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A. 承認待ち文書を見る

認証コーナークイックスタートガイド

SMSまたは電子メールの通知を開き、
記載されているURLのリンクをクリッ
クしてCiti Mobile Appを開くと、認証

コーナーに移動する

1b
あるいは、Citi Mobile Appに
直接ログインして認証コー
ナーにアクセスする

1a

役に立つヒント：

Citi Mobile®トーク
ン

ご自身の携帯電話がオン
ラインセキュリティデバイ
スとなります。

取引のすべてをCiti 

Mobile®トークンを使って
認証します。

これはオンラインセキュリ
ティデバイスやSMSによ
るワンタイムピン（OTP）
の代わりとなるものです。

Citi Mobile®トークンにつ
いて詳しくはこちらをご覧
ください。

http://www.ipb.citibank.com.sg/english/static/mobiletoken.htm?icid=IPBERUFJENHOMEHB04
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承認待ちの文書一覧が「承認待ち」のところ
に表示される

A. 承認待ち文書を見る

4「認証コーナー」をクリックする3

認証コーナークイックスタートガイド

「プロフィール」をクリックして認
証コーナーにアクセスする

2
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見直す文書をクリックする。ステータスが
「確認待ち」と表示される

B. 文書を承認する

2
承認待ちの文書をクリックする

1
スクロールして文書全体を見直し、詳細が正
しいことを確認する。完了したら「X」をクリッ

クして文書を閉じる

3

認証コーナークイックスタートガイド
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「はい、承認します」をクリック
して次へ進む。承認しない場
合は「取消」をクリックする

B. 文書を承認する

5
詳細を見直して正しいことを
確認したら、「承認」をクリッ

クする

4
Citi Mobile®トークンが生成したOTP

またはSMSで送信されたOTPを入
力する

6

認証コーナークイックスタートガイド



7

残りの承認待ちの文書が表示される

B. 文書を承認する

8
承認の確認画面が表示される。「完
了」をクリックして終了すると、メイン

ページに戻る

7

認証コーナークイックスタートガイド
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見直す文書をクリックする。ステータスが「確
認待ち」と表示される

C. 文書を拒否する

2
承認待ちの文書をクリックする

1
スクロールして文書全体を見直し、詳細が
正しいことを確認する。完了したら「X」をク

リックして文書を閉じる

3

認証コーナークイックスタートガイド
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コメント欄に拒否の理由を記
入する

C. 文書を拒否する

5
見直した後に詳細について満足で
きない場合、「拒否」をクリックする

4
完了したら、キーボードの

Enterをクリックする6

認証コーナークイックスタートガイド
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拒否された文書の確認ページ
が表示される。「完了」をクリッ

クして戻る

C. 文書を拒否する

8「はい、拒否します」をク
リックして次へ進む

7 残りの承認待ちの文書が表示される9

認証コーナークイックスタートガイド
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D. 文書履歴を見る

1
Citi Mobile Appに直接ログインし、
「プロフィール」をクリックして認証

コーナーにアクセスする
「認証コーナー」をクリックする2 「履歴」をクリックして閲覧する3

認証コーナークイックスタートガイド
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A.承認待ち文書を見る

B.文書を承認する

C.文書を拒否する

D.文書履歴を見る

13

17

22

28

認証コーナー
シティバンク・オンライン目次
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送信されたメールアラートに記
載されているシティバンク・オン
ラインのURLから認証コーナー
にアクセスする

A. 承認待ち文書を見る

1a

2

3

4

認証コーナークイックスタートガイド

htttps://www.ipb.citibank.com.sg/SGIPB/apm/transaction/getTransactions.do?transactionStatus=pending
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あるいは、
www.ipb.citibank.com.sgに直接
移動する

A. 承認待ち文書を見る

1b

ご自身のユーザーIDとパスワードでサ
インオンする

2

3

4

認証コーナークイックスタートガイド

http://www.ipb.citibank.com.sg/
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A. 承認待ち文書を見る

