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はじめに

このたびは三十三銀行「法人インターネットバンキング」をご利用いただき、まことにありがとうございます。
本マニュアルは、「法人インターネットバンキング」をご利用いただくうえでの留意事項、各業務の操作手順について
記述しています。

・ 本マニュアルで使用する取引画面例は、色、ボタンの形状、各種メニュー押下時のリスト出力の形状等が、実際の表示とは

異なる場合がありますのでご了承ください。

※ 法人インターネットバンキングは、以下「法人ＩＢ」と表記いたします。

お願い

法人ＩＢは、操作性の向上等を目的として、適宜機能追加を実施いたします。
追加する機能等については、当行ホームページでお知らせいたします。
また、操作方法が変更となる場合は、操作マニュアルを改訂し、当行ホームページ上に掲示いたしますので、
必要に応じダウンロードしてご利用ください。

・ 当行ホームページアドレス  https://www.33bank.co.jp
・ 法人ＩＢホームページアドレス  https://www.33bank.co.jp/hojin/gourika/ib/index.html

法人インターネットバンキングＱ＆Ａ

本マニュアルのP128ページ以降に「よくある質問について」をご用意しております。
お問合せ前にご確認ください。
・ サービス全般について ・ 収納サービスについて
・ ご利用環境について ・ ファイル伝送について
・ 取引結果の電子メールについて ・ 暗証番号について
・ 申込書について ・ 電子証明書について
・ 残高照会について ・ ワンタイムパスワードについて
・ 資金移動（振込・振替）について ・ 操作について
・ 取引履歴照会について

お問合せ先

法人ＩＢに関するお問合せは下記までご連絡ください。

三十三銀行　EBサポートセンター

・ フリーダイヤル　 ０１２０－３０６－１２０

※ 受付時間は平日午前9時から午後5時までとなります。

・ 電子メール eb_support@33bank.co.jp

※ 24時間365日受付します。原則として、回答は翌営業日以降となります。

※ セキュリティ確保の観点から、暗証番号等は電子メールで送信しないでください。

※ 操作方法に関するお問合せの場合は、該当のサービス名（資金移動・総合振込等）と
お聞きになりたい操作内容をご記入ください。

※ ご連絡先（ご担当者名、ご連絡先電話番号）をご記入ください。

ご留意事項



■ １．ご留意事項 ■ 3．税金各種料金払込み

ご利用になる前に    P.01 業務の流れ・概要    P.36

ご利用環境の準備    P.01 税金各種料金払込み    P.36

セキュリティについて    P.02 民間料金払込み    P.37

電子証明書方式の仕組みについて    P.02 国庫金照会キー情報入力画面    P.39

お申込からご利用開始までの流れについて    P.04 地公体確認番号照会キー情報入力画面    P.39

ご契約後の初期設定操作について    P.05 取引履歴の照会    P.40

各種手数料一覧（税込）について    P.06 情報リンク方式    P.41

サービス内容一覧について    P.06

オンライン取引サービス利用可能時間について    P.06

データ伝送サービス送信時限について    P.06

■ 2．オンライン取引

利用者ログオン選択    P.08

オンライン取引概要    P.09

残高照会    P.10

入出金明細照会    P.10

資金移動    P.11

資金移動（権限設定なし）    P.11

資金移動（権限設定あり）    P.19

取引履歴の照会    P.30

予約照会・取消    P.32

結果照会    P.33

都度指定先口座の管理    P.34

都度指定先口座の新規登録    P.34

都度指定先口座の修正    P.34

都度指定先口座の削除    P.35
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■ 4．ファイル伝送 ファイル伝送（共通）    P.86

