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1

利用者トップページの説明

メインメニューになります。 各業務をご
選択いただけます。

ご利用履歴
過去3回分の管理者と利用者のご利用
履歴が表示されます。

お知らせ情報
お知らせ情報が表示されます。各お知ら
せ情報をクリックすると、詳細が表示さ
れます。お知らせ一覧へをクリックする
と、全てのお知らせが一覧で表示されま
す。

お取引の状況
お取引ごとの承認待件数、送信待件数、
期限切れ件数が表示されますので、ご
確認のうえ操作を開始してください。

※注意メッセージがあるときに表示されます。

※ オンライン取引・ファイル伝送の、承認待データの件数が
1件以上存在する場合は注意喚起メッセージを表示しま
す。

※ 利用者トップページ画面に、契約法人管理者の電子証明書
の有効期限が30日以内になっていた場合は、契約法人管理
者の電子証明書有効期限の情報と警告メッセージを表示し
ます。

利用者情報
  ログオン処理を行ったご利用者の登録
情報が表示されます。



2

残高照会

残高照会をクリックしてください。

残高照会を行う口座をご選択し、 �
照会をクリックしてください。
※ 複数同時に選択することができます。

2

3

選択いただいた口座の残高情報
が表示されます。
※ 印刷する場合は、 画面印刷をクリックい

ただくか、ご利用ブラウザの印刷機能を
ご利用ください。

4

残高照会 � 入出金明細照会を 
クリックしてください。

ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1



3

入出金明細照会

残高照会入出金明細照会をクリッ
クしてください。 ドロップダウンメ
ニューが表示されます。

1

入出金明細照会をクリックしてく
ださい。

2

照会を行う口座を１つご選択くだ
さい。

3

照会範囲の条件をご指定ください。

（１）日時指定
過去の「開始日・時間」と「終了
日・時間」の入出金データを表
示します。

（２）週単位指定
当月のご指定いただいた週の
入出金データを表示します。

（３）月単位指定
ご選択いただいた月の入出金
データを表示します。当月・先
月からご選択可能です。

4

照会明細の区分（全明細・入金明
細・支払明細）を 指定してくださ
い。

5

照会をクリックしてください。6



4

ご選択された条件にて明細結果
が表示されます。明細結果を印刷
する場合は、印刷を、画面を印刷す
る場合は画面印刷をクリックしてく
ださい。

照会結果を「csv形式」にて出力す
る場合は、ファイル出力をクリック
してください。
※ 「csv 形式」とは、各項目を“，［カンマ］”で

区切ったファイル形式をいいます。

7

入出金明細照会



5

資金移動

お取引をクリックしてください。2

1. 資金移動
（１）登録済み口座への資金移動

資金移動をクリックしてください。 
ドロップダウンメニューが表示さ
れます。

1

支払元（ご出金される）口座を選択
し、次へをクリックしてください。
複数の資金移動を行う場合、連続
資金移動をクリックしてください。
※ ５件まで連続して指定すること

ができます。

3



6

資金移動

登録済み口座一覧から資金移動
先を選択し、次へをクリックして
ください。
　※ 状態が「利用不可（金融機関）」「利用

不可（支店）」の口座はご利用できま
せん。

　※ 登録済み口座を検索される場合は、口
座検索へをクリックしてください。

※登録区分について
①事前登録
　 事前に書面で届出を頂いた振

込口座であり、当日扱いのお振
込が可能です。

②都度指定
　 お客様がweb上で登録いただ

いた振込口座です。当日のお振
込みは行えません。

4

支払金額をご入力ください。5

資金移動手数料の負担先をお選
びください。

6

資金移動指定日をプルダウンからご選
択ください。

7

⃝ 「依頼人名」「EDI情報」「コメン
ト欄」は必要に応じてご入力く
ださい。

　※ 「依頼人名」には初期値として支払元
口座のカナ口座名義人を表示しま
す。「依頼人名」は変更することがで
きます。

　※ 「EDI情報」には半角英数カナ大文字
で入力し、ハイフン（－）をご使用く
ださい。

　※ 「コメント欄」は取引履歴照会時にご
確認できます。お客さまのメモとし
てご使用ください。

入力完了をクリックしてください。
※ 連続資金移動で振込先口座追加を行う

場合は、追加をクリックしてください。

8

⃝ 連続資金移動で振込先口座を2
件以上ご選択いただいている場
合は、入力完了が表示されます。

　 口座を追加しない場合は、入力
完了をクリックしてください。

⃝  総合振込等で利用する口座へ
の資金移動を行う場合は、口座
マスタ検索へをクリックして
ください。
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資金移動

「支払元口座」「資金移動先口座」
「支払金額」等に誤りがないこと
をご確認ください。

9

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

10

● 資金移動手数料に「先方負担」をご選択された場合の金額計算方法について
　＜資金移動金額（実際に振り込まれる金額です）＞
　　　支払金額－先方負担手数料
　＜支払金額合計（口座より引き落とされる金額です）＞
　　　資金移動金額＋資金移動手数料
● 資金移動手数料に「当方負担」をご選択された場合の金額計算方法について
　　　   先方負担手数料が「0円」となるため、支払金額と資金移動金額は同じとなります。

ご確認ください
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データ情報の「状態」が「受付完
了」となっていることをご確認く
ださい。

「状態」にてエラーが表示されて
いる場合は、ヘルプデスクまでお
問い合わせください。
※ 印刷する場合は、画面印刷をクリック

いただくかご利用ブラウザの印刷機能
をご利用ください。

11

引き続き資金移動を行う場合は、 
支払元口座選択画面へをクリック
してください。

12

〈画面例〉複数取引の場合

資金移動
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資金移動

資金移動をクリックしてください。 
ドロップダウンメニューが表示さ
れます。

⃝ 連続資金移動で振込先口座を2
件以上ご選択いただいている場
合は、入力完了が表示されます。

　 口座を追加しない場合は、入力
完了をクリックしてください。

1

お取引をクリックしてください。2

（２）未登録の口座への資金移動

当行口座への資金移動をされる
場合は、当行口座の選択を、他行
口座への資金移動をされる場合
は、他行口座の検索をクリックし
てください。

4

支払元（ご出金される）口座を選択
し、次へをクリックしてください。
複数の資金移動を行う場合、連続
資金移動をクリックしてください。
※ ５件まで連続して指定すること

ができます。

3
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資金移動

検索する金融機関種類をご選択ください。
（当行口座宛の場合、当画面省略）
（1）銀行

都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外国
銀行等

（2）信用金庫
信金中央金庫、信用金庫

（3）信用組合／商工中金
信用組合、商工組合中央金庫

（4）ゆうちょ銀行／その他
ゆうちょ銀行、労働金庫、農協共同組合等

5

検索する金融機関の頭文字をご選択ください。
※ 英数字の金融機関名称を選択する場合は、英数字を

ご選択ください。

6

ご選択いただいた条件に該当する金融機関
が表示されますので資金移動先の金融機関
を選択し、次へをクリックしてください。

7

ご選択いただいた条件に該当する支店が表
示されますので資金移動先の支店を選択し、
次へをクリックしてください。

9

検索する支店の頭文字をご選択ください。
※ 英数字の支店名称を選択する場合は、英数字をご選択

ください。

8
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資金移動

支払金額をご入力ください。13

資金移動手数料の負担先をお選
びください。

14

資金移動指定日をプルダウンからご選
択ください。

15

⃝  「依頼人名」「EDI情報」「コメン
ト欄」は必要に応じてご入力く
ださい。

　※  「依頼人名」には初期値として支払
元口座のカナ口座名義 人を表示し
ます。「依頼人名」は変更することが
できます。

　※  「ＥＤＩ情報」には半角英数カナ大文字
で入力し、ハイフン（－）をご使用くださ
い。

　※  「コメント欄」は取引履歴照会時にご
確認できます。 お客さまのメモとして
ご使用ください。

入力完了をクリックしてください。
※ 連続資金移動で振込先口座追加を行う

場合は、追加をクリックしてください。
※ 当日扱いのお振込をご利用の場合は、書

面で振込先口座の届出が必要です。

16

資金移動先口座の「科目」をご選択
ください。

10

資金移動先口座の「口座番号」を
ご入力ください。

11

次へをクリックしてください。12
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「支払元口座」「資金移動先口座」
「支払金額」等に誤りがないこと
をご確認ください。

17

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

18

● 資金移動手数料に「先方負担」をご選択された場合の金額計算方法について
　＜資金移動金額（実際に振り込まれる金額です）＞
　　　支払金額－先方負担手数料
　＜支払金額合計（口座より引き落とされる金額です）＞
　　　資金移動金額＋資金移動手数料
● 資金移動手数料に「当方負担」をご選択された場合の金額計算方法について
　　　   先方負担手数料が「０円」となるため、支払金額と資金移動金額は同じとなります。

ご確認ください

資金移動
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資金移動

データ情報の「状態」が「受付完
了」となっていることをご確認く
ださい。

「状態」にてエラーが表示されて
いる場合は、ヘルプデスクまでお
問い合わせください。
※ 印刷する場合は、画面印刷をクリック

いただくかご利用ブラウザの印刷機能
をご利用ください。

19

⃝  引き続き資金移動を行う場合
は、支払元口座選択画面へをク
リックしてください。

今回の資金移動先口座を都度指
定先口座としてご登録される場合
は、都度指定先口座登録をクリック
してください。

20

都度指定先口座の登録が完了さ
れます。

21



14

〈画面例〉複数取引の場合

資金移動



15

都度指定先口座の管理をクリック
してください。

新規登録をクリックしてください。

「金融機関名」「支店名」「科目」「口
座番号」「口座名義人」を入力し、
次へをクリックしてください。
新規登録が完了し、「都度指定先
口座情報 一覧」画面が表示され
ます。
※ 金融機関名、支店名を検索する場合は、
検索をクリックしてください。

2

3

4

資金移動
（３）資金移動先（都度指定）口座の登録

資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1
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資金移動
〈金融機関の検索方法〉

検索する金融機関種類をご選択ください。
（1）銀行

都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外
国銀行等

（2）信用金庫
信金中央金庫、信用金庫

（3）信用組合／商工中金
信用組合、商工組合中央金庫

（4）ゆうちょ銀行／その他
ゆうちょ銀行、労働金庫、農協共同組
合等

1

検索する金融機関の頭文字をご選択くだ
さい。
※ 英数字の金融機関名称を選択する場合は、英数字

をご選択ください。

2

ご選択いただいた条件に該当する金融機
関が表示されますので資金移動先の金融
機関を選択し、次へをクリックしてくださ
い。

3

ご選択いただいた条件に該当する支店が
表示されますので資金移動先の支店を選
択し、次へをクリックしてください。

2

検索する支店の頭文字をご選択ください。
※ 英数字の支店名称を選択する場合は、英数字をご

選択ください。

1

〈支店の検索方法〉
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都度指定先口座の管理をクリック
してください。

2

資金移動
（４）資金移動先（都度指定）口座の修正

資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1

修正を希望される口座を選択し、
修正をクリックしてください。
※ 登録済み口座が50件を超える場合は、
前へ、次へをクリックすることで表示され
ます。

3
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資金移動

「金融機関名」「支店名」「科目」「口
座番号」「口座名義人」を入力し、
次へをクリックしてください。
※ 金融機関名、支店名を検索する場合は、
検索をクリックしてください。