5
2

3

メインメニューで
「サービス」のタブをクリックし、「認証
コーナー」を選択する

6桁のOTPを使って認証を求められる
（まだ認証していない場合）

3

4 役に立つヒント：

Citi Mobile®トークン

ご自身の携帯電話がオンラインセ
キュリティデバイスとなります。

取引のすべてをCiti Mobile®トーク
ンを使って認証します。

これはオンラインセキュリティデバイ
スやSMSによるワンタイムピン
（OTP）の代わりとなるものです。

Citi Mobile®トークンについて詳しく
はこちらをご覧ください。

認証コーナークイックスタートガイド

http://www.ipb.citibank.com.sg/english/static/mobiletoken.htm?icid=IPBERUFJENHOMEHB04
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承認待ちの文書一覧が「承認待
ち」のところに表示される

A. 承認待ち文書を見る

4

2

3

認証コーナークイックスタートガイド
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承認待ちの文書一覧が「承認待
ち」のところに表示される

B. 文書を承認する

1

3

承認待ちの文書をクリックして見
直す

2

認証コーナークイックスタートガイド
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文書の開封またはダウンロードに
関する免責事項をよく読み、「続行」
をクリックして文書のダウンロードを
開始する

B. 文書を承認する

3

3

認証コーナークイックスタートガイド
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ダウンロードが完了した文書を
開き、適宜に見直す

B. 文書を承認する

4

3

完了したら文書を閉じる5

認証コーナークイックスタートガイド
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見直した後、文書に満足がいく
場合にのみ「承認」をクリックす
る

B. 文書を承認する

6

3

6桁のOTPを使って認証を求め
られる

7

4 役に立つヒント：

Citi Mobile®トークン

ご自身の携帯電話がオンラインセ
キュリティデバイスとなります。

取引のすべてをCiti Mobile®トークン
を使って認証します。

これはオンラインセキュリティデバイス
やSMSによるワンタイムピン（OTP）
の代わりとなるものです。

Citi Mobile®トークンについて詳しくは
こちらをご覧ください。

認証コーナークイックスタートガイド

http://www.ipb.citibank.com.sg/english/static/mobiletoken.htm?icid=IPBERUFJENHOMEHB04
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承認の確認が表示される。「完
了」をクリックして終了する

B. 文書を承認する

8

3

認証コーナークイックスタートガイド
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認証コーナーでは、承認待ちの
文書一覧が「承認待ち」のところ
に表示される

C. 文書を拒否する

1

3

承認待ちの文書をクリックして見
直す

2

認証コーナークイックスタートガイド
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文書の開封またはダウンロードに
関する免責事項をよく読み、「続行」
をクリックする

C. 文書を拒否する

3

3

認証コーナークイックスタートガイド
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ダウンロードが完了した文書を
開き、適宜に見直す

C. 文書を拒否する

4

3

完了したら文書を閉じる5

認証コーナークイックスタートガイド
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見直した後に詳細について満足
できない場合、「拒否」をクリック
する

C. 文書を拒否する

6

3

認証コーナークイックスタートガイド
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文書を拒否する理由を記入
する

C. 文書を拒否する

7

3

「確認」をクリックして次に進み、
文書を拒否する

8

認証コーナークイックスタートガイド
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拒否の確認が表示される。
「完了」をクリックして終了す
る

C. 文書を拒否する

9

3

認証コーナークイックスタートガイド
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D. 文書履歴を見る

5
2 シティバンク・オンラインにログインし

た後、メインメニューで「サービス」のタ
ブをクリックし、「認証コーナー」を選択
する

6桁のOTPを使って認証を求められる
（まだ認証していない場合）

1

役に立つヒント：

Citi Mobile®トークン

ご自身の携帯電話がオンラインセ
キュリティデバイスとなります。

取引のすべてをCiti Mobile®トークン
を使って認証します。

これはオンラインセキュリティデバイス
やSMSによるワンタイムピン（OTP）
の代わりとなるものです。

Citi Mobile®トークンについて詳しくは
こちらをご覧ください。

認証コーナークイックスタートガイド

http://www.ipb.citibank.com.sg/english/static/mobiletoken.htm?icid=IPBERUFJENHOMEHB04
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「履歴」をクリックし、提出済みの文
書一覧のステータスを認証コー
ナーで閲覧する