伝送各サービスの送受信処理日と日数の数え方    P.43 入出金明細データ受信    P.86

利用者ログオン選択    P.44 ZEDI(全銀EDI情報）の受信（取引エントリー）    P.87

受信データ参照・印刷    P.89

総合振込    P.45 各種印刷    P.90

受取人マスター作成・削除 個別入力    P.91

マスタ呼出    P.92

受取人マスタ作成    P.45 外部ファイル送信    P.93

受取人マスタ修正    P.47 ZEDI(全銀EDI情報）の送信（外部ファイル送信）    P.99

受取人マスタ削除    P.48 外部ファイル受信    P.102

受取人マスタ一括削除    P.49 ZEDI(全銀EDI情報）の受信（外部ファイル受信）    P.104

振込データ作成    P.50 外部ファイル出力(各マスタ）    P.107

振込データ承認・送信    P.52 外部ファイル出力(全銀フォーマット）    P.107

依頼人マスタ参照・グループ名登録    P.54 外部ファイル出力（入出金明細）    P.108

外部ファイル入力    P.109

CSVファイル（総合振込）    P.110

外部データ入力    P.110

金融機関情報チェック    P.111

給与・賞与振込    P.55 ■ ５．管理者と利用者
従業員マスター作成・削除

契約法人管理情報変更･利用者情報変更    P.112

従業員マスタ作成    P.55

従業員マスタ修正    P.57 契約法人（管理者）暗証番号変更    P.112

従業員マスタ削除    P.58 契約法人（管理者）確認暗証番号変更    P.112

従業員マスタ一括削除    P.59 契約法人Eメールアドレス変更    P.112

振込データ作成    P.60 利用者中止解除操作    P.113

振込データ承認・送信    P.62 利用者登録抹消操作    P.113

依頼人マスタ参照・グループ名登録    P.64 利用者事故登録操作    P.114

利用者事故登録解除操作    P.114

利用者暗証番号変更    P.115

地方税納入    P.65 利用者確認暗証番号変更    P.115

メールワンタイムパスワード送信先アドレス変更    P.116

納入データ作成    P.65

納入データ承認・送信    P.68 ■ ６．その他資料等
企業マスタ参照    P.70

電子証明書の新規登録・発行    P.117

電子証明書の取得    P.120

預金口座振替    P.71 電子証明書の更新    P.124

支払人マスター作成・削除 電子証明書の失効・再発行    P.126

支払人マスタ作成    P.71 セキュリティ上のお知らせ    P.127

支払人マスタ修正    P.74

支払人マスタ削除    P.75 法人ＩＢ　Ｑ＆Ａ    P.128

支払人マスタ一括削除    P.76

振替データ作成    P.77 法人略語・営業所略語・事業略語について    P.137

振替データ承認・送信    P.79

委託者マスタ参照・グループ名登録    P.81 受取人等の入力について    P.137

振替結果データ受信    P.83

受信データ参照・印刷    P.84 資料：外部ファイル入力ファイル仕様    P.138

資料：外部データ入力ファイル仕様    P.139

改訂履歴    P.141
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◆暗証番号はお客様がご本人であることを確認するためのとても大切な情報です。
　 暗証番号を ”メモに残す”、”パソコン内に保存する”、”他人に教える”などの行為は行わずに
　 暗証番号が知られないよう十分ご注意ください。
◆暗証番号をお決めになる時は、生年月日、電話（携帯）番号、ご自宅の住所・番地、自動車の
　 ナンバーなど、推測されやすいものはお避けください。
◆当行から暗証番号等の重要な情報を電話やEメールでお聞きすることはございません。
◆不審なメールを不用意に開いたり、不審なWebサイトへのアクセス、フリーソフトの安易な
　 インストールによるスパイウェア・ウィルス感染にご注意ください。
◆お取引のご確認のため操作後、操作した利用者本人と管理者の登録メールアドレス宛に通知メールを
　 送信しますので、アドレスは最新のものを登録してください。
　 アドレスは管理者で登録・変更できます。
◆金融機関を装った電子メール等により、偽りのホームページに誘導して、暗証番号・住所・氏名・
　 口座番号等の個人情報を不正入手されたり、スパイウェアと呼ばれるソフトを使って、お客様の
　 パソコンからインターネットバンキングで使用している暗証番号等を不正入手し悪用する悪質な
　 事件（フィッシング詐欺等）が発生していますのでご注意ください。