4

「上書きする口座情報」から修正
した変更内容を確認し、登録をク
リックしてください。修正が完了し、

「都度指定先口座情報一覧」画面
が表示されます。

5
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資金移動

検索する金融機関種類をご選択ください。
（1）銀行

都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、外
国銀行等

（2）信用金庫
信金中央金庫、信用金庫

（3）信用組合／商工中金
信用組合、商工組合中央金庫

（4）ゆうちょ銀行／その他
ゆうちょ銀行、労働金庫、農協共同組
合等

1

検索する金融機関の頭文字をご選択くだ
さい。
※ 英数字の金融機関名称を選択する場合は、英数字

をご選択ください。

2

〈金融機関の検索方法〉

ご選択いただいた条件に該当する金融機
関が表示されますので資金移動先の金融
機関を選択し、次へをクリックしてくださ
い。

3

〈支店の検索方法〉

検索する支店の頭文字をご選択ください。
※ 英数字の支店名称を選択する場合は、英数字をご

選択ください。

1

ご選択いただいた条件に該当する支店が
表示されますので資金移動先の支店を選
択し、次へをクリックしてください。

2
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資金移動

資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

都度指定先口座の管理をクリック
してください。

1

2

選択した口座が削除されているこ
とをご確認ください。
都度指定先口座への操作を続け
る場合は、都度指定先一覧画面へ
をクリックしてください。

4

（５）資金移動先（都度指定）口座の削除

削除を希望される口座を選択し、
削除をクリックしてください。
※ 登録済み口座が50件を超える場合は、
前へ、次へをクリックすることで表示され
ます。

3
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資金移動

資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンサブメニューが表
示されます。

1

予約照会・取消をクリックしてくだ
さい。

2

２．資金移動予約照会

作業内容をご選択ください。
１．予約取引の確認
　 資金移動日付の指定範囲をご

選択いただき、予約照会をクリッ
クしてください。

２． 実行済・取消済の予約取引の
照会

　 資金移動日付の指定範囲をご
選択いただき、結果照会をクリック
してください。

3

予約取引が表示されます。
取引をご選択ください。
予約取引の詳細を確認する場合
は、詳細をクリックしてください。

4

〈画面例〉予約照会の場合
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〈画面例〉実行済・取消済の予約取引照会の場合

資金移動

ご選択いただいた取引内容をご確
認ください。
※ 印刷する場合は、画面印刷をクリックい

ただくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご
利用ください。

5
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資金移動
３．資金移動予約取消

資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンサブメニューが表
示されます。

予約照会・取消をクリックしてくだ
さい。

1

2

実行前の予約取引が表示されます。
取引を選択し、取消をクリックし
てください。

4

 資金移動日付の指定範囲をご選
択いただき、予約照会をクリックし
てください。

3
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予約取引の取消が完了しました。
取引の内容をご確認ください。
※ 印刷する場合は、画面印刷をクリックい

ただくか、ご利用ブラウザの印刷機能を
ご利用ください。

「日付」「支払元口座」「資金移動先
口座」「支払金額」等、予約取消す
る内容と一致しているかご確認
ください。

5

7

資金移動

引き続き予約取引の取消／確認を
行う場合は、資金移動予約明細選
択画面へをクリックしてください。

8

利用者確認暗証番号を入力し、
送信をクリックしてください。

6
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資金移動をクリックしてください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1

取引履歴の照会をクリックしてく
ださい。

2

資金移動
４．取引履歴照会

照会範囲の条件を指定し、照会を
クリックしてください。

（１）日付指定
過去２ヶ月間の間で「開始日」と

「終了日」を選択し、該当日の
取引履歴を表示します。

（２）週単位指定
当月のご指定いただいた週の
取引履歴を表示します。

（３）月単位指定
ご選択いただいた月の取引履
歴を表示します。※当月・先月
からご選択可能です。

3
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資金移動

ご選択された条件にて取引履歴
が表示されます。
※ 印刷する場合は、画面印刷をクリックい

ただくか、ご利用ブラウザの印刷機能を
ご利用ください。

4

〈画面例〉詳細結果

各取引の詳細をご確認される場合
は、詳細をクリックしてください。

5
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取引の開始をクリックしてくださ
い。

2

お支払を希望される請求書に記
載されている収納機関番号を入力
し、次へをクリックしてください。
※ 払込み可能な収納機関につきましては、

当行ホームページをご確認ください。

4

税金各種料金払込（Pay-easy）
１．払込み

税金各種料金払込みをクリックし
てください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1

支払元（ご出金される）口座を選択
し、次へをクリックしてください。

3
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税金各種料金払込（Pay-easy）

請求情報が表示されますので、払
込みを希望する請求を選択し、次
へをクリックしてください。
※請求情報は最大3件まで表示されます。

6

請求を複数ご選択する際に、確認画面か
ら完了画面への遷移時にエラーが発生
した場合は、ご選択いただいた全ての請
求の払込みが行えない可能性がござい
ます。

ご確認ください

収納機関から通知された、「収納
番号」、「確認番号」「納付区分」また
は、収納機関から通知された、「お
客様番号」「確認番号」を入力し、次
へをクリックしてください。
※ 納付区分の入力は、収納機関によって異

なります。入力不要の場合は非表示となり
ます。

5

※収納機関によっては下記画面の場合もあります。
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税金各種料金払込（Pay-easy）

7 「支払元口座」「払込内容」が表示されま
すので、誤りがないことをご確認くださ
い。

9 払込データ情報の「状態」をご確認いた
だき、払込みが正常に完了したことをご
確認ください。
万が一「状態」にエラーが表示されてい
る場合は、ヘルプデスクまでお問い合わ
せください。
※ 印刷される場合は、画面印刷をクリックいた

だくか、ご利用ブラウザの印刷機能をご利用
ください。

複数の請求情報をご選択された場合
は、払込継続をクリックし、残りの請求
情報への払込みを行ってください。

画面は地公体納付の例です。画面に表
示される項目や、入力する項目は、収納
機関によって異なります。

8 利用者確認暗証番号を入力し、送信を
クリックしてください。
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税金各種料金払込みをクリックし
てください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1

取引の開始をクリックしてくださ
い。

2

お支払を希望される請求書に記
載されている収納機関番号を入力
し、次へをクリックしてください。
※ 払込み可能な収納機関につきましては、

当行ホームページをご確認ください。

4

税金各種料金払込（Pay-easy）
２．金額手入力方式による払込み

支払元（ご出金される）口座を選択
し、次へをクリックしてください。

金額手入力方式とは、法人税など事前に納付情報の登録を行っていない税目の納付において、利用者様に
て納付金額をご入力いただく方式です。

3
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「払込内容」が表示されますので、
誤りがないことを確認し、次へをク
リックしてください。

6

7 払込金額を入力し、次へをクリック
してください。

税金各種料金払込（Pay-easy）

収納機関から通知された、「収納
番号」、「確認番号」「納付区分」また
は、収納機関から通知された、「お
客様番号」「確認番号」を入力し、次
へをクリックしてください。
※ 納付区分の入力は、収納機関によって異

なります。入力不要の場合は非表示とな
ります。

5

※収納機関によっては下記画面の場合もあります。
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税金各種料金払込（Pay-easy）

8 「支払元口座」「払込内容」が表示
されますので、誤りがないことをご
確認ください。

10 払込データ情報の「状態」をご確認
いただき、払込みが正常に完了し
たことをご確認ください。
万が一「状態」にエラーが表示され
ている場合は、ヘルプデスクまで
お問い合わせください。
※ 印刷される場合は、画面印刷をクリック

いただくか、ご利用ブラウザの印刷機能
をご利用ください。

9 利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

画面は地公体納付の例です。画
面に表示される項目や、入力す
る項目は、収納機関によって異
なります。
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税金各種料金払込（Pay-easy）
３．各種料金払込履歴の照会

取引状況の照会をクリックしてく
ださい。

税金各種料金払込みをクリックし
てください。
ドロップダウンメニューが表示され
ます。

1

2

ご選択された条件にて結果が表示
されます。
※ 印刷される場合は、画面印刷をクリック

いただくか、ご利用ブラウザの印刷機能
をご利用ください。

4

照会範囲の条件を指定し、実行を
クリックしてください。

（１）月単位指定
ご選択いただいた月のデータ
を表示します。当月・先月から
ご選択可能です。

（２）週単位指定
当月のご指定いただいた週の
データを表示します。

（３）日付指定
過去の「開始日」と「終了日」の
データを表示します。
※ 日時指定の場合、カレンダーボタン

をクリックいただき、日付をご選択く
ださい。

3
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総合振込

「総合振込メニュー」から受取人マ
スタ作成をクリックして「受取人マ
スタ一覧」画面に移ってください。

新規登録をクリックしてください。
※ 外部ファイルを利用して、受取人マスタ

を登録することも可能です。

2

振込先情報をご入力ください。
※ 振込先金融機関名、支店名を検索する

場合は、検索をクリックしてください。
※ 顧客コードを利用して受取人マスタ

の表示順を指定される場合は、顧客
コード1、顧客コード2の組合せが他の
受取人マスタと重複しないように登
録してください。

※ 受取人のグループ指定は、振込先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場
合は、どちらにも属するマスタが検索
されます。（AND条件検索）

3

1

（１）受取人マスタの登録
１．受取人マスタ作成

総合振込をするには、事前に振込先を受取人マスタに登録する必要があります。

登録をクリックしてください。
マスタの登録が完了します。

4
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「総合振込メニュー」から受取人マ
スタ作成をクリックして「受取人マ
スタ一覧」画面に移ってください。

総合振込

1

（２）受取人マスタの修正
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受取人マスタ一覧から対象の受取
人マスタを選択し、修正をクリック
してください。
※ 受取人マスタは詳細をクリックし、各

詳細を参照できます。
※ 受取人マスタが20件以上の場合は、前
へ、次へをクリックすることで、前ペー
ジ、次ページのデータが表示されます。

※ 受取人マスタは、絞り込み検索が可能で
す。検索種別を選択して、検索をクリック
してください。

※ 受取人マスタを削除する場合は削除をク
リックしてください。

※ 受取人マスタを印刷する場合は、印刷を
クリックしてください。また外部ファイル
出力をクリックすることでファイル出力す
ることもできます。

2

※���金融機関情報チェックをクリッ
クするとマスタに登録されて
いる金融機関・支店名が正し
く登録されているかどうかが
チェックできます。

総合振込
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総合振込
振込先情報をご入力ください。
※ 振込先金融機関名、支店名を検索する場

合は、検索をクリックしてください。
※ 顧客コードを利用して受取人マスタの

表示順を指定される場合は、顧客コード
1、顧客コード2の組合せが他の受取人
マスタと重複しないように登録してくだ
さい。

※ 受取人のグループ指定は、振込先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場
合は、どちらにも属するマスタが検索
されます。（AND条件検索）

3

登録をクリックしてください。
マスタの修正が完了します。

4
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総合振込
２．振込データ登録

「総合振込メニュー」からデータ登
録をクリックして「振込データ・選
択」画面に移ってください。

新規登録をクリックしてください。
※ 外部ファイルを利用して、受取人マスタ

に登録することも可能です。

2

※ 過去送信した振込データを利
用して、振込を行う場合は該当
データにチェックを入れて送
信済データ利用をクリックし
てください。

1

※ 作成データを削除する場合は該
当のデータにチェックを入れて
削除をクリックしてください。

※ 作成中または、承認・送信待ち
のデータを修正する場合は該当
データにチェックを入れて修正
をクリックしてください。
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総合振込

承認者へのコメント入力（入力任意）
依頼人の選択、振込指定日の入力
を行ってください。
※ 入力された承認者へのコメントは、振込

データ一覧に表示されます。必要に応じ
てご利用ください。

3
〈画面例〉新規登録の場合

〈画面例〉修正登録、送信済データ利用の場合　

受取人情報の表示条件を設定し、
次へをクリックしてください。
※ 「オンライン都度／事前登録の受取人も

検索対象にする」にチェックを付けると、資
金移動メニューで都度指定先として登録
した振込先も検索対象となります。

※ 対象マスタには、受取人マスタと従業員
があります。検索したいマスタを選択して
ください。

4
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総合振込

受取人毎に支払金額・手数料を入
力してください。
※ 受取人情報が20件以上の場合は、前へ、
次へをクリックすることで、前ページ、
次ページのデータが表示されます。

