・FAQ］をクリックしても対策をご確

認いただけます。

（３）お使いのメールソフ

トで、認証メールが届いて

いるかご確認ください。認

証メールが届いていたら、

メール本文中の認証URLを

クリックします。

（４）パスワード設定画面

が表示されたら、新しいパ

スワードを設定し［設定］

をクリックします。

「登録完了」と表示された

らパスワード設定完了です 設定

トップページへ
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※認証メールを再送しても解決しない場合

認証メールはbfm.feedback@moneyforward.comより発信されます。

（１）メールが「迷惑メールフォルダ」に振り分けられたり、ご利用のメールやウィルス

　対策ソフト、プロバイダのセキュリティ設定で受信拒否となっている可能性があります。

　ご利用の各ソフト、ご契約いただいているインターネットプロバイダの設定で

　上記認証メール、もしくはドメインmoneyforward.comを受信許可願います。

（２）ご登録いただいたメールアドレスに誤りがある可能性もあります。恐れ入りますが

　P.3手順①より再度ご登録をお試しください。「 メールアドレスは既に登録済みです。」

　と表示された場合は、最初の登録時に登録アドレスへ認証メールが自動発信されて

　おりますので、認証メールが届いていないかメールをご確認願います。

　※別企業にて既に登録いただいているメールアドレスはご使用できません。

　再度ご登録いただいた際に、登録が受け付けられた場合は、最初の登録時の

　メールアドレスに誤りがあった可能性があります。再度登録した際に、再登録

　アドレスへ認証メールが自動発信されておりますので、メールをご確認願います。

※認証URLをクリックしても反応しない場合

セキュリティ設定により、ハイパーリンクが無効となっている可能性があります。

認証URLをコピーしブラウザ（エッジ、クローム等）のアドレスバーに貼り付け、

パソコンのエンターキーを押してアクセスしてください。

※インターネットバンキングの利用に電子証明書を使用しているが、認証メールを

電子証明書を入れていないパソコンで受信した場合

手続きを続けても問題ありません。事業所設定の登録（P7.⑥）まで実施してください。

ただし口座連携を行う時（P8.①）には、電子証明書を入れたパソコンで操作願います。

④ パスワード設定画面が表示

されます。パスワードを入

力し、［設定］をクリック

します。
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⑤ 登録完了画面が表示されま

す。これで、ユーザー登録

の完了です。

続いて、［トップページ

へ］をクリックします。

⑥ （必須）の項目を入力し、

［登録］をクリックしま

す。

【Q】登録後、変更はできますか？

【A】画面左側のメニューにある［事業所］から変更することができます。

【Q】［登録］をクリックしても次の 画面に進みません。

【A】入力内容でエラーがある場合が考えられます。例えば［主たる事業の業種］と

［その他事業の業種］が同一だとエラーとなりますが、その場合は［その他事業の

業種］を「未選択」にするか、別の業種を選択してください。

※設立年は西暦4桁で入力
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2.口座連携の流れ

① 事業所設定が完了すると、

右に示した画面が表示され

ます。この中から所有して

いる口座をクリックしま

す。

② 口座を選択すると、右に示

したいずれかの画面が表示

されます。画面の説明に

従って、必要情報を入力し

ます。

※入力画面は、金融機関ごとに異なります。

・連携をする際に、インターネットネットバンキングを利用している金融機関への

「APIサービス」の申請が必要な金融機関もあります。詳しくは連携したい金融機関

にてご確認願います。

ご確認の際は「マネーフォワードの提供するサービス」との連携をご確認ください。

例：「株式会社マネーフォワード」の「MFクラウド（会計・確定申告・経費・消込）」

　　を選択願います。

※電子証明書方式でインターネットバンキングを利用している場合は下記ご注意ください。

・最初の口座連携手続きは、電子証明書が入っているパソコンでしか行えません。

（岡崎信用金庫以外の設定は当金庫ではご案内できません、他行の連携でお困りの