（1）ご利用環境の準備

① 本サービスをご利用いただく前に次のものが揃っていることをご確認ください。

あらかじめご用意していただくもの
  ・パソコン
  ・インターネット接続回線
  ・電子メールアドレス
  ・法人ＩＢ利用申込書（お客様控）
  ・ご契約内容のお知らせ（当行からの送付物）
  ・カメラ付きハードトークン（当行からの送付物）

② 当行からの送付物 （ご契約内容のお知らせ、カメラ付きハードトークン）

・ 「ご契約内容のお知らせ」と「カメラ付きハードトークン」が当行から到着していることをご確認ください。

・ 「ご契約内容のお知らせ」は、当行から本サービスをご契約いただきましたお客様に送付させていただくもので、
お申込されたサービス内容の他、お客様の本人確認に必要な契約法人ID、契約法人ワンタイムパスワード等の
重要なセキュリティ情報が記載されています。

・ サービスの不正利用を防止する観点から、「ご契約内容のお知らせ」は管理者の方の責任において、厳重に
保管・管理していただくようお願いいたします。

 　

ご  利  用  に  な  る  前  に

★ 法人ＩＢ利用時はウィルス対策ソフトを使用することをお勧めします ★

ご留意事項について
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（2）セキュリティについて
契約法人様の大切なデータをインターネット上で安全に授受するために、本サービスでは最新のセキュリティ技術を
導入しております。

インターネット上での盗聴・改ざんを防止するため、ご利用のパソコンのブラウザと当行のインターネットバンキングシステムの

間は、最新の暗号化技術であるSSL(Secure Sockets Layer)を導入し暗号化通信を行います。

フィッシング詐欺を未然に防止する目的でEVSSL証明書(Extended Validation Secure Sockets Layer)を導入しています。

契約法人ID、契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、契約法人ワンタイムパスワードを利用して契約法人の確認を

行います。また、契約法人ID、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を利用して利用者の確認を行います。

・暗証番号等はセキュリティを確保するうえで最も重要な事項であり、その管理には十分にご注意ください。

・セキュリティを確保するため、暗証番号等は適宜変更されることをお勧めします。

ログオン後、一定の時間操作がないと自動的にログオフします。

取引を終了する場合や離席する時は必ずログオフしてください。

お取引結果を、管理者と操作した利用者宛に電子メールで通知しますので、万が一の誤操作や不正利用を早期に発見できます。

・電子メールアドレスを変更した際、変更前と変更後のメールアドレス双方に通知します。

利用者権限の設定 利用者毎にご利用いただけるサービス、利用限度額や機能設定ができますので不正利用を未然に防止することができます。

ログオン直後に直近3回までのログオン利用状況を表示しますので、なりすましによる不正利用（アクセス）がないか確認して

いただくことができます。

「Phish Wallプレミアム」はフィッシング・MITB攻撃による不正送金対策ツールです。

当行ホームページにアクセスすると「Phish Wallプレミアム」がツールバー等に緑のシグナルを点灯させ真正なサイトで

あることを証明し、法人ＩＢを安心してご利用していただくことができます。

注：他のセキュリティソフトを利用している場合、「Phish Wallプレミアム」のご利用はお客様のご判断にお任せ

     いたします。

暗証番号などを変更せずに長期ご利用されるとセキュリティ上のお知らせ画面を表示し、暗証番号などの変更を

お勧めします。

ソフトウェアキーボード キーロガータイプのスパイウェア対策としてソフトウェアキーボードのご利用をお勧めします。

お客様のパソコンに当行が発行する「電子証明書」を導入していただき、法人ＩＢをご利用時は、

その「電子証明書」を利用して本人認証確認を行う方式です。第三者による不正利用（なりすまし等）の

リスクが軽減されセキュリティ面での強化を図ることができます。

資金移動または税金・各種料金の払込のお取引時に、1回限りのパスワードをご登録いただいた携帯電話または

スマートフォンのメールアドレスに送信し、送信されたパスワードを入力しない限り取引ができない機能です。

メールワンタイムパスワードはMITB(Man in the Browser)、MITM(Man in the Middle Attack)に対して有効な機能です。