※手数料は、通常自動入力されます。
※ 差額表示“＊”は、手数料に差額が発生し

た場合、表示されます。
※ 手数料をお客さまが手入力した場合

は、「訂正」欄に訂正表示を示す”＊”が表
示されます。

※ 画面上のデータの並び替え（表示上）を
行うことができます。

※ 「EDI情報」は必要に応じてご入力くだ
さい。

※   詳細をクリックすることで、受取人情
報の詳細が参照できます。

※  個別入力や受取人マスタ、外部データ
を利用し受取人を追加することも可能
です。

5

すべての入力が終わったら登録
完了をクリックしてください。
※  入力内容を保存して前画面に戻る場合

は、一時保存して戻るをクリックして
ください。

6
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総合振込

「振込金額合計」「振込金額合計+
手数料合計」「振込件数合計」等が
表示されますので、内容に誤りが
ないことを確認し、登録完了をク
リックしてください。
※ 続けてデータの承認・送信を行う場合

は登録して承認・送信へをクリックし
てください。

※〈一時保存（作成中）〉
　 一時保存したデータは、データ一覧に

作成中として表示されます。登録済
データ一覧から対象の振込データを選
択し、修正をクリックして、手続きを再
開してください。

7

振込データが登録されたことを
ご確認ください。
登録完了の場合、状態は承認待ち
と表示されます。
※ 振込データを印刷する場合は、該当

データにチェックを入れて印刷をク
リックしてください。
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「総合振込メニュー」からデータ承
認・送信をクリックして「承認・送信
データ選択」画面に移ってくださ
い。

1

総合振込
３．振込データ承認

対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「承認待」のデータを選択
し、承認をクリックしてくださ
い。

2
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総合振込

「振込金額合計+手数料合計」「振
込件数合計」「振込指定日」等が表
示されますので、内容に誤りがな
いことをご確認ください。

3

利用者確認暗証番号を入力し、承
認をクリックしてください。
状態が更新されて、送信待に変わ
ります。
データを送信される場合は、続け
て振込データ送信作業を行って
ください。

4
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「総合振込メニュー」からデータ承
認・送信をクリックして「承認・送信
データ選択」画面に移ってくださ
い。

1

2 対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「送信待」のデータを選択
し、送信をクリックしてくださ
い。

総合振込
４．振込データ送信
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総合振込

3 「振込金額合計+手数料合計」「振
込件数合計」「振込指定日」等が表
示されますので、内容に誤りがな
いことをご確認ください。
※ サイクル番号は自動採番されますのでご

入力いただく必要はありません。

4 利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

5 ファイルアクセスキーを入力する
「パスワード入力画面」が表示さ
れるので、申込書（サービス利用申
込書お客さま控え）に記入したファ
イルアクセスキーを入力し、実行を
クリックしてください。
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総合振込

送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくだ
さい。
※ 環境によっては、印刷ではなくOKの場

合があります。

6

振込データの送信が完了しました。
処理結果情報のステータスが「正
常送信」となっていることをご確
認ください。
※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの

印刷機能をご利用ください。

7

確認をクリックしてください。
送信のお手続きは以上となりま
す。

8
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総合振込
５．その他総合振込メニュー

（１）通信結果報告書印刷

総合振込メニューから通信結果
報告書印刷をクリックします。通
信結果報告書を印刷する範囲と
して、開始日、終了日を指定し、印
刷をクリックしてください。
帳票が印刷されます。

（1）

（2）

（3）

（２）検索グループ名称登録
総合振込メニューから検索グルー
プ名称登録をクリックしてくださ
い。
受取人を分類する検索グループ名
称をご入力ください。

1

登録をクリックしてください。
※グループの内容が判断できるような名前
をつけると便利です。

2
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総合振込

（３）依頼人マスタ参照

総合振込メニューから依頼人マス
タ参照をクリックしてください。
登録済の依頼人マスタが一覧で表
示されます。
※ 詳細情報を表示する場合は、参照する依

頼人マスタの詳細をクリックしてくださ
い。

検索グループの登録が完了しま
した。
登録内容をご確認ください。

3
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給与・賞与振込
１．従業員マスタ作成

「給与・賞与振込メニュー」から従
業員マスタ作成をクリックして

「従業員マスタ一覧」画面に移っ
てください。

従業員情報をご入力ください。
※ 振込先金融機関名、支店名を検索する

場合は、検索をクリックしてください。
※ 従業員コードを利用して従業員マスタ

の表示順を指定される場合は、従業員
コード1、従業員コード2の組合せが他
の従業員マスタと重複しないように登
録してください。

※ 従業員のグループ指定は、振込先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場合
は、どちらにも属するマスタが検索され
ます。（AND条件検索）

3

1

（１）従業員マスタの登録
給与・賞与振込をするには、事前に振込先を従業員マスタに登録する必要があります。

新規登録をクリックしてください。
※ 外部ファイルを利用して従業員マスタを

登録することも可能です。

2

登録をクリックしてください。
マスタの登録が完了します。

4



50

給与・賞与振込
（２）従業員マスタの修正

「給与・賞与振込メニュー」から従
業員マスタ作成をクリックして

「従業員マスタ一覧」画面に移っ
てください。

1
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給与・賞与振込

従業員マスタ一覧から対象の従
業員マスタを選択し、修正をク
リックしてください。
※ 従業員マスタは詳細をクリックし、各

詳細を参照できます。
※ 従業員マスタが20件以上の場合は、前

へ、次へをクリックすることで、前ペー
ジ、次ページのデータが表示されます。

※ 従業員マスタは、絞り込み検索が可能
です。検索種別を選択して、検索をク
リックしてください。

※ 従業員マスタを削除する場合は該当デー
タをチェックのうえ削除をクリックしてく
ださい。

※ 従業員マスタを印刷する場合は、印刷を
クリックしてください。また外部ファイル
出力をクリックすることでファイル出力す
ることもできます。

2

※  金融機関情報チェックをク
リックするとマスタに登録さ
れている金融機関、支店名が正
しく登録されているかどうか
がチェックできます。
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給与・賞与振込

従業員情報をご入力ください。
※ 振込先金融機関名、支店名を検索する場

合は、検索をクリックしてください。
※ 従業員コードを利用して従業員マスタ

の表示順を指定される場合は、従業員
コード1、従業員コード2の組合せが他
の従業員マスタと重複しないように登
録してください

※ 従業員のグループ指定は、振込先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場
合は、どちらにも属するマスタが検索
されます。（AND条件検索）

3

登録をクリックしてください。
マスタの修正が完了します。

4
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給与・賞与振込
２．振込データ登録

「給与・賞与振込メニューから
データ登録をクリックして「振込
データ登録・選択」画面に移って
ください。

新規登録をクリックしてください。2

※ 過去送信した振込データを利用
して、振込を行う場合は該当の
データにチェックを入れて送信
済データ利用をクリックしてくだ
さい。

1

※ 作成データを削除する場合は該
当のデータにチェックを入れて
削除をクリックしてください。

※ 作成中のデータを修正する場
合は該当のデータにチェック
を入れて修正をクリックして
ください。
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給与・賞与振込

承認者へのコメント入力（入力任
意）

「依頼人」の選択、振込指定日の
入力、振込データの種類の選択を
行ってください。
※ 入力された承認者へのコメントは振込

データ一覧に表示されます。必要に応
じてご利用ください。

3

〈画面例〉新規登録の場合

〈画面例〉修正登録、送信済データ利用の場合

従業員情報の表示条件を設定し
次へをクリックしてください。

4
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給与・賞与振込

従業員毎に振込金額を入力して
ください。
※ 従業員情報が20件以上の場合は、前へ、
次へをクリックすることで、前ページ、
次ページのデータが表示されます。

※ 画面上のデータの並び替え（表示上）を
行うことができます。

※�詳細をクリックすることで従業員情報
の詳細が参照できます。

※ 個別入力、従業員マスタや、外部データ
を利用し、従業員を追加することも可能で
す。

5

すべての入力が終わったら登録
完了をクリックしてください。
※  入力内容を保存して前画面に戻る場合

は、一時保存して戻るをクリックして
ください。

6
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給与・賞与振込

7 「振込金額合計」「振込件数合計」
等が表示されますので、内容に誤
りがないことを確認し、登録完了
をクリックしてください。
※ 続けてデータの承認・送信を行う場合

は登録して承認・送信へをクリックし
てください。

※〈一時保存（作成中）〉
　  一時保存したデータは、データ一覧に

作成中として表示されます。登録済
データ一覧から対象の振込データを選
択し、修正をクリックして、手続きを再
開してください。

振込データが登録されたことを
ご確認ください。
登録完了の場合、状態は承認待ち
と表示されます。
※ 振込データを印刷する場合は、該当

データにチェックを入れて印刷をク
リックしてください。
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「給与・賞与振込メニュー」から
データ承認・送信をクリックして

「承認・送信データ選択」画面に
移ってください。

1

給与・賞与振込
３．振込データ承認

対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「承認待」のデータを選択
し、承認をクリックしてくださ
い。

2
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「振込金額合計」「振込件数合計」
等が表示されますので、内容に誤
りがないことをご確認ください。

3

利用者確認暗証番号を入力し、承
認をクリックしてください。
状態が更新されて、送信待に変わ
ります。
データを送信される場合は、続け
て振込データ送信作業を行って
ください。

4

給与・賞与振込
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「給与・賞与振込メニュー」から
データ承認・送信をクリックして

「承認・送信データ選択」画面に
移ってください。

1

給与・賞与振込
４．振込データ送信

対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「送信待」のデータを選択
し、送信をクリックしてくださ
い。

2
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給与・賞与振込

「振込金額合計」「振込件数合計」
等が表示されますので、内容に誤
りがないことをご確認ください。
※ サイクル番号は、自動採番されますの

で、ご入力いただく必要はありません。

3

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

4

5 ファイルアクセスキーを入力す
る「パスワード入力画面」が表示
されるので、申込書（サービス利
用申込書お客さま控え）に記入し
たファイルアクセスキーを入力
し、実行をクリックしてくださ
い。
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給与・賞与振込

送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてください。
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの場合

があります。

6

振込データの送信が完了しまし
た。処理結果情報のステータスが

「正常送信」となっていることを
ご確認ください。
※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの

印刷機能をご利用ください。

7

確認をクリックしてください。
送信のお手続きは以上となりま
す。

8
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給与・賞与振込
５．その他給与・賞与振込メニュー

（１）通信結果報告書印刷

給与・賞与振込メニューから通信
結果報告書印刷をクリックして
ください。
通信結果報告書を印刷する範囲
として、開始日、終了日を指定し、
印刷をクリックしてください。
帳票が印刷されます。

（1）

（2）

（3）

（２）検索グループ名称登録

給与・賞与振込メニューから検索
グループ名称登録をクリックして
ください。
受取人を分類する検索グループ名
称をご入力ください。

1

登録をクリックしてください。
※ グループの内容が判断できるような名前

をつけると便利です。

2
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（３）依頼人マスタ参照

給与・賞与振込メニューから、依
頼人マスタ参照をクリックして
ください。
登録済の依頼人マスタが一覧で表
示されます。
※ 詳細情報を表示する場合は、参照する依

頼人マスタの詳細をクリックしてくださ
い。

検索グループの登録が完了しま
した。
登録内容をご確認ください。

3

給与・賞与振込
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「預金口座振替メニュー」の支払
人マスタ作成をクリックして支
払人マスタ一覧画面に移ってく
ださい。