　場合は、本マニュアルの「3.操作のお問い合わせについて（P.12)」 を参考に

　お問い合わせいただくか、ご契約の金融機関へお問い合わせください）

※まず最初に、岡崎信用金庫の口座連携が必要です。

・一部の金融機関は、㈱マ

ネーフォワードが提供する

「電子証明書連携ソフト」

が必要です。

右記のメッセージが出た場

合は、「7.電子証明書ソフ

トの使い方について

（P.23）」を参考に手続き

を進めて下さい。
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③ ②の操作完了後は右に示し

た画面が表示されます。連

携した口座が表示されてい

れば連携完了となります。

④ ブラウザのタブを

［岡崎信用金庫まとめて

資金管理］に戻します。

⑤ 口座連携後、「岡崎信用金

庫まとめて資金管理」トッ

プページに戻ると、連携が

完了した口座情報が表示さ

れます。

［一括再取得］

連携した口座の残高や明細

は定期的に自動で更新され

ますが、「一括再取得」を

クリックすることで任意の

タイミングで更新できま

す。

［口座追加］

更に金融機関口座を追加する場合は、こちらの［口座追加］から新たな金融機関を選択して

口座を追加できます。（左側のメニューバー内［口座連携］からも追加できます）

※その他注意点

・ご利用終了後には、画面左上の事業者名をクリックし「ログアウト」をして下さい。

　「ログアウト」をしない場合、ブラウザを閉じた後も、一定時間内に他の方が

　同じPC、ブラウザでまとめて資金管理にアクセスすると、内容が見えてしまいます。

ユーザー情報

ログアウト
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・口座連携（API連携）は一定期間毎に再連携が必要です。

　ご契約いただいているインターネットバンキングの仕様にもよりますが、30日から

　100日程度経過すると、再連携が必要になります。

　（電子証明書方式の場合、再連携は電子証明書の入っているPCで操作が必要です）

・再連携の手続き

１）右図のメッセージが表

示されたら、〔口座連携の

再設定へ〕をクリック

以下の手順は、金融機関により一部表記や、Webサイトが異なります。

【法人】岡崎信用金庫　の手続きを例としてご説明いたします。

２）〔再連携する〕をク

リック

３）〔【法人】岡崎信用金

庫と連携する〕をクリック
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「証明書の選択」 利用者証明書をクリックし　OK　をクリック

↓

「資格情報が必要です」 　許可　をクリック

↓

「利用者暗証番号」 利用者暗証番号を入力し、　認証　をクリック

４）画面の指示に従い、

「ID・パスワード方式」も

しくは「電子証明書方式」

いずれかの方式にて、認証

を行います。

※電子証明書方式の場合、「電子証明書認証」をクリックすると、追加の確認が求められます

ので、下記を参考に操作して下さい。

５）許可する業務・有効期

限を確認し、利用規定を確

認の上、同意にチェックを

した後に〔許可〕をクリッ

クします。

許可
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3.操作のお問い合わせについて（まとめて資金管理）

① 画面の右上にある［ ? ］を

クリックします。その後、

メニューが展開されます。

表示されたメニューから

［お問い合わせ］をクリッ

クします。

② お問い合わせ画面が表示さ

れます。お問い合わせ内容

を入力し、［入力内容を確

認する］をクリックしま

す。

※回答が必要な場合、必ず

チェックを入れてください。

③ お問い合わせ内容の確認画

面が表示されます。入力内

容が正しいことを確認し、

［送信］をクリックしま

す。

④ 完了画面が表示されます。

これで、お問い合わせは完

了です。②で、返信に関す

るチェックを入れている場

合、マネーフォワードより

回答をご登録メールアドレ

スにお届けします。

ご回答までお時間をいただ

く場合もございます。
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4.マネーフォワード クラウド請求書無料プラン申し込み方法について

① まとめて資金管理ログイン

画面にてメールアドレス、

パスワードを入力して「ロ

グイン」をクリックします

　