メール本文に記載された振込先名義人、振込先口座の下3桁を確認していただくことで安全にお取引を行っていただけます。

・MITB、MITMとはご利用のブラウザを乗っ取りお客様と銀行間で送受信される情報を改ざんし振込先口座を変更して

　正しい操作をしても不正に送金させられてしまうことを指します。

取引情報を元に生成された二次元バーコードを読み取り、暗証番号を表示させる小型の端末機であり、

メールワンタイムパスワードと同様の機能を有します。

（3）ソフトウェアキーボードについて

ソフトウェアキーボードとは、画面上にキーボードを表示してマウスで画面上のキーをクリックする事で、パスワード（暗証番号）
等を入力するソフトです。キーボードからの入力情報を盗むキーロガー型のスパイウェアに効果がありますのでご利用を
お勧めします。キーロガー型以外のスパイウェアや他に悪意をもったソフトウェア等がありますので、ソフトウェアキーボードの
利用に加えセキュリティソフトの導入及び付随ソフトやOSの更新等、セキュリティ対策を実施されることをお勧めします。

（4）電子証明書方式の仕組みについて（任意設定）

① 電子証明書とは？

ご本人確認（認証）方式として、「ID・暗証番号方式」と「電子証明書方式」を選択できるようになっております。
「ID・暗証番号方式」では利用環境を満たす複数のパソコンから法人ＩＢをご利用いただけますが、電子証明書方式では
ご契約者様のパソコンに当行所定の証明書をダウンロードしてパソコンに格納する事で、法人ＩＢを利用できるパソコン
を特定して、ご契約者様以外からの取引を規制する事ができます。
なりすまし等、第三者による不正利用のリスクが軽減され、セキュリティの強化が図れます。

暗号化通信

ご本人の確認

セキュリティソフトの無料
サービス

項　　目 概　　　　　　　要

電子証明書（任意方式）
※Windows系OS +Chromium版
Microsoft Edgeでのみ利用可能

メールワンタイムパスワード

（任意方式）

新規の申し込みは取扱いして
おりません。

セキュリティ上のお知らせ

自動ログアウト機能

電子メール通知機能

利用履歴の表示

カメラ付きハードトークン

セキュリティについて
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② 電子証明書の特徴は？

・ ユーザ様に対して一つの電子証明書しか発行されません。
⇒ なりすまし等（第三者が利用者のふりをして活動する行為）による不正利用が防止できます。

・ 電子証明書を導入していないパソコン以外からはご利用できません。
⇒ 法人ＩＢを利用するパソコンを限定できますのでセキュリティがより向上します。

③ 電子証明書の導入例

管理者と利用者Ａ（1名）で、利用するパソコンが2台の場合。

管理者と利用者Ａ、Ｂ、Ｃ（3名）で、利用するパソコンが1台の場合

電子証明書を導入します。

◆ ご注意事項

■ 電子証明書の取得は、必ず法人ＩＢを利用するユーザアカウントでパソコンを起動した状態で行ってください。
■ 電子証明書の取得、更新操作は、なるべく銀行営業日の午前9：00～午後5：00の間に行ってください。
■ 管理者の電子証明書の取得に失敗されますと電子証明書の再発行の手続きが必要となり、手続きが完了する

までの期間は法人ＩＢへのログオンできなくなりますのでご注意ください。
■ 電子証明書取得後はID・暗証番号方式でのログオンはできなくなります。

複数台のパソコンや事務所⇔自宅など、パソコンと場所を問わない操作をされる方はご使用いただけません。
■ 電子証明書には有効期限があり、発行後1年間です。有効期限切れになる30日前から［ログオン後の電子証明