D. 文書履歴を見る

2

認証コーナークイックスタートガイド
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D. 文書履歴を見る

2

認証コーナークイックスタートガイド

選択する文書をクリックして詳細を
見る

3
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Your Role and Responsibility

Keep your User ID and Password Confidential

You should never disclose your User ID and Password and you should also ensure that no one is watching you while you enter your User ID and Password or any 

confidential information. Memorize your User ID and Password and do not record it anywhere. Under no circumstances should you reveal your User ID and 

Password to anyone even if they purport to be a staff of Citibank.

Do not use a shared computer or device that cannot be trusted for internet banking such as the computer at an Internet café. These devices may be installed with 

certain software that could capture your personal information prior to your approval.

The One-time PIN(OTP) generated with Online Security Device, Citi Mobile® Token or via an SMS should also not be shared with anyone else.

Mobile Malware

New variants of mobile malware targeting Android smartphones continue to appear in the Asia Pacific region. These malicious apps often target mobile banking 

apps, and may attempt to steal customer credentials and perform fraudulent transactions.

In some cases, the mobile malware will attempt to circumvent the additional layer of security provided by One Time PINs (OTPs) by intercepting text messages 

(SMSs) or generating a fake dialogue inside the mobile banking app in order to trick a user.

Citi recommends customers remain alert for malware threats and review our Online Security Tips. Specifically, Citi suggests that all mobile users consider:

• Only installing applications from trusted and official sources

• Installing a reputable mobile anti-virus application

• Keeping mobile device software up-to-date

• Being aware of the heightened risks associated with 'rooted' or 'jailbroken' devices

• Not following any links or instructions provided from unknown or suspicious sources.

If you notice unusual behavior in your online banking session, you should immediately terminate the online banking session and contact 24-Hour CitiPhone 

Banking at +65 6224 5757.

View Electronic Statements Quick Start Guide
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Beware of Online Threats

Online threats are very common nowadays and it tricks you into surrendering your confidential information. It is important to know its mechanisms and take 

preventive measures to safeguard yourself.

As an internet banking user, you have a role to play to ensure that you are protected while banking online. Here are some of the ways you could take to safeguard 

yourself:

Always make sure that you have entered your User ID and Password and other confidential information in the legitimate Citibank International Personal Bank 

Website by entering Citibank International Personal Bank’s Website address http://www.ipb.citibank.com.sg directly onto your Web browser.

To ensure you are on a secure website, check the beginning of the Web address in your browser's address field - it will be "https://" rather than "http://". Secure 

websites will also contain a padlock icon on the status bar at the top of the browser. Double-click to view details of the security certificate, which is issued to 

Citibank.

• To verify that the website is authentic, check for the following details:

• The certificate is issued to http://www.ipb.citibank.com.sg

• The certificate is issued by Verisign.

• The certificate has a valid date.

Do not save your online banking login details on the browsers by clearing your browser's cache and history after each session. Always remember to log out when 

you have completed your internet banking session.

Always update the bank whenever you have changed your contact details so that you can be contacted in a timely manner should we detect any unusual 

transactions. 

Ensure that your computer has the latest anti-virus software as they help to guard against new viruses. Your computer's operating system and browser software 

should be updated with the latest security patches. All these will help prevent unauthorized access to your computer.

View Electronic Statements Quick Start Guide
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Disclaimers

General Disclaimer

The contents of this document are for general information and illustrative purposes only and are not intended to serve as financial, investment or any 

other type of advice. This document does not constitute the distribution of any information or the making of any offer or solicitation by anyone in any 

jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized or to any person to whom it is unlawful to distribute such a document or make such an 

offer or solicitation. The actual product and service may vary due to enhancements. Citibank Singapore Limited shall not be responsible for any loss or 

damage of whatsoever nature (including consequential loss or damage) suffered or incurred, directly or indirectly, by the customer or any other person 

resulting from access to, or use of this document or any information contained in it.