https://bfm.moneyforward

.com/okashin/company

② ログイン後、左メニュー内

MFクラウド請求書無料プ

ラン申込をクリックする

と、クラウド請求書ソフト

の専用申し込みページに移

動できます

申込完了後はログインを利

用下さい

無料プラン申し込みの注意点

※無料お申し込みの際は、特に下記の手順にご注意下さい。

⑨利用プランの選択は「有料契約をせずに無料トライアルを利用する」を選択

⑫～⑮クーポンコードを登録する

※すでに㈱マネーフォワードが提供する「マネーフォワード クラウド会計」をご利用済みの方

は、本プランはお申込みできません。（既にマネーフォワード クラウド会計に請求書機能が付

属しています）

ご不明点はキャンペーン事務局【biz.promotion@moneyforward.com】までメールにてお問

合せください。

まとめて資金管理に未登録の場合は、本マニュアル「1.新規申し込みの流れ(P.3)」 を参考に新規申し込

みをお願いします

上記リンク以外から申し込みをされると、無料利用の適用外となる可能性がありますのでご注

意ください

新規登録は、必ずパソ

コンで行ってください。

スマートフォンでは新規登

録が表示されません
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③

④

専用ページに掲載されてい

るプロダクトキーを手元に

控えてください（本手順⑭

にてプロダクトキーを入力

いたします）

プロダクトキーを控えた

ら、申込みページの「今す

ぐ使ってみる」もしくは

「アカウントを作成する

（無料）」をクリックしま

す。

※「そのメールアドレスはご利用できません」と表示された場合、すでに(株)マネーフォワー

ドの各種サービスでメールアドレスが登録済みの可能性があります。（マネーフォワードfor岡

崎信用金庫、マネーフォワードme、マネーフォワードfor〇〇銀行、マネーフォワードクラウ

ド会計、等）

※〔既にアカウントをお持ちの方はこちら〕をクリックして手続きを進めていただくか、現在

のメールアドレス登録状況についてキャンペーン事務局

【biz.promotion@moneyforward.com】までメールにてお問合せください。

メールアドレスを登録し、

ID利用規約、個人情報取り

扱いを確認の上、「上記に

同意して登録する」をク

リックします。（まとめて

資金管理で使用している

メールアドレスと違うアド

レスも利用可能です）

XXXXXXXXXXXXXXXX

（アルファベットと数字16桁）

専用申し込みページを

下へスクロール

して下さい
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⑤

⑥

⑦

⑧

登録したメールアドレスへ

確認メールが送信されま

す。受信した確認メールの

本文に記載されている確認

コード（6桁の数字）をコ

ピーします

確認コード（6桁の数字）

を入力し「次へ」をクリッ

クします

パスワードを入力して「登

録を完了する」をクリック

します

事業者情報を入力し、“利用

規約”と“個人情報の取扱い

について”を確認の上「上記

に同意して登録」をクリッ

クします

メール画面
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⑨

⑩

⑪

⑫ “利用規約”と“個人情報の取

扱いについて”を確認の上

「以下に同意して利用を開

始する」をクリックします

「1か月無料トライアル」

と表示されていますが、こ

の後の手続きを行うことで

クラウド請求書を永年無料

でご利用いただけます。

無料利用申し込みの際は、

カード情報を登録せず、

「無料トライアルで利用す

る」をクリックします

続いて、⑬以降の手順で、

利用料永年無料とする為の

プロダクトキー登録を行い

ます。

ログイン完了画面になるの

で、下段の一覧より請求書

の「サービスを使う」をク

リックします

「請求書Plus」ではなく

「請求書」をご選択くださ

い。

ポップアップが表示された

ら「使ってみる」をクリッ

クします
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⑬

⑭

⑮

⑯

右上の歯車マークをクリッ

クし、「プラン設定」をク

リックします

「プロダクトキーをお持ち

の方はこちら」をクリック

します

プロダクトキー・クーポン

コード入力欄に、③で控え

たプロダクトキーを入力し

「登録する」をクリックし

ます

登録が完了すると、入力欄

が消え、“プロダクトキー・

クーポンコードを適用しま

した”とメッセージが表示さ

れます（一定時間経過する

とメッセージも消えます）

登録が完了すると、無料で

の利用開始となります

※プロダクトキーの登録をしても、ご利用プランの表示は変更されない為、プロダクトキーの

登録状況は確認できません。プラン表示は「ビジネス（トライアル）」や「プロプラン（月

額）利用中」となります。

※プロダクトキーの登録が完了しているかの確認は、キャンペーン事務局

【biz.promotion@moneyforward.com】までメールでお問い合わせいただくか、「マネー

フォワード クラウド請求書」の画面右上「？」→「サポート」とクリックし、「メールで問い

合わせる」よりお問い合わせください。
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5.マネーフォワード クラウドBox申し込み方法について