書更新のお知らせ画面］と［電子メール］にてお知らせいたしますので、証明書の更新操作を行ってください。
■ 管理者の電子証明書が保存されたパソコンのOSの再インストール等により証明書が削除された場合は、

再発行の手続きをしていただく事により、再取得が可能となります。
■ 「ID・暗証番号入力方式」と「電子証明書方式」との併用はできません。（どちらか一方の選択になります）

別々に導入します。

1台のパソコンに管理者用と利用者Ａ用、Ｂ用、Ｃ用の

例2：

例1：

【お客様】 【三十三銀行】
証明書申請依頼

証明書発行

注意

2台のパソコンに管理者用と利用者Ａ用の電子証明書を

電子証明書のインストールは時間に余裕のある時に操作される事をお勧めします。
（取得に失敗されますと法人ＩＢをご利用いただけなくなり再発行のお手続きが必要となります。）

電子証明書

管理者用
電子証明書

利用者用Ａ
電子証明書

管理者用
電子証明書

利用者用Ａ
電子証明書

利用者用Ｂ
電子証明書

利用者用Ｃ
電子証明書

セキュリティについて
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・ 「法人インターネットバンキング利用申込書」に ・ 「法人インターネットバンキング利用申込書」に

必要事項を記入し取引店へ提出。 必要事項を記入し取引店へ提出。

・ 契約後、約10日で郵送されます。・・・転送不要扱い ・ 契約後約10日で郵送されます。・・・転送不要扱い

・ 重要物となりますので厳重に保管してください。 ・ 重要物となりますので厳重に保管してください。

・ ご契約内容のお知らせとは別にカメラ付きハードトークン ・ ご契約内容のお知らせとは別にカメラ付きハードトークン

が郵送されます。 が郵送されます。

・ 契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号の変更、 ・ 契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号の変更、

Eメールアドレス登録、ワンタイムパスワードの入力。 Eメールアドレス登録、ワンタイムパスワードの入力。

・ 利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の登録。 ・ 利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の登録。

・ 利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の変更。

⑦

・ 利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の変更。

・ ファイル（データ）伝送業務を行う場合は各種マスタを

ご登録いただきます。

⑧

⑧

⑨

・ ファイル（データ）伝送業務を行う場合は各種マスタを

ご登録いただきます。

⑩

各種マスタ登録

利用者の情報登録(9名まで登録可能) ④ 利用者の情報登録(9名まで登録可能)

利用者電子証明書取得

各サービスご利用開始！！

利用者でログオンして開通操作

カメラ付きハードトークンの設定 ⑤ カメラ付きハードトークンの設定

⑥

⑦ 利用者でログオンして開通操作

各種マスタ登録

管理者電子証明書取得

各サービスご利用開始！！

電子証明書方式 ID・暗証番号方式

お申込からご利用開始までの流れについて

　　法人ＩＢ利用申込書を取引店へ提出 ① 　　法人ＩＢ利用申込書を取引店へ提出①

管理者でログオンして開通操作 ③ 管理者でログオンして開通操作

     ご契約内容のお知らせが到着②

③

④

⑥

⑤

   ご契約内容のお知らせ等が到着 ②

お申込から利用開始まで
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◆ 管理者とは？

「管理者」は、契約法人が指名した本サービスにかかる全ての利用権限を有する方で、契約法人毎に１名指名していただきます。

「管理者」は、他のサービス利用者を任意に指定（登録）して、「利用者」毎にサービス取引権限を設定できます。

「管理者」は、利用者を１契約について最大９名まで登録することができます。

ご契約先様の組織や体制に合った形でお取引をすることができます。

◆ 管理者の方の主な役割

■ 「ご契約内容のお知らせ」の保管・管理

■ 「契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号の管理・変更

■ 「利用者」の登録・変更・削除・利用中止解除・事故登録・事故登録解除

■ カメラ付きハードトークンの設定・利用者登録

■ 振込手数料関連情報の設定・変更

■ Eメールアドレスの変更　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　等

◆ 利用者とは？

「利用者」は、「管理者」の方が設定したサービス利用権限範囲の中で、各取引を利用することができます。

「管理者」の方からは、各サービスの取引権限、取引限度額、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号が設定されています。