1

預金口座振替NB代金回収
１．支払人マスタ作成

預金口座振替・ＮＢ代金回収をするには、事前に引落先を支払人マスタに登録する必要があります。

新規登録をクリックしてください。
※ 外部ファイルを利用して支払人マスタを

登録することも可能です。
※ 預金口座振替サービスをご利用できる

支払人預金口座は当行本支店の普通預
金および当座預金に限ります。

2

（１）支払人マスタの登録



65

預金口座振替NB代金回収

金融機関コード：検索ボタンから、ゆうちょ銀行を選択して
ください。
支店コード：通帳記号の中３桁を直接ご入力ください。

（例：通帳記号01285の場合は、128となります。）

口座番号：通帳番号の下１桁を除く番号をご入力ください。
（例：通帳番号12345671の場合は、1234567となります。）

 〈参照〉ＮＢ代金回収（全国ネット型）用の支払人マスタ登録時のゆうちょ銀行入力方法について　

引落先（支払人）情報をご入力くだ
さい。
※ 支払人コードを利用して支払人マスタの

表示順を指定される場合は、支払人コー
ド1、支払人コード2の組合せが他の支払
人マスタと重複しないように登録してく
ださい。

※ 支払人のグループ指定は、支払先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場
合は、どちらにも属するマスタが検索
されます。（AND条件検索）

※メモ欄は必要に応じてご利用ください。

3

登録をクリックしてください。
マスタの登録が完了します。

4
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預金口座振替NB代金回収
（２）支払人マスタの修正

「預金口座振替メニュー」の支払
人マスタ作成をクリックして支
払人マスタ一覧画面に移ってく
ださい。

1
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支払人マスタ一覧から対象の支
払人マスタを選択し、修正をク
リックしてください。
※ 支払人マスタは詳細をクリックし、各詳細

を参照できます。
※ 支払人マスタが20件を超える場合は、
前へ、次へをクリックすることで、前
ページ、次ページのデータが表示され
ます。

※ 支払人マスタを削除する場合は該当
データをチェックのうえ、削除をク
リックしてください。

※ 支払人マスタを印刷する場合は、印刷
をクリックしてください。また外部
ファイル出力をクリックすることで
ファイル出力することもできます。

2

⃝ 金融機関情報チェックをク
リックすると、マスタに登録さ
れている金融機関、支店名が正
しく登録されているかどうか
がチェックできます。

預金口座振替NB代金回収
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預金口座振替NB代金回収

引落先（支払人）情報をご入力くだ
さい。
※ 引落先金融機関名、支店名を検索する場

合は、検索をクリックしてください。
※ 支払人コードを利用して支払人マスタの

表示順を指定される場合は、支払人コー
ド1、支払人コード2の組合せが他の支払
人マスタと重複しないように登録してく
ださい。

※ 支払人のグループ指定は、支払先のグ
ループ分けでご利用できます。

※ 検索グループで検索を行うとき、1つ目
と２つ目の両方にチェックを付けた場
合は、どちらにも属するマスタが検索
されます。（AND条件検索）

※メモ欄は必要に応じてご利用ください。

3

登録をクリックしてください。
マスタの修正が完了します。

4

金融機関コード：検索ボタンから、ゆうちょ銀行を選択して
ください。
支店コード：通帳記号の中３桁を直接ご入力ください。

（例：通帳記号01285の場合は、128となります。）

口座番号：通帳番号の下１桁を除く番号をご入力ください。
（例：通帳番号12345671の場合は、1234567となります。）

 〈参照〉ＮＢ代金回収（全国ネット型）用の支払人マスタ登録時のゆうちょ銀行入力方法について　
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預金口座振替NB代金回収
２．振替データ登録

「預金口座振替メニュー」のデー
タ登録をクリックして振替データ
登録・選択画面に移ってください。

新規登録をクリックしてください。2

1

※ 作成データを削除する場合は該
当のデータにチェックを入れて
削除をクリックしてください。

※ 作成中または、承認・送信待ち
のデータを修正する場合は該当
データにチェックを入れて修正
をクリックしてください。

※ 振替データを印刷する場合は、
該当データにチェックを入れて
印刷をクリックしてください。

※ 過去送信した振替データを利
用して、振替を行う場合は該当
データにチェックを入れて送
信済データ利用をクリックし
てください。
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預金口座振替NB代金回収

承認者へのコメント（入力任意）
委託者の選択、引落指定日の入力
を行ってください。
※ 入力された承認者へのコメントは振替

データ一覧に表示されます。必要に応
じてご利用ください。

3
〈画面例〉新規登録の場合

〈画面例〉修正登録、送信済データ利用の場合

支払人情報の表示条件を設定し、
次へをクリックしてください。

4

※ NB代金回収業務を行う委託者コードを
持つデータをご選択ください。

※ お届けの振替日以外はNBセンター受付
時でエラーとなります。

　（送信時はエラーになりません。）

【重要】
NB代金回収では、同じ振替指定日データ
は１回の送信のみです。
NBは共同センターの為、同じ振替指定日
のデータを複数回送信した時は受付でき
ません。

ＮＢ代金回収をご利用の場合
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預金口座振替NB代金回収
支払人毎に金額を入力してくだ
さい。
※ 支払人情報が40件を超える場合は、
前へ、次へをクリックすることで、前
ページ、次ページのデータが表示され
ます。

※ 画面上のデータの並び替え（表示上）
を行うことができます。

※ 詳細をクリックすることで支払人情報
の詳細が参照できます。

※ 個別入力、支払人マスタや、外部データ
を利用し、支払人を追加することも可
能です。

5

7

すべての入力が終わったら登録
完了をクリックしてください。
※  入力内容を保存して前画面に戻る場

合は、一時保存して戻るをクリックして
ください。

6

「引落金額合計」等が表示されま
すので、内容に誤りがないこと
を確認し、登録完了をクリック
してください。
※ 続けてデータの承認・送信を行う場合

は登録して承認・送信へをクリックし
てください。

※〈一時保存（作成中）〉
　 一時保存したデータは、データ一覧に

作成中として表示されます。登録済
データ一覧から対象の振込データを
選択し、修正をクリックして、手続き
を再開してください。



72

「預金口座振替メニュー」のデー
タ承認・送信をクリックして承
認・送信データ選択画面に移って
ください。

1

３．振替データ承認

対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「承認待」のデータを選択
し、承認をクリックしてくださ
い。

2

預金口座振替NB代金回収
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「引落金額合計」等が表示されます
ので、内容に誤りがないことをご
確認ください。
※ ＮＢ代金回収の取消は不可能ですのでよ

くご確認ください。

3

預金口座振替NB代金回収

利用者確認暗証番号を入力し、承
認をクリックしてください。

4
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預金口座振替NB代金回収
４．振替データ送信

「預金口座振替メニュー」のデー
タ承認・送信をクリックして承
認・送信データ選択画面に移って
ください。

1

対象のデータをご選択ください。
※ 作成中のデータは一覧には表示されま

せん。

状態が「送信待」のデータを選択
し、送信をクリックしてください。

2
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「引落金額合計」等が表示されま
すので、内容に誤りがないことを
ご確認ください。
※ NB代金回収の取消は不可能ですので

よくご確認ください。
※ サイクル番号は自動採番されますので

ご入力いただく必要はありません。

3

預金口座振替NB代金回収

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

4
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ファイルアクセスキーを入力す
る「パスワード入力画面」が表示
されるので、申込書（サービス利
用申込書お客さま控え）に記入し
たファイルアクセスキーを入力
し、実行をクリックしてくださ
い。

5

〈画面例〉預金口座振替画面

〈画面例〉NB代金回収画面

NBセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字6桁）をご入力し実行を
クリックしてください。

（1） 「全銀パスワード」欄は、
　【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。

（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、
　 【ファイルアクセスキー】（口座振替データ暗証番号）です。

ＮＢ代金回収をご利用の場合

預金口座振替NB代金回収
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預金口座振替NB代金回収

※NB代金回収の取消は原則できません。お問い合わせについてはNBセンターへご連絡ください。

NBセンター ＴＥＬ：025-243-8222

ＮＢ代金回収をご利用の場合

送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくだ
さい。
※ 環境によっては、印刷ではなくOKの場

合があります。

6

振替データの送信が完了しまし
た。
処理結果情報のステータスが「正
常送信」となっていることをご確
認ください。
※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの

印刷機能をご利用ください。

7

確認をクリックしてください。
送信のお手続きは以上となりま
す。

8
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預金口座振替NB代金回収
５．データ受信（振替結果データ受信）

口座振替結果を確認するために、まずデータ受信を行います。

（１）データ受信

「預金口座振替メニュー」から
データ受信をクリックして本画
面に移ってください。

1

コメント欄を参考にして、実施し
た預金口座振替または、NB代金
回収業務のデータ受信を行う契
約情報を選択し、受信をクリック
してください。

2
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※ サイクル番号は自動採番されますので
ご入力いただく必要はありません。

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

3

〈画面例〉預金口座振替画面

ファイルアクセスキーを入力する
「パスワード入力画面」が表示さ
れるので、申込書（サービス利用申
込書お客さま控え）に記入したファ
イルアクセスキーを入力し、実行を
クリックしてください。

4

預金口座振替NB代金回収
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預金口座振替NB代金回収
〈画面例〉NB代金回収画面

NBセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字6桁）をご入力し実行を
クリックしてください。

（1） 「全銀パスワード」欄は、
　【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。

（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、
　 【ファイルアクセスキー】（処理端末データ暗証番号）です。

ＮＢ代金回収をご利用の場合

【重要】ＮＢ代金回収のみ
受信に失敗した場合、受信した当日中のみ何回でも受信できます。
再受信は下記の注意点をご参照いただき操作してください。

【注意点】
サイクル番号： 再受信を行う場合、最初に受信したサイクル番号を入力してください。例えば、最初の受信時にサ

イクル番号が空欄の場合、サイクル番号01が自動採番されますので、再受信を行う場合は、01を
入力してください。
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預金口座振替NB代金回収

送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくだ
さい。
※ 環境によっては、印刷ではなくOKの場合

があります。

5

処理結果情報のステータスが「正
常受信」となっていることをご確認
ください。

6

確認をクリックしてください。
データが受信できましたので続
いて「受信データ参照・印刷」か
ら内容をご確認ください。

7
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預金口座振替NB代金回収

受信した振替結果データ一覧が
表示されるので対象データを選択
し、詳細をクリックしてください。
※ 振替データが20件を越える場合は、前
へ、次へをクリックすることで、前ペー
ジ、次ページのデータが表示されます。

※ 外部ファイル出力をクリックし、振替デー
タを出力することもできます。

※ 振替データを印刷する場合は、一覧印刷
をクリックしてください。

3

受信を行った振替結果データの一
覧が表示されるので、参照する受
信データを選択し、次へをクリック
してください。

2

受信した結果データを確認します。

（２）受信データ参照・印刷

「預金口座振替メニュー」の受信
データ参照・印刷をクリックして
本画面に移ってください。

1
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預金口座振替NB代金回収

振替結果をご確認ください。
※ 振替データが20件を越える場合は、前
へ、次へをクリックすることで、前ペー
ジ、次ページのデータが表示されます。

※ 振替不能口座のみを表示したい場合は、
「振替不能口座のみを表示する。」を
チェックしてください。

4

⃝ 振替不能データを再度登録する
場合にクリックしてください。

⃝ 振替結果を印刷する場合にク
リックしてください。
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預金口座振替NB代金回収
６．その他預金口座振替・ＮＢ代金回収メニュー

（１）通信結果報告書印刷

預金口座振替メニューから通信
結果報告書印刷をクリックして
ください。
通信結果報告書を印刷する範囲
として、開始日、終了日を指定し、
印刷をクリックしてください。
帳票が印刷されます。