① 「マネーフォワードクラウ

ド請求書無料プラン」のお

申し込みを行い、P.17⑯の

状態まで完了させます。

② 左側メニューより「その他

業務」をクリックし、「ク

ラウドBox」をクリックし

ます。

③ 画面が切り替わり、マネー

フォワードクラウドBoxが

利用可能となります。

操作の流れについては、右

上の「？」マークより「サ

ポートサイト」をご確認い

ただくか、同じく「？」

マークより「お問い合わせ

フォーム」にて(株)マネー

フォワードへお問い合わせ

下さい。

本マニュアルでご案内する、ご利用方法について

※本マニュアルでは、当金庫がご紹介する「マネーフォワードクラウド請求書無料プラン」に

お申込みいただいた方が、マネーフォワードクラウドBoxをご利用いただく際の手順について

ご説明いたします。※マネーフォワードクラウドBoxとは、オンラインで電子帳票を保存でき

るサービスです。電子帳簿保存法の「電子取引」の保存に対応しています。

すでにマネーフォワードクラウド請求書にて作成、送信した請

求書がある場合は、一覧に自動で表示されます。

18 ページ



6.その他、よくあるご質問について

ご利用が終わったら、画面右上の名前をクリックし、［ログアウ

ト］をクリックしてください。※共有パソコン等で、ログアウト

をしないままだと、他の方が同じパソコンで「まとめて資金管

理」にアクセスすると、内容を閲覧できる為注意が必要です。

ユーザーを追加する際は、新たなユーザーのメールアドレスをご

用意いただき、画面左側のメニューから［ユーザー］を選択の

上、［ユーザー追加］から追加してください。

※本マニュアル「1.新規申し込みの流れ（P.3)」からメールアドレスを

登録すると、別のアカウントを作成してしまうのでご注意ください。

【まとめて資金管理】

顧問税理士に共有する方法を知

りたい。

上記「利用ユーザーを増やす方法を知りたい」同様に、［ユー

ザー追加］で顧問税理士のメールアドレスを追加してください。

メールアドレスを追加すると、登録メールアドレスに認証メール

が発信されるので、顧問税理士へ認証をご依頼ください。

まとめて資金管理は無料でご利用いただけますが、ご利用には岡

崎信用金庫の法人向けインターネットバンキングの契約と基本手

数料が必要です。

【まとめて資金管理】

口座明細が更新されなくなっ

た。

【まとめて資金管理】

操作が終わった時の注意点を知

りたい。

【まとめて資金管理】

申し込みをした際の認証メール

に関する不明点について

本マニュアル「1.新規申し込みの流れ③（P.4～P.6）」 を参考

に、メールの設定等をご確認ください。

口座連携は一定期間で更新（再連携）する必要があります。明細

が更新されていない場合、口座連携の更新（再連携）が必要な場

合がありますので本資料「2.口座連携の流れ⑤※その他注意点

（P.9)」を参考に更新操作を行ってください。

【まとめて資金管理】

利用ユーザーを追加する方法を

知りたい。

【まとめて資金管理】

利用料は無料なのか

ユーザー情

ログアウト
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本マニュアル「4.マネーフォワード クラウド請求書無料プラン申