通知された、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号により開通操作を行うと各取引が利用できます。

◆ カメラ付きハードトークンとは？

取引情報を元に生成された二次元バーコードを読み取り、暗証番号を表示させる「小型の端末」です。

本操作マニュアルにおいてカメラ付きハードトークンを利用して取引を行う際は、「カメラ付きハードトークン利用者マニュアル（別冊）」

をご参照ください。

をご参照ください。

初期設定操作の詳細については

別冊「法人インターネットバンキング開通操作マニュアル」

【重要】　法人ＩＢ ご契約後の初期設定操作について

ご契約後の初期設定について
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■オンライン取引サービス

資金移動(振替予約) 30営業日先までの振替予約ができます。

資金移動(振込） 事前登録先または都度指定先への振込ができます。

資金移動(振込予約) 30営業日先までの振込予約ができます。

資金移動予約照会 振替・振込予約した取引履歴の照会ができます。

振替・振込予約したデータの取消ができます。

都度口座変更 都度指定先口座の新規登録、変更、削除ができます。

      ・データの送受信       ・データの送受信

      ・マスタ登録       ・マスタ登録

      ・データ登録       ・データ登録

      ・データの送受信

注1：当行が収納代理機関でない地方公共団体については別途、公金取次手数料

      440円が必要です。

注2：当行分は1件につき110円です。

注3：祝日が日曜日の場合は日曜の時間帯になります。

注4：ご入金口座が当座預金の場合平日15:00までに操作してください。

注5：当行当座預金への振込は平日15：00までとなっております。

      振込先の金融機関や受取口座によっては、即時入金されない場合があります。

注6：（当行分宛）振込指定日の1営業日前は17：30までとなります。

注7：全銀EDI情報（XMLファイル）の送受信は平日９：００～１９：００となります。

※１ データは全銀フォーマット形式またはCSV形式で出力できます。 ★法人ＩＢのシステム変更に伴う、最新の情報はホームページ上でご確認ください。

サービス詳細名

オンライン取引サービス利用可能時間について
■オンライン取引サービス

料金

サービス内容一覧について

サービス詳細名 サービス内容

残高照会
リアルタイムに預金残高、支払可能残高の照会ができ
ます。（複数口座選択可能）

入出金明細照会
当日を含め(最大62日分)の入金・出金明細の照会が
できます。

同一店宛

振込・総合振込 １１０円

５５０円

地方税納入 無料 注1

各種手数料一覧(税込)について

(2022年2月1日現在）
サービス詳細名

他行宛

無料

資金移動予約取消 ７：００～２３：００ ７：００～２０：００

同一店宛 取引履歴照会 ７：００～２３：００

他行宛

７：００～２３：００ ７：００～２０：００

７：００～２３：００ ７：００～２０：００

都度口座変更

資金移動予約照会

７：００～２０：００

本支店宛

１１０円

給与・賞与振込
無料

平日・土曜・祝日 注3 日曜

本支店宛

７：００～２０：００ 注5

資金移動（振替予約） ７：００～２３：００ ７：００～２０：００

資金移動（振替）

資金移動（事前登録）

７：００～２３：００ 注4 ７：００～２０：００ 注4預金口座振替 振替１件につき １１０円

代金回収 　 　振替１件につき ２２０円 注2

税金・各種料金払込

残高照会 ７：００～２３：００ ７：００～２０：００

入出金明細照会

７：００～２３：００ ７：００～２０：００

７：００～２３：００ ７：００～２０：００

資金移動（都度指定） ７：００～２３：００ 注5 ７：００～２０：００ 注5