Citibank full disclaimers, terms and conditions apply to individual products and banking services. Citibank’s collection, use and processing of the 

information provided will be in accordance with the Citibank Privacy Circular. For more information, please visit www.ipb.citibank.com.sg. 

Investment Disclaimers

Not Bank Deposits • Not Bank Guaranteed • May Lose Value • Not FDIC Insured • Not Offered to US Persons • Are subject to investment risks, 

including the possible loss of the principal amount invested

This document does not constitute the distribution of any information or the making of any offer or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such 

distribution or offer is not authorized or to any person to whom it is unlawful to distribute such a document or make such an offer or solicitation.

Some products and services may not be available in certain jurisdictions. You should consult your professional advisers as to whether you require any 

governmental or other consent or need to observe any formalities to enable you to utilize or purchase the products and services described in this 

document. Securities investments are not bank deposits and involve risks, including the possible loss of the principal amount invested. Past 

performance does not guarantee future results. The price of securities can and does fluctuate, sometimes dramatically, and that any individual security 

may experience upward or downward movements, and may even become valueless. 

Therefore it is as likely that losses will be incurred rather than profit made as a result of buying and selling securities. This is the risk that customers 

should be prepared to accept. Investors investing in securities denominated in non-local currency should be aware of the risk of exchange rate 

fluctuations that may cause a loss of principal. Customers will take complete responsibility for any losses resulting from your trading strategy.

Total Wealth Advisor Quick Start Guide
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Foreign currency trading is subject to rate fluctuations, which may provide both opportunities and risks.  You may experience a loss when you convert 

foreign currency back to your home currency. 

Your individual investment holding(s) will not be actively monitored by Citibank Singapore Limited and Citibank Singapore Limited does not undertake to, 

and is not obliged to, undertake a review, manage or monitor your investment holding(s) or to track your investment holding(s).

Deposit Insurance Scheme

Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation, for up to S$75,000 in aggregate per 

depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not 

insured.

Portfolio Disclaimer

This is neither an offer nor solicitation to purchase or sell any security, other investment or service or to attract any funds or deposits. This document 

does not constitute the distribution of any information or the making of any offer of solicitation by any one in any jurisdiction in which such distribution or 

offer is not authorized or to any person to whom it is unlawful to distribute such document or make any offer or solicitation. Investors investing in 

investment products denominated in non-local currency should be aware of the risk of exchange rate fluctuations that may cause a loss of principal. 

Investment products are not available to US Persons, not insured by the Federal Deposit Insurance Corporation and may not be available in all 

jurisdictions.

Portfolio diversification is an important element for an investor to consider when making investment decisions.  Concentrated positions may entail 

greater risks than a diversified portfolio. Certain factors that affect the assessment of whether your overall investment portfolio is sufficiently diversified 

may not be evident from a review of only your account with Citibank.  It therefore is important that you carefully review your entire investment portfolio to 

ensure that it meets your investment goals and is within your risk tolerance, including your objectives for asset and issuer diversification. To discuss 

your asset allocations and potential strategies to reduce the risk and/or volatility of a concentrated position, please contact your relationship manager.

Total Wealth Advisor Quick Start Guide
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Investing
eFX, Brokerage, Investment Funds^

Servicing
Current Balances, Up to 7 years of Statements and 2 

years of Banking and Investment Advices^

Banking
Telegraphic Transfers, Citibank Global Transfers

Sign On Now

Explore these capabilities 
on Citibank Online & Citi Mobile®

Key Features Available Online

Citibank Online

www.ipb.citibank.com.sg

Citi Mobile® App

Citibank IPB SG

Note: Citi Mobile® App is available for download from the App store and Google Play store of the following countries and jurisdictions: Australia, China, Hong 

Kong, Korea, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America and 

Vietnam.

^Only available on Citibank Online
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Citibank International Personal Bank Singapore

www.ipb.citibank.com.sg

8 Marina View

#21-00 Asia Square Tower 1

Singapore 018960

Banking Hours

Monday to Friday: 9:30am – 6:00pm