し込み方法について」P.13-14を参考に、専用申し込みページに

アクセスしてご確認ください。

【マネーフォワード

　　　　クラウド請求書】

まとめて資金管理ユーザー向け

無料プランの申し込み方法を知

りたい

【まとめて資金管理】

グループ会社、子会社等、別名

義の口座も一緒に「まとめて資

金管理」に登録したい。

【まとめて資金管理】

追加したユーザーでログインす

ると、口座が表示されない。

［閲覧許可］メニューにて、ユーザー毎に閲覧できる口座を設定

してください。

【まとめて資金管理】

登録したメールアドレスを変更

したい

まとめて資金管理のシステム上は、別名義の口座でも同じアカウ

ントで口座連携が可能です。ただしユーザー毎に閲覧できる口

座、できない口座を設定しないと、グループ企業含めて全ての口

座を閲覧できてしまう為、管理に注意が必要です。

［ユーザー］メニューにて、変更したいユーザー名の横の［編

集］をクリックすると変更が可能です。

まとめて資金管理

トップページ左メ

ニュー内MFクラウド

請求書無料プラン申

込をクリックすると

申し込みページに移

動できます

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

まとめて資金管理ユーザー向け

無料プランに期限はあるのか

無料プランに期限はありません。（申し込み、利用期間共）

※申し込みページは、仕様上申し込み期間を”●●●年●月●日ま

で”と表記していますが、申し込み時期に期限はありません。

※ただし、ご利用期間中にマネーフォワードクラウドのいずれか

の有料プランに登録すると本プラン適用対象外となります。

※まとめて資金管理ユーザー向けプランの為、まとめて資金管理

の利用を中止すると、本プラン適用対象外となります。

※サービス開発の中で、やむをえず本プランを終了する可能性も

ございます。

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

プロダクトキー（クーポンコー

ド）がわからない。

［口座追加］
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【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