（1）

（2）

（3）
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（２）検索グループ名称登録

預金口座振替メニューから検索
グループ名称登録をクリックし
てください。
検索グループ名称をご入力くだ
さい。

1

登録をクリックしてください。
※ グループの内容が判断できるような名前

をつけると便利です。

2

検索グループの登録が完了しま
した。
登録内容をご確認ください。

3

預金口座振替NB代金回収
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（３）委託者マスタ参照

預金口座振替メニューから委託
者マスタ参照をクリックしてく
ださい。
登録済の委託者マスタが一覧で
表示されます。
※ 詳細情報を表示する場合は、参照する

委託者マスタの詳細をクリックしてく
ださい。

預金口座振替NB代金回収
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入出金明細メニューからデータ受
信をクリックしてください。

3

口座の入出金明細の確認
１．データ受信

総合/給与振込他（ファイル伝送）
をクリックしてください。
サブメニューが表示されます。

1

入出金明細をクリックしてくだ
さい。
※ 振込入金の明細をご確認する場合は、

振込入金明細の方をクリックします。画面
構成は入出金明細と同様となります。

2

受信する対象の契約情報を選択
し、受信をクリックしてくださ
い。

4
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金融機関コード・金融機関名をご
確認ください。

5

ファイル形式をご選択ください。
※ ご契約内容によってはファイル形式の

選択が表示されない場合があります。
※ 全銀フォーマットは、通常取引を確認

する場合にご選択ください。
※ ＸＭＬフォーマットは、金融EDI情報付

きの送金データを確認する場合にご選
択ください。

6

※ サイクル番号は自動採番されますので
ご入力いただく必要はありません。

利用者確認暗証番号を入力し、実
行をクリックしてください。

7

ファイルアクセスキーを入力し、
実行をクリックしてください。

8

口座の入出金明細の確認
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口座の入出金明細の確認

送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくだ
さい。
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの

場合があります。

9

データ受信が完了しました。
処理結果情報のステータスが「正
常送信」となっていることをご確
認ください。
※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの

印刷機能をご利用ください。

10

確認をクリックしてください。
（２．データ参照印刷）へお進みく
ださい。

11
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口座の入出金明細の確認
２．データ参照・印刷

総合/給与振込他（ファイル伝送）
をクリックしてください。
サブメニューが表示されます。

1

入出金明細をクリックしてくださ
い。
※ 振込入金の明細をご確認する場合は、

振込入金明細の方をクリックします。画面
構成は入出金明細と同様となります。

2

入出金明細メニューからデータ
参照・印刷をクリックしてくださ
い。

3

入出金明細の受信データ一覧が
表示されますので、参照する受信
データを選択し、次へをクリックし
てください。
※ ご契約内容によっては画面表示が異な

る場合があります。
※ 状態が受付済の場合は、10分前後時間

を置いた後に画面を再表示すれば受信
済に更新されます。

4
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口座の入出金明細の確認

該当の受信データの口座データ
一覧が表示されます。
※ 口座データが20件以上の場合は、前へ、
次へをクリックすることで、前ページ、
次ページのデータが表示されます。

5

〈画面例〉外部ファイル出力

〈画面例〉取引明細詳細

※ 外部ファイル形式は、“全銀ファイル” 
“CSVファイル”“XMLファイル”をお選
びいただけます。

※ データには、「CR・LF付加せず」「CR付
加」「CR・LF付加」「EOF付加」「LF付加」と
いった形式がありますので出力データ
を取り込む外部システムやその他用途
に応じてデータ形式をご選択ください。

外部ファイル形式でデータを出
力する場合は、外部ファイル出力
を全口座の取引明細をまとめて
印刷する場合は一覧印刷、入出金
明細の詳細を確認するには詳細
をクリックしてください。

6
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口座の入出金明細の確認

入出金明細をクリックしてくださ
い。

2

入出金明細メニューから通信結
果報告書印刷をクリックしてく
ださい。

3

通信結果報告書を印刷する範囲
として、開始日、終了日を指定し、
印刷をクリックしてください。帳
票が印刷されます。

4

３．通信結果報告書印刷
総合/給与振込他（ファイル伝送）
をクリックしてください。
サブメニューが表示されます。

1
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総合/給与振込他（ファイル伝送）
から外部ファイル送受信をク
リックしてください。

1

１．外部ファイル送信

新規登録をクリックしてくださ
い。
※ テーブルの詳細を確認する場合に詳細

をクリックしてください。
※  テーブルを修正する場合は該当のデー

タにチェックを入れて修正をクリック
してください。

※  テーブルを削除する場合は該当のデー
タにチェックを入れて削除をクリック
してください。

3

外部ファイル送受信※

外部ファイルの送信を行う場合、初めに送信テーブルを作成した後にアップロード（送信手続き）を行ってい
ただく必要があります。

（１）送信テーブル登録

※ 外部ファイル送受信は、他の経理ソフト等で作成した全銀フォーマットの総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替データを伝送する
場合に使用します。

外部ファイル送信メニューから外
部ファイル送信をクリックしてくだ
さい。

2
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外部ファイル送受信

金融機関接続情報の下記の枝番
コードを確認いただき、ご利用され
る業務名称をご選択ください。
０１……… 総合振込、給与振込、賞与振込、

預金口座振替
５１～７４…ＮＢセンター口振
※ 業務名称から各業務(総合振込、給与振

込、賞与振込、預金口座振替、NBセン
ター口振)を選択すると、レコード長と
ファイル名は自動的に入力されます。

※ ＮＢセンター口振=ＮＢセンター代金回収
サービスのことです。

4

ファイル形式を選択し、登録をク
リックしてください。
送信テーブルが作成できました
ら、続いてアップロードから送信
を行っていきます。
※ ご契約内容によってはファイル形式の

選択が表示されない場合があります。
※ 全銀フォーマットは、通常取引を行う

場合にご選択ください。
※ ＸＭＬフォーマットは、金融EDI情報付

きの送金データを送信する場合にご選択
ください。

5
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外部ファイル送受信

総合/給与振込他（ファイル伝送）
から外部ファイル送受信をク
リックしてください。

1

登録済みの送信テーブルから操作
する対象を選択し、アップロードを
クリックしてください。

3

（２）データ送信（データアップロード）

外部ファイル送受信メニューから
外部ファイル送信をクリックしてく
ださい。

2
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外部ファイル送受信

アップロード開始画面が表示さ
れます。
参照をクリックし、送信対象ファ
イルのパス名を入力し、実行をク
リックしてください。

4

5

ファイル情報が表示されますの
で、内容に誤りが無いか確認して
ください。

6

金融EDI情報省略可否をご選択く
ださい。
※ ご契約内容によっては省略可否の選択

が表示されない場合があります。
※ 省略可にした場合、送信操作後に何らか

の理由で金融EDI情報が取引先に渡ら
ない場合でも送金データは送信されま
す。

※ 省略不可にした場合、送信操作後に何ら
かの理由で金融EDI情報がエラーとなっ
たとき、送信テーブルの状態が「エラー」
となり、送信がキャンセルされます。

※ サイクル番号は自動採番されますので
入力は不要です。

利用者確認暗証番号を入力し、送
信をクリックしてください。

7
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ファイルアクセスキーを入力す
る「パスワード入力画面」が表示
されるので、申込書（サービス利
用申込書お客さま控え）に記入し
たファイルアクセスキーを入力
し、実行をクリックしてくださ
い。

8

〈画面例〉NB代金回収画面

NBセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字6桁）をご入力し実行を
クリックしてください。

（1） 「全銀パスワード」欄は、
　【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。

（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、
　 【ファイルアクセスキー】（口座振替データ暗証番号）です。

ＮＢ代金回収をご利用の場合

外部ファイル送受信



98

印刷ダイアログが自動表示されま
す。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくださ
い。 
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの場合

があります。

9

処理結果情報のステータスが「正
常送信」となっていることをご確
認ください。
※ 本画面を印刷する場合は、ブラウザの

印刷機能をご利用ください。

10

外部ファイル送受信

確認をクリックしてください。
送信のお手続きは以上となりま
す。

11

※NB代金回収の取消は原則できません。お問い合わせについてはNBセンターへご連絡ください。

NBセンター ＴＥＬ：025-243-8222

ＮＢ代金回収をご利用の場合
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〈画面例〉金融EDI情報付きデータ送信の場合

ご契約内容によって、金融EDI情報付きデータを送信または送信結果照会をした場合は、上記のような
画面が表示されます。

※  処理結果情報のステータスが「受付済」となっていることをご確認後、確認ボタンをクリックして送信テーブル登録・選択画面に戻ります。
※  送信テーブル登録・選択画面の状態が「受付済」である場合は、10分前後時間を置いた後に画面を再表示すれば「送信済」に更新されます。
※  ステータスが「受付済」または「エラー」で、送信データを取り消したい場合は取消をクリックしてください。
※  ステータスが「エラー」と表示された場合で、再度送信を行う場合は再送信をクリックしてください。

外部ファイル送受信
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外部ファイル送受信
２．外部ファイル受信

総合/給与振込他（ファイル伝送）
から外部ファイル送受信をク
リックしてください。

1

（１）受信テーブル登録
外部ファイルの受信を行う場合初めに受信テーブルを作成した後に、受信手続きを行っていただく必要が
あります。

外部ファイル送受信メニューか
ら、外部ファイル受信をクリック
してください。

2
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3

金融機関接続情報の下記の枝番
コードを確認いただき、ご利用され
たい業務名称をご選択ください。
０１………預金口座振替、等
５１～７４…ＮＢセンター口振
※ 業務名称から各業務(預金口座振替、ＮＢ

センター口振、入出金明細、振込入金明
細)を選択すると、レコード長とファイル
名は自動的に入力されます。

※ ＮＢセンター口振=ＮＢセンター代金回収
サービスのことです。

4

新規登録をクリックしてくださ
い。
※  テーブルを削除する場合は該当のデー

タにチェックを入れて削除をクリック
してください。

※   テーブルの詳細を確認する場合に詳細
をクリックしてください。

※   テーブルを修正する場合は該当データ
にチェックを入れて修正をクリックして
ください。

外部ファイル送受信

データ形式を選択し、登録をクリッ
クしてください。
※ データには、「CR・LF付加せず」「CR付加」
「CR・LF付加」「EOF付加」「LF付加」と
いった形式がありますので受信データを
取り込む外部システムやその他用途に応
じてデータ形式をご選択ください。

5
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外部ファイル送受信メニューか
ら、外部ファイル受信をクリック
してください。

2

外部ファイル送受信
（２）データ受信

総合/給与振込他（ファイル伝送）
から外部ファイル送受信をク
リックしてください。

1

登録済みの受信テーブルから操
作する対象を選択し、次へをク
リックしてください。

3
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外部ファイル送受信

ファイル形式をご選択ください。
※ ご契約内容によっては選択が表示されな

い場合があります。
※ 全銀フォーマットは、通常取引を行う場合

にご選択ください。
※ ＸＭＬフォーマットは、金融EDI情報付きの

送金データを受信する場合にご選択くだ
さい。

※ サイクル番号は自動採番されますので入
力は不要です。

4

利用者確認暗証番号を入力し、受
信をクリックしてください。

5

〈画面例〉預金口座振替等の画面

ファイルアクセスキーを入力す
る「パスワード入力画面」が表示
されるので、申込書（サービス利
用申込書お客さま控え）に記入し
たファイルアクセスキーを入力
し、実行をクリックしてくださ
い。