詳しい操作方法を知りたい

マネーフォワードクラウド請求書の操作方法については、ご利用

開始後に㈱マネーフォワードの専用問い合わせ窓口までご質問く

ださい。「マネーフォワード クラウド請求書」の画面右上「？」

→「サポート」とクリックし、「メールで問い合わせる」よりお

問い合わせください。

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

電子帳簿保存法の「電子帳簿等

保存」「スキャナ保存」の2区

分に対応していますか

マネーフォワードクラウドBoxでは「電子帳簿等保存」「スキャ

ナ保存」の2区分には対応していません。

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

タイムスタンプの付与上限はあ

りますか。

現状はありません。「アップロード」機能で保存されたファイル

にはすべてタイムスタンプが付与されます。※タイムスタンプと

は帳票を保存した日時と、それ以降改ざんされていない事を証明

するシステムです。

利用料金は無料です（2022年７月時点）。将来的に有料となる場

合は、株式会社マネーフォワードより半年前にお知らせいたしま

す。

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

ファイル拡張子に制限はありま

すか

現状はありません。どのようなファイル拡張子・形式でもアップ

ロード可能です。

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

アップロードしたファイルはダ

ウンロードできますか

ダウンロード可能です。（複数ファイルの一括ダウンロードは不

可）ただし、ダウンロードしたファイルはタイムスタンプの対象

外となるのでご注意下さい。

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

マネーフォワードクラウド会計

を有料で利用しているがこの無

料プランは申し込めるか

事業者向け会計ソフト「マネーフォワードクラウド会計」の一般

的な有料プランは、すでにクラウド請求書が無料で付いています

ので、追加のお申し込みはできません。

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

製品や無料プラン等への質問

キャンペーン事務局【biz.promotion@moneyforward.com】ま

でメールでお問い合わせ下さい。

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

申し込みをしたが、本当に無料

プランになっているか知りたい

プロダクトキーの登録が完了しているかの確認は、キャンペーン

事務局【biz.promotion@moneyforward.com】までメールでお

問い合わせいただくか、上記「詳しい操作方法を知りたい」を参

考に、マネーフォワードまでお問合せ下さい。（岡崎信用金庫で

は、プランの状態についてはご回答できません）

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

利用料金について
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「まとめて資金管理」

　推奨ブラウザ：GoogleChrome最新版

　そのほか対応ブラウザ：MicrosoftEdge最新版、

　　Firefox最新版、Safari最新版

「マネーフォワード 電子証明書連携ソフト」

　対応OS ：Windows11、 10 、 8.1 

　対応ブラウザ ：GoogleChromeまたはMicrosoftEdge 

　　　（Firefox ではご利用になれません※ ）

「マネーフォワード クラウド請求書・Box」

　推奨ブラウザ：GoogleChrome最新版

　対応ブラウザ ：MicrosoftEdge、Firefox、Safariの各最新版 

(上記動作環境は全て2022年7月時点の情報です）

　※スマートフォン（iphone,android）でも閲覧は可能です。

　　ただし口座連携等一部機能は使用できません。

　※金融機関から電子証明書を発行された時にご利用されていたブラ

　　ウザがFirefoxであった場合、本ソフトはご利用になれません。

　　GoogleChromeまたはMicrosoftEdgeをご利用のうえで電子証明書

　　を発行していただく必要がございます。電子証明書の発行につい

　　ては、ご利用の金融機関までお問合せください。

【まとめて資金管理】

【マネーフォワード

　　　　　クラウド請求書】

【マネーフォワード

　　　　　クラウドBox】

動作環境を知りたい

22 ページ



7.電子証明書連携ソフトの使い方について　【参考、一部金融機関のみ対応】

① 金融機関へのログインに必

要な情報をご入力いただき

「連携」ボタンをクリック

してくだ

さい。

入力画面は、金融機関ごとに異なります。

・電子証明書方式でも、口座連携を開始する時には「ID」と「パスワード」の入力を求め

られる金融機関もあります。その際は連携しようとする金融機関との契約、申込書類

等をご確認いただき、「ID」と「パスワード」を入力願います。

（岡崎信用金庫以外の設定は当金庫ではご案内できません、他行の連携でお困りの

　場合は、本マニュアルの「3.操作のお問い合わせについて（P.12）」 を参考にお問い合わせ

　いただくか、ご契約の金融機関へお問い合わせください）

② 連携を行うと、「連携一

覧」のページ内に登録済み

金融機関が表示されます。

「電子証明書連携ソフトか

ら連携してください。」を

クリックします。

この手続きは、「２．口座連携の流れ②（P.8）にて、

「マネーフォワード電子証明書連携ソフト」の設定が必要ですと表示された場合に対応します。

（表示されるのは一部の金融機関の為、岡崎信用金庫含む多数の口座連携では対応不要です。）
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③ 「マネーフォワード電子証

明書連携ソフト」をインス

トールします。

「電子証明書の設定」から

「はじめて電子証明書連携

を行う方」をクリックして

ください。

④ 「ソフトをインストール」

をクリックしてください。

⑤ 右の画面が表示されました

ら「ソフトをインストー

ル」をクリックしてくださ

い。

※右の画面が表示されない

場合、他のウィンドウに隠

れている可能性がありま

す。

⑥ 初期設定を行います。利用

同意書をご確認いただき、

同意される場合は「同意し

ます」ボタンをクリックし

てください。

※「同意しません」をク

リックされると「マネー

フォワード電子証明書連携

ソフト」が終了します。

※インストールが始まらない場

合、「インストールでお困りの方

はこちら」をクリックし、表示内

容に沿って、パソコンのインス

トール環境を設定してください。

インストールでお困りの方はこち
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⑦ マネーフォワード電子証明

書連携ソフトが起動します

ので、「ログイン」をク

リックしてください。

⑧

「初期ログイン設定」画面

が表示されます。認証キー

は、本ソフトではなく、ブ

ラウザ側の当該サービス内

にて発行します。必要に応

じてウィンドウを本ソフト

から、ブラウザへ切り替え

てください。

⑨ 「認証キー発行」をクリッ

クすると、「コピー」ボタ

ンが表示されるので、ク

リックし発行された認証

キーをコピーします。

⑩ 連携ソフトの「初期ログイ

ン設定」で、コピーした認

証キーを貼り付け「OK」ボ

タンをクリックします。
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⑪ 証明書の確認画面が表示さ

れます。選択されている証

明書を確認の上「続行」ボ

タンをクリックしてくださ

い。

※電子証明書を必要とする金

融機関の登録がお済みでない

場合は、事前に2.⑤（P.9)の

〔口座追加〕より金融機関を

登録してから操作を行ってく

ださい。

⑫ 証明書を使用するためのア

クセス許可が要求されまし

たら、アクセスを「許可」

してください。

※アクセス許可が要求され

ない場合もございます。

⑬ 証明書の確認が終了します

と「連携中の金融機関」に

対応金融機関の一覧が表示

されます。「取得開始」ボ

タンをクリックされますと

明細データの取得を開始し

ます。

⑭

※画面が進まない場合は後ろに本ウインドウが隠れている可能性がございます。

取得状況が「要追加入力」となった場合は、ワンタイムパスワードや合言葉など、金融機関が

求める情報の入力が必要です。入力を求められた際は、ワンタイムパスワードや合言葉などを

速やかに入力してください。

取得は20秒～数分かかりま

す。完了しますと「取得完

了」と表示されますので

右上の〔×〕をクリックし

てソフトを終了して下さ

い。
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