6
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〈画面例〉NB代金回収画面

NBセンター代金回収サービス登録事項届出書にご記入された各暗証番号（英数字6桁）をご入力し実行を
クリックしてください。

（1） 「全銀パスワード」欄は、
　【パスワード】（データ伝送暗証番号）です。

（2） 「ファイルアクセスキー」欄は、
　 【ファイルアクセスキー】（処理端末データ暗証番号）です。

ＮＢ代金回収をご利用の場合

【重要】ＮＢ代金回収のみ
受信に失敗した場合、受信した当日中のみ何回でも受信できます。
再受信は下記の注意点をご参照いただき操作してください。

【注意点】
サイクル番号： 再受信を行う場合、最初に受信したサイクル番号を入力してください。例えば、最初の受信時にサ

イクル番号が空欄の場合、サイクル番号01が自動採番されますので、再受信を行う場合は、01を
入力してください。

外部ファイル送受信
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外部ファイル送受信

受信完了後、受信ファイルの保存
を促すダイアログが表示されま
す。ダイアログのＯＫをクリックし
てください。

7

8 送信終了後、印刷ダイアログが自
動表示されます。
印刷を出力する場合は印刷をク
リック、印刷を出力しない場合は
キャンセルをクリックしてくださ
い。 
※ 環境によっては、印刷ではなくＯＫの場合

があります。

9 受信結果画面が表示されます。
ファイル保存をクリックし、ファイ
ルを保存します。

10 確認をクリックすると、受信テーブ
ルの登録・選択画面に戻ります。
※ ファイル保存せず、確認をクリックする

と、受信ファイルの保存を促すメッセージ
が表示されます。

必ず口座振替受信結果をファイル保存してください。NBセンターでのデータ保存期間は照会した当日のみです。
照会失敗、印刷忘れ等で、後日照会されてもデータはNBセンターに保存されていません。

ＮＢ代金回収をご利用の場合
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外部ファイル送受信

ご契約内容によって、金融EDI情報付きデータを送信または送信結果照会をした場合は、上記のような
画面が表示されます。

※ 処理結果情報のステータスが「受付済」となっていることをご確認ください。
※ 用途に応じてファイル保存、またはXMLファイル保存をクリックし、ファイルを保存します。
※ 確認をクリックすると、送信テーブルの登録・選択画面に戻ります。
※ 受信テーブル登録・選択画面の状態が「受付済」である場合は、10分前後時間を置いた後に画面を再表示すれば「受信済」に更新されます。

〈画面例〉金融EDI情報付きデータ受信の場合
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外部ファイル送受信

総合/給与振込他（ファイル伝送）
から外部ファイル送受信をクリック
してください。

1

通信結果報告書を印刷する範囲
として、開始日、終了日を指定し、
印刷をクリックしてください。帳
票が印刷されます。

3

外部ファイル送受信メニューから、
通信結果報告書印刷をクリックし
てください。

2

３．通信結果の印刷
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管理者メニュー
１．管理者画面

大光ホームページ（トップページ）
右上側にある「インターネットバン
キングへ」をクリックします。
表示された画面から「たいこうオ
フィスeバンキング」のログオンを
選びクリックします。

1

（１）ログオン
管理者業務を行うには契約法人としてログオンする必要があります。“契約法人暗証番号”“契約法人確認
暗証番号”をご準備のうえ、操作を開始してください。

表示されたログオン画面の契約
法人ログオンをクリックしてく
ださい。

2
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契約法人の電子証明書を選択して
ＯＫをクリックしてください。
※ 証明書の選択画面が表示されない場合

は一度ブラウザ画面を全て閉じてから、
新しいブラウザを立ち上げてログオンを
してください。

（注） 証明書を２枚以上取得してい
る場合、選択画面の右下にそ
の他ボタンが表示されている
ので、その他ボタンをクリック
して下部に表示される複数の
証明書から契約法人電子証明
書を選択してＯＫをクリックし
てください。

※ 証明書選択画面の名前の項目をご
確認ください。

（１）利用者　→契約法人ＩＤ+利用者ＩＤ
（２）契約法人→契約法人ＩＤ

※ 利用したいログオンと相違した証明書を
選択した場合は契約法人暗証番号を正
しく入力してもログオンできないので選
択する証明書をよくご確認ください。

3

「契約法人暗証番号」を入力してロ
グオンをクリックしてください。

4

管理者メニュー
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管理者メニュー
（２）ログオフ

（３）管理者トップページについて

管理者トップページ右上のログオ
フボタンをクリックし、ログオフ画
面を進めてください。
※ ブラウザの「×」ボタンを利用するなどで

強制終了すると、次回ログオン時に「再
ログオン」画面が表示されることがあり
ます。必ずログオフをクリックしてくださ
い。

法人情報
ログオン処理を行った法人の登録情報
が表示されます。
※ Eメールアドレスは、ご登録済みの場合にのみ

表示されます。

ご利用履歴
過去3回分の管理者と利用者のご利用
履歴が表示されます。

お知らせ情報
お知らせ情報が表示されます。各お知ら
せ情報をクリックすると、詳細が表示さ
れます。お知らせ一覧へをクリックする
と、全てのお知らせが一覧で表示されま
す。

利用者のご使用状況
登録済み利用者のご使用状況が表示さ
れます。
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２．利用者情報登録・変更・抹消

管理者メニュー

（１）利用者の新規登録

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューか
ら利用者情報登録/変更をクリッ
クしてください。

1

「利用者情報の変更」メニューの
利用者一覧から、対象の利用者を
選択し、変更をクリックしてくださ
い。
※ 利用者情報一覧表をご覧になる場合は
一覧表示をクリックしてください。

2

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューか
ら利用者情報登録/変更をクリッ
クしてください。

1

利用者を追加したい場合は新規登
録をクリックしてください。
※ 登録についての詳細は、初期設定作業の

利用者情報登録項目をご確認ください。
※利用者は９名まで登録できます。

2

（２）利用者の内容変更
利用者のパスワード変更や権限変更、振込限度額変更などができます。
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管理者メニュー

変更する項目について、ご入力く
ださい。

（1）利用者情報
「利用者名（半角カナ英数）」「利用者名
（漢字）」をご入力ください。
※利用者IDは変更できません。

（2）利用者暗証番号
「利用者暗証番号」をご入力ください。

（3）利用者確認暗証番号
「利用者確認暗証番号」をご入力くだ
さい。

（4）その他の利用者情報
「事故登録有り」の利用者の場合は、事
故登録日と事故登録理由が表示され
ます。事故登録理由を変更される場合
は、ご入力ください。

（5） 利用者権限および限度額（オンライン
取引）
オンライン取引の各業務について、権
限を付与する場合はチェックボック
スにチェックを入れてください。
資金移動（振込・振替）の限度額を設定
してください。
※ 上限限度額を超える金額は設定で

きません。
（6）収納限度額

ペイジーマークに記載された各種料
金払込金額の一回単位、および一日単
位の限度額を設定する場合はご入力
ください。

3
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※ご契約いただいていない場合は表示されません。

管理者メニュー

⃝ ファイル伝送の各業務について、権限を
付与する場合はチェックボックスにチェッ
クを入れてください。

⃝ 総合振込・給与振込等の承認限度額を設
定してください。

　※ 上限限度額を超える金額は設定できま
せん。

〈※登録・承認・送信について〉
　　 「登録」とは総合振込や給与振込等の

取引データを作成することをいい、「承
認」とはその登録内容の承認をいいま
す。「送信」とは作成したデータの銀行へ
の送信をいい、送信して初めて銀行へ
の取引の依頼が行われます。

※ たいこうオフィスｅ-バンキングでは登録・
承認・送信の権限を担当者毎に設定する
ことが可能です。

※ 利用者お一人で全ての業務を行う場合
は、登録・承認・送信の全てにチェックして
ください。

契約法人確認暗証番号を入力し、
変更をクリックしてください。

4
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管理者メニュー

「利用者情報の変更」メニューの
利用者一覧から、対象の利用者を
選択し、登録抹消をクリックして
ください。
※ 利用者情報一覧表をご覧になる場合は
一覧表示をクリックしてください。

2

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューか
ら利用者情報登録/変更をクリッ
クしてください。

1

（３）抹　　消
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3

契約法人確認暗証番号を入力し、
登録抹消をクリックしてください。
画面が変わりましたら登録抹消
した利用者の情報が一覧表から
削除されたことをご確認くださ
い。

4

登録抹消する利用者をご確認くだ
さい。

管理者メニュー
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３．事故登録・解除

管理者メニュー

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューか
ら利用者情報登録/変更をクリッ
クしてください。

1

「利用者情報の変更」メニューの利
用者一覧から、対象の利用者を選
択してください。

〈事故登録の場合〉
事故登録理由および契約法人確
認暗証番号をご入力のうえ、事
故登録をクリックしてください。

〈事故登録解除の場合〉
契約法人確認暗証番号をご入力
し、事故登録解除をクリックして
ください。

2

不正使用等の疑いのある利用者ＩＤの利用を停止／解除したいときに使用します。
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４．利用中止解除（ロック解除）

管理者メニュー

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューか
ら利用者情報登録/変更をクリッ
クしてください。

1

複数回の暗証エラーによりロックされた利用者ＩＤのロックを解除します。

「利用者情報の変更」メニューの
利用者一覧から、対象の利用者を
選択してください。
契約法人確認暗証番号をご入力
のうえ、利用中止解除をクリック
してください。

2
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５．限度額設定の変更

管理者メニュー

管理者トップページへログオン
後、利用者・業務情報登録/変更を
クリックし、表示されるメニュー
から契約法人限度額変更をク
リックしてください。

1

１回単位、１日単位、ファイル伝
送の限度額のうち変更したい箇
所に金額を入力してください。

2

（１）契約法人単位の限度
※利用者毎の限度額変更を行う場合は利用者情報の変更からご確認ください。

契約法人確認暗証番号を入力し、
変更をクリックしてください。

3

契約法人または契約口座単位で取引金額の上限を設定できます。
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変更後の「オンライン限度額」およ
び、「ファイル伝送限度額」をご確
認ください。

4

管理者メニュー
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管理者メニュー

管理者トップページへログオン後、
利用者・業務情報登録/変更をク
リックし、表示されるメニューから
契約口座情報変更をクリックして
ください。

1

（２）契約口座単位の限度
口座単位の限度を設定しない場合は、契約法人単位の限度額がそのまま設定されます。

変更する対象の口座を選択し、
変更をクリックしてください。

2
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管理者メニュー

選択した契約口座の情報をご確
認ください。コメントを設定する
場合は、ご入力ください。
１回単位、１日単位、ファイル伝
送の限度額のうち変更したい箇
所に金額を入力してください。
契約法人確認暗証番号を入力し、
変更をクリックしてください。

3
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管理者メニュー
６．操作履歴照会

管理者トップページへログオン
後各種照会をクリックし、表示さ
れるメニューから操作履歴照会を
クリックしてください。

1

操作履歴をご確認ください。3

照会を行う、「管理者名/利用者
名」および「開始日・時間」と「終了
日・時間」を選択し、次へをクリッ
クしてください。

2
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管理者メニュー

管理者トップページへログオン
後、契約法人情報変更をクリック
し、表示されるメニューから契
約法人暗証番号変更をクリック
してください。

1

７．管理者パスワードの変更
（１）契約法人暗証番号変更

管理者トップページへログオン
後、契約法人情報変更をクリック
し、表示されるメニューから契
約法人確認暗証番号変更をク
リックしてください。

1

（２）契約法人確認暗証番号変更

「現在の契約法人暗証番号」「新し
い契約法人暗証番号」を入力し、
変更をクリックしてください。

変更ボタンの押下をもって、変更
手続きは完了となります。

2

「現在の契約法人確認暗証番号」
「新しい契約法人確認暗証番号」
を入力し、変更をクリックしてく
ださい。

変更ボタンの押下をもって、変更
手続きは完了となります。

2
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管理者メニュー

管理者トップページへログオン
後、契約法人情報変更をクリック
し、表示されるメニューから契約
法人Eメールアドレス変更をク
リックしてください。

1

８．メール設定の変更
（１）契約法人Ｅメールアドレス変更

管理者トップページへログオン後、
各種照会をクリックし、表示される
メニューからEメール通知情報照
会をクリックしてください。

1

（２）Ｅメール通知情報照会
Eメールの通知対象者および通知内容の確認に使用します。

「新しい契約法人Ｅメールアドレス」
を入力し、変更をクリックしてくだ
さい。

変更後の契約法人Eメールアドレ
スをご確認ください。

2

ご登録済みのEメールアドレスをご
確認ください。

3

通知内容／通知対象者をご確認く
ださい。

2
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９．利用者電子証明書再発行

管理者メニュー

利用者電子証明書の再発行は管理者が行う必要があります。

管理者トップページへログオン
後、利用者・業務情報登録/変更を
クリックし、表示される利用者情
報登録/変更をクリックしてくだ
さい。

1

「利用者情報の変更」メニューの
利用者一覧から、対象の利用者を
選択し、変更をクリックしてくださ
い。

2
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「現在の電子証明書を失効し、再
発行する」にチェックを入れてくだ
さい。

3

契約法人確認暗証番号を入力
し、変更をクリックしてください。
※ この後、利用者として使うパソコン上で
「ログオン画面」の利用者電子証明書取
得ボタンから改めて利用者電子証明書
の取得作業を行ってください。

※ 契約法人の電子証明書再発行につきま
しては、当行窓口まで手続きをお申し付
けください

4

管理者メニュー
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管理者メニュー

管理者トップページへログオン
後、利用者・業務情報登録/変更を
クリックし、表示されるメニュー
から振込手数料参照/変更をク
リックしてください。

1

10. 振込手数料マスタ登録・変更・参照

振込手数料を当方負担振込手数
料、先方負担振込手数料から選
び、選択をクリックしてください。

2
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管理者メニュー
〈画面例〉先方負担振込手数料

現在の振込手数料情報を確認し、
手数料を変更しない場合は参照終
了をクリックしてください。
※ ご契約当初は「標準手数料」が登録され

ています。
※ 標準手数料とは金融機関が定める手数

料のことです。

3

（1） 金融機関の標準手数料を設定
する場合
１． 「契約法人確認暗証番号」

をご入力ください。
２． 標準手数料使用をクリッ

クしてください。
（2） 手数料計算方法を変更する場

合
１． 手数料計算方式をプルダ

ウンより方式をご選択くだ
さい。
※ 手数料計算方法切替には、据

置型、未満手数料加算型、以上
手数料加算型があります。

２． 「契約法人確認暗証番号」
をご入力ください。

３． 手数料計算方法切替をク
リックしてください。

5

手数料を変更する場合は、個別手
数料変更をクリックしてくださ
い。
※ 個別手数料とはお客さま（企業）独自に

設定する手数料のことです。

4
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管理者メニュー
〈画面例〉当方負担振込手数料
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管理者メニュー

「基準金額」と「振込手数料（差額金
額）」をご変更ください。
※ 標準手数料を使用する場合は、標準手数
料読込をクリックしてください。

1

〈画面例〉先方負担振込手数料

「契約法人確認暗証番号」を入力
し、登録をクリックしてください。

2

〈画面例〉当方負担振込手数料
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【先方負担手数料テーブル】
基準金額（区分） 先方負担手数料

30,000円未満（Ａ区分） 440円

30,000円以上（Ｂ区分） 660円

①【据置型（30,000円）】
　手数料テーブルの金額範囲（計算上区分）を「基準金額」と同一（30,000円）とし、支払金額を比較して先
方負担の手数料を算出します。
　　支払金額30,000円未満（Ａ①区分）　→　440円
　　支払金額30,000円以上（Ｂ①区分）　→　660円           で比較します

支払金額（計算上区分） 計算上差引く
先方負担手数料 振込金額（区分） 左記の振込金額に

掛かる手数料(※)

441～29,999円（Ａ①）　 440円 1～29,559円（Ａ） 440円

30,000～30,659円（Ｂ①-1） 660円 29,340～29,999円（Ａ） 440円

30,660～           円（Ｂ①-2） 660円 30,000～           円（Ｂ） 660円

②【未満手数料加算型（30,440円）】
　手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の未満手数料金額を足したもの（30,440円）を新たな手数料
テーブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。
　　支払金額30,440円未満（Ａ②区分）　→　440円
　　支払金額30,440円以上（Ｂ②区分〉　→　660円           で比較します。

支払金額（計算上区分） 計算上差引く
先方負担手数料 振込金額（区分） 左記の振込金額に

掛かる手数料(※1)

441～  30,439円（Ａ②)　 440円 1～29,999円（Ａ） 440円

30,440～30,659円（Ｂ②-1) 660円 29,780～29,999円（Ａ） 440円

30,660～           円（Ｂ②-2) 660円 30,000～           円（Ｂ） 660円

③【以上手数料加算型（30,660円）】
　手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の以上手数料金額を足したもの（30,660円）を新たな手数料
テーブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。
　　支払金額30,660円未満（Ａ③区分）　→　440円
　　支払金額30,660円以上（Ｂ③区分）　→　660円           で比較します

支払金額（計算上区分） 計算上差引く
先方負担手数料 振込金額（区分） 左記の振込金額に

掛かる手数料(※1)

   441～30,439円（Ａ③-1） 440円 1～29,999円（Ａ） 440円

30,440～30,659円（Ａ③-2） 440円 30,000～30,219円（Ｂ） 660円

30,660～           円（Ｂ③）　 660円 30,000～           円（Ｂ） 660円

※：当方負担手数料が先方負担手数料テーブルと同じ場合の例です。　　
※：上記はすべて消費税等を含んでおります。

〈参考〉手数料の考え方
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利用者暗証番号・確認暗証番号変更

利用者情報変更をクリックし、表
示されるメニューから利用者暗
証番号変更または、利用者確認暗
証番号変更をクリックしてくだ
さい。

1

現在の利用者暗証番号（利用者
確認暗証番号）、新しい利用者暗
証番号（利用者確認暗証番号）を
入力し、変更をクリックしてく
ださい。変更完了画面へ遷移し、
手続きは完了となります。

2

〈画面例〉利用者確認暗証番号

〈画面例〉利用者暗証番号
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利用者Ｅメールアドレス変更

利用者情報変更をクリックし、表
示されるメニューからEメールア
ドレス変更をクリックしてくだ
さい。

1

新しい利用者Eメールアドレス入
力し、変更をクリックしてくださ
い。変更完了画面へと遷移し、手
続きは完了となります。

2

利用者暗証番号・確認暗証番号変更



※画面は利用者ですが管理者でも同様のお手続きで更新できます。
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電子証明書更新手続き

⃝電子証明書の更新手続きは有効期限の30日前から可能となります。
⃝当行が推奨するパソコン環境でご利用ください。（推奨環境以外では電子証明書が更新できません。）

⃝ 以下の場合は、再発行（初期化）のお手続き（※1,2）が必要となり、再度ご利用いただけるまでにお時間がかかりますの
で、あらかじめご了承願います。

　○電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合　　　○更新操作後の新しい電子証明書を誤って削除した場合
　○更新操作が正常に行われなかった場合
※１【契約法人電子証明書】 （管理者用）
　　ご来店での書面による手続きが必要になります。 

※２【利用者電子証明書】
　　 管理者へ速やかに連絡してください。管理者が利用者用の「電子証明書」の再発行（初期化）を行うことで、 再度「電子

証明書」を取得できるようになります。ご参照ください。

ご注意ください

利用者暗証番号を入力し、ログ
オンをクリックしてください。

1
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次へをクリックしてください。
※ 確認チェックボックスをチェックして次へ

をクリックした場合は電子証明書の更新
は行われずに、契約法人ステータス画面
に移動します。

2

実行をクリックしてください。
「電子証明書」の更新が開始され、
更新中画面が表示されます。
※ 中断する場合は、キャンセルをクリッ

クしてください。

3

実行ボタンクリック後、更新以外の操作（以下参照）は行わないでください。
※ 電子証明書が破損してしまい、更新作業やログオンができなくなってしまいます。
⃝ ブラウザの戻るボタンや更新ボタンをクリックする。
⃝ ブラウザを閉じる（電源を切る）
⃝ 他のユーザーでログオンする など

ご注意ください

電子証明書更新手続き
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電子証明書更新手続き

「Ｗebアクセスの確認」画面が表示
されます。
はいをクリックしてください。

電子証明書取得中になりますので、
そのままお待ちください。

4

5

再度、「Ｗebアクセスの確認」画面
が表示されます。
はいをクリックしてください。

6

電子証明書の更新完了しました。　
閉じるをクリックしてください。
※ 自動的にログオフします。開いているブラ

ウザはすべて閉じてください。
※ 次回ログオン時の証明書選択画面では、

古い電子証明書も表示されますが、新しい
電子証明書を使用してログオンしてくださ
い。古い証明書は有効期限後に画面から表
示されなくなります。

7
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〈参考〉各種ファイル仕様
外部ファイル入出力仕様

外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは、下表の通りとなります。

項番 内容 外部ファイル
入出力可能な取引

出力ファイル　
フォーマット

入力ファイル
フォーマット ＣＳＶ

フォーマット
ファイル名称全銀

フォーマット
ＣＳＶ

フォーマット
全銀

フォーマット
ＣＳＶ

フォーマット

1 総合振込情報 総合振込データ登録時 ○ × × ○

2 給与・賞与振込
情報

給与・賞与振込データ
登録時 ○ × × ○

3 預金口座振替
情報

預金口座振替データ
登録時 ○ × × ○

4 口座振替結果
情報

預金口座振替データ
参照・印刷時 ○ ○ × × 口座振替結果受信

ＣＳＶファイル

5 入出金取引明細
情報

入出金取引明細データ
参照・印刷時 ○ ○ × × 入出金取引明細

ＣＳＶファイル

6 振込入金明細
情報

振込入金明細データ
参照・印刷時 ○ ○ × × 振込入金明細

ＣＳＶファイル

7 受取人情報 総合振込の受取人
マスタ作成時 × ○ ○ ○ 受取人情報

ＣＳＶファイル

8 従業員情報 給与・賞与の従業員
マスタ作成時 × ○ ○ ○ 従業員情報

ＣＳＶファイル

9 支払人情報 預金口座振替の
支払人マスタ作成時 × ○ ○ ○ 支払人情報

ＣＳＶファイル
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〈参考〉各種ファイル仕様
外部ファイル出力 ファイル仕様

①口座振替結果受信ＣＳＶファイル
項番 区分 項      目 タイプ・桁数 備      考

1

ヘッダ
レコード

データ区分 数字-半角1 ‘1’固定
2 種別コード 数字-半角2 ‘91’固定
3 コード区分 数字-半角1 ‘0’(JIS)
4 委託者コード 数字-半角10
5 委託者名 英数カナ記号-半角MAX40
6 引落日 数字-半角4 MMDD
7 取引銀行番号 数字-半角4
8 取引銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
9 取引支店番号 数字-半角3
10 取引支店名 英数カナ記号-半角MAX15
11 預金種目 数字-半角1 普通:‘1’,当座:‘2’,その他:‘9’
12 口座番号 数字-半角7
13

データ
レコード

データ区分 数字-半角1 ‘2’固定
14 引落銀行番号 数字-半角4
15 引落銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
16 引落支店番号 数字-半角3
17 引落支店名 英数カナ記号-半角MAX15

18 預金種目 数字-半角1 普通:‘1’,当座:‘2’,
納税準備預金:‘3’,その他:‘9’

19 口座番号 数字-半角7
20 預金者名 英数カナ記号-半角MAX30
21 引落金額 数字-半角10

22 新規コード 数字-半角1 第1回引落分:‘1’,変更分:‘2’,
その他:‘0’

23 顧客番号 数字-半角20

24 振替結果コード 数字-半角1

振替済:‘0’,資金不足:‘1’,
取引なし:‘2’,
預金者の都合による振替停止:‘3’,
預金口座振替依頼書なし:‘4’,
委託者の都合による振替停止:‘8’,
その他:‘9’

②入出金取引明細ＣＳＶファイル
　［普通預金・当座預金の場合］

項番 区分 項      目 タイプ・桁数 備      考
1

ヘッダ
レコード

データ区分 数字-半角1 ‘1’固定
2 種別コード 数字-半角2 ‘03’固定
3 コード区分 数字-半角1 ‘0’(JIS)
4 作成日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
5 勘定日(自) 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
6 勘定日(至) 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
7 銀行コード 数字-半角4
8 銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
9 支店コード 数字-半角3
10 支店名 英数カナ記号-半角MAX15
11 預金種目 数字-半角1 普通:‘1’,当座:‘2’,貯蓄:‘4’
12 口座番号 数字-半角10
13 口座名 英数カナ記号-半角MAX40
14 貸越区分 数字-半角1 正:‘1’,負:‘2’
15 通帳・証書区分 数字-半角1 通帳:‘1’,証書:‘2’
16 取引前残高 数字-半角14

17 データ
レコード データ区分 数字-半角1 ‘2’固定
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項番 区分 項      目 タイプ・桁数 備      考
18

データ
レコード

照会番号 数字-半角8
19 勘定日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
20 預入・払出日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
21 入払区分 数字-半角1 入金:‘1’,出金‘2’

22 取引区分 数字-半角2

現金:‘10’,振込:‘11’,
他店券入金:‘12’,交換:‘13’,
振替:‘14’,その他:‘18’,
訂正:‘19’

23 取引金額 数字-半角12
24 うち他店券金額 数字-半角12
25 交換呈示日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
26 不渡返還日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)

27 手形・小切手区分 数字-半角1 小切手:‘1’,約束手形:‘2’,
為替手形:‘3’

28 手形・小切手番号 数字-半角7
29 僚店番号 数字-半角3
30 振込依頼人コード 数字-半角10

31 振込依頼人名または契約
者番号 英数カナ記号-半角MAX48

32 仕向銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
33 仕向店名 英数カナ記号-半角MAX15
34 摘要内容 英数カナ記号-半角MAX20
35 ＥＤＩ情報 英数カナ記号-半角MAX20

③ 振込入金明細ＣＳＶファイル
項番 区分 項      目 タイプ・桁数 備      考

1

ヘッダ
レコード

データ区分 数字-半角1 ‘1’固定
2 種別コード 数字-半角2 ‘01’固定
3 コード区分 数字-半角1 ‘0’(JIS)
4 作成日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
5 勘定日(自) 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
6 勘定日(至) 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
7 銀行コード 数字-半角4
8 銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
9 支店コード 数字-半角3
10 支店名 英数カナ記号-半角MAX15
11 預金種目 数字-半角1 普通:‘1’,当座: ‘2’,貯蓄: ‘4’
12 口座番号 数字-半角7
13 口座名 英数カナ記号-半角MAX40
14

データ
レコード

データ区分 数字-半角1 ‘2’固定
15 照会番号 数字-半角6
16 勘定日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
17 起算日 数字-半角6 YYMMDD(和暦)
18 金額 数字-半角10
19 うち他店券金額 数字-半角10
20 振込依頼人コード 数字-半角10
21 振込依頼人名 英数カナ記号-半角MAX48
22 仕向銀行名 英数カナ記号-半角MAX15
23 仕向店名 英数カナ記号-半角MAX15
24 取消区分 数字-半角1 取消: ‘1’
25 ＥＤＩ情報 英数カナ記号-半角20
④受取人情報ＣＳＶファイル：「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。
⑤従業員情報ＣＳＶファイル：「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。
⑥支払人情報ＣＳＶファイル：「外部ファイル入力 ファイル仕様」《P140》参照。

支払人コードに値が登録されていない場合、該当項目は値なしで出力されます。  

〈参考〉各種ファイル仕様
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〈参考〉各種ファイル仕様
外部ファイル入力 ファイル仕様

①受取人情報ＣＳＶファイル
項番 項      目 タイプ・桁数 区分 備      考

1 金融機関コード 数字－半角4 必須
2 金融機関カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
3 金融機関漢字名 漢字－全角MAX30 任意
4 支店コード 数字－半角3 必須
5 支店カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
6 支店漢字名 漢字－全角MAX30 任意

7 預金種目 数字－半角1 必須 1:普通預金  2:当座預金
4:貯蓄預金  9:その他

8 口座番号 数字－半角7 必須
9 受取人カナ名 英数カナ－半角MAX48 必須
10 受取人漢字名 漢字－全角MAX48 任意
11 顧客コード1 数字－半角10 任意 それぞれ「オール9」は設定できません。12 顧客コード2 数字－半角10 任意
13 振込指定区分 数字－半角1('7'or'8') 必須 7:電信振込  8:文書振込
14 手数料区分 数字－半角1('0'or'1') 必須 0:当方負担  1:先方負担

②従業員情報ＣＳＶファイル
項番 項      目 タイプ・桁数 区分 備      考

1 金融機関コード 数字－半角4 必須
2 金融機関カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
3 金融機関漢字名 漢字－全角MAX30 任意
4 支店コード 数字－半角3 必須
5 支店カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
6 支店漢字名 漢字－全角MAX30 任意
7 預金種目 数字－半角1 必須 1:普通預金  2:当座預金
8 口座番号 数字－半角7 必須
9 従業員カナ名 英数カナ－半角MAX30 必須
10 従業員漢字名 漢字－全角MAX48 任意
11 従業員コード1 数字－半角10 任意 それぞれ「オール9」は設定できません。12 従業員コード2 数字－半角10　　　　　　　　　　 任意

③支払人情報ＣＳＶファイル
項番 項      目 タイプ・桁数 区分 備      考

1 委託者コード 数字－半角10 任意 外部ファイル出力時は、設定されません
2 金融機関コード 数字－半角4 必須
3 金融機関カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
4 金融機関漢字名 漢字－全角MAX30 任意
5 支店コード 数字－半角3 必須
6 支店カナ名 英数カナ－半角MAX15 任意
7 支店漢字名 漢字－全角MAX30 任意

8 預金種目 数字－半角1 必須 1:普通預金      2:当座預金
3:納税準備預金  9:その他

受取人カナ名 英数カナ－半角MAX48 必須
9 口座番号 数字－半角7 必須
10 支払人カナ名 英数カナ－半角MAX30 必須
11 支払人漢字名 漢字－全角MAX48 任意

12 支払人コード 英数カナ－半角20
(但し、全銀規定文字種のみ) 任意 「オール9」は設定できません。

13 メモ 漢字かな英数カナ記号 全角20(半角40)MAX 任意
14 口座情報登録番号 英数－半角15 任意 同一口座登録の場合は必須

⃝ 金融機関コード、支店コード、口座番号、顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくても良く、桁数が足りない場合は登録処
理時に前に足りない桁数分“0”を付与します。支払人コードに英カナが含まれる場合、後に不足桁数分“半角スペース“を付与します。

⃝ 金融機関カナ名、支店カナ名、受取人カナ名、従業員カナ名、支払人カナ名は小文字を含んでいても良く、登録時に小文字は大文字に変換
されます。

⃝ ダブルクォーテーションが２つ連続する場合（””）、該当項目を省略項目として扱います。



141

〈参考〉各種ファイル仕様
外部データ入力 ファイル仕様

①【総合振込】
顧客コード１
（任意）※

顧客コード２
（任意）※

受取人カナ名称
（任意）※

支払金額
（任意）

ＥＤＩ情報
（任意）

タイプ 数字 数字 英数カナ 数字 英数カナ

桁数 10 10 MAX　30 MAX　10 MAX　20

例

1234567890 1234567890 10000 EDIJOUHOU01

ウケトリニン001 20000

10 10 ウケトリニン002 30000 EDIJOUHOU03

②【給与(賞与)振込】
従業員コード１

（任意）※
従業員コード２

（任意）※
従業員カナ名称

（任意）※
振込金額
（任意）

タイプ 数字 数字 英数カナ 数字

桁数 10 10 MAX　30 MAX　10

例

1234567890 1234567890 10000

ジュウギョウイン001 20000

10 10 ジュウギョウイン002 30000

③【預金口座振替】
支払人コード１

（任意）※
支払人コード２

（任意）※
支払人カナ名称

（任意）※
引落金額
（任意）

タイプ 数字 数字 英数カナ 数字

桁数 10 10 MAX　30 MAX　10

例

1234567890 1234567890 10000

シハライニン001 20000

10 10 シハライニン002 30000

※コード１、コード２、カナ名称のうち、いずれかの項目の入力が必須です。
　（マスタ登録済みデータでコード１／コード２両方が設定されている場合、セットで入力が必須となります。）
　両方入力されている場合は、コード／カナ名称の両方で検索します。

⃝ 上記のようなデータ（太枠で囲まれた部分）をＣＳＶファイルとして作成します。
⃝ 顧客コード、従業員コード、支払人コードは桁数が満たなくても良く、桁数が足りない場合、検索処理時に前に足りない桁数分“0”を付

与して検索を行います。
⃝ 総合振込、給与(賞与)振込、預金口座振替の場合、カナ名称のみ入力されている時は検索用カナ名称でマスタの検索を行います。
⃝ 受取人カナ名、従業員カナ名、市区町村カナ名、支払人カナ名は小文字を含んでいても良く、登録時に小文字は大文字に変換されます。
⃝ ダブルクォーテーションが２つ連続する場合（””）、該当項目を省略項目として扱います。
⃝ 支払人コード１または支払人コード２が登録されていない場合は、該当項目にＡＬＬ９（9999999999（10桁））を入力してください。 
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〈参考〉各種ファイル仕様
全銀協規定ファイル名

全銀協規定ファイル名には１２バイトあり、上位４バイトは「産業別コード」、下位８バイトは「全銀協制定磁
気テープ・フォーマット」で定められた、全銀協規定ファイル名を指定します。

● 産業別コード（４バイト）……‘５０２０’を指定（全銀協手順固定値）
● データコード（４バイト）……下表を参照
● サイクル番号（２バイト）……‘０１’～‘９９’のシーケンス番号（伝送の順番）を指定
● 残り（２バイト）………………‘００’を指定

（例）総合振込の場合  ：  502001210100(その日初めて通信を行う場合)

平成13年８月現在

適　用　業　務 データ
コード 適　用　業　務 データ

コード

 振込入金通知 1  預金口座振替通知 193

 入出金取引明細 3  住宅ローン関係（財形ローン） 211

 残高通知（預金） 4  住宅ローン関係（その他） 212

 給与振込（民間） 111  借入金計算書 231

 賞与振込（民間） 112  借入金残高明細 232

 給与振込（地方公務員） 171  借入金残高合計 233

 賞与振込（地方公務員） 172  財形貯蓄関係（依頼明細） 300

 総合振込 121  財形貯蓄関係（処理結果明細：積立内容） 301

 株式配当金振込 141  財形貯蓄関係（処理結果明細：利子補給） 302

 年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込 143  財形貯蓄関係（処理結果明細：その他） 309

 公的年金保険の年金・一時金給付金振込 144  外国為替取引明細（会計性） 425

 医療保険の給付金振込 145  外国為替取引明細（非会計性） 426

 振込口座照会（依頼明細） 198  外国為替関連情報 427

 振込口座照会（処理結果明細） 199  外国送金依頼 435

 預金口座振替（依頼明細） 191  荷為替輸入信用状発行依頼 428

 預金口座振替（処理結果明細） 191  外貨預金入出金取引明細 9