資金移動（都度指定予約） ７：００～２３：００ ７：００～２０：００

資金移動（振替）

総合振込 振込指定日の前月同日の翌営業日から１営業日前まで

データ伝送サービス送信時限について
■データ伝送サービス

サービス詳細名

ﾒｰﾙＯＴＰ
なし

資金移動

（都度指定） お取扱いできません お取扱いできません
資金移動

（都度指定予約） 平日７：００～１７：００ お取扱いできません

給与・賞与振込 
振込指定日の前月同日の翌営業日から３営業日前まで
（全て当行宛の場合は１営業日前の17:30まで）

申込していただいている利用口座間（同一店）の振替
（限度額1億円）ができます。

資金移動予約取消

税金・各種料金払込
当行所定の収納機関に税金・各種料金の払込みがで
きます。

取引履歴照会
資金移動、税金・各種料金払込みサービスの利用状
況（最大2ヵ月分）が照会できます。

■データ伝送サービス

★１２月３１日～１月４日 ８：００迄サービスを休止いたします。

給与・賞与振込
従業員への給与・賞与を一括して予約（先日付）振込
ができます。

預金口座振替と
結果照会

当行口座からの代金回収と回収結果の照会ができま
す。　結果情報は作成後30日間保有されます。

預金口座振替 お取扱いできません

サービス詳細名 平日・土曜・祝日 注3 日曜

総合振込

平日 ９：００～２０：００ 注7

サービス詳細名 サービス内容

総合振込
買掛金等の支払データを一括して予約（先日付）振込
ができます。

外部ファイル受信
入出金明細等を全銀フォーマット形式で取込みできま
す。

通信結果報告書印
刷

各データ伝送サービスの利用状況（前月１日まで）が
照会できます。

代金回収と
結果照会

他金融機関の口座からの代金回収と回収結果の照会
ができます。　結果情報は作成後30日間保有されま
す。

地方税納入

代金回収

地方税納入

外部ファイル送信

入出金明細照会

振込入金明細照会

通信結果報告書印刷

給与・賞与振込 注6

振替指定日の前月同日の翌営業日から１１営業日前まで
振替指定日の６営業日後から結果取得可能

平日 ９：００～２０：００ 注7

 ７：００～２３：００  ７：００～２０：００

従業員の給与から源泉徴収している住民税を納入で
きます。

入出金明細照会
申込口座の入出金明細データが受信できます。取引
日から30日間の保有です。　※１

振込入金明細照会
申込口座の振込入金明細データが受信できます。取
引日から30日間の保有です。　※１

外部ファイル送信
他システムで作成したデータ（全銀フォーマット形式）
を送信できます。（総振・給振・口振）

資金移動（事前登録予約） ７：００～２３：００ ７：００～２０：００

７：００～２３：００ 注5

  ７：００～２３：００    ７：００～２０：００

お取扱いできません
外部ファイル受信

データ最終受付送信時限

地方税納入
納付指定日の前月同日の翌営業日から納入月１０日の６
営業日前まで（納付指定日が銀行休業日の場合は翌営業
日になります）

預金口座振替
結果照会

振替指定日の前月同日の翌営業日から２営業日前まで
振替指定日の２営業日後から結果取得可能

代金回収
結果照会

サービスのご案内
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オンライン取引

利用者ログオン選択

オンライン取引概要

残高照会

入出金明細照会

資金移動

取引履歴の照会

予約照会・取消

結果照会

都度指定口座の管理 （新規・修正・削除）

収納サービス

税金各種料金の払込み

取引履歴の照会
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■ＩＤ・暗証番号方式 ■電子証明書方式

■契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力し ■電子証明書を使用したログオンはこちらからを選択します。

　 ログオンを押します。

■利用者の証明書を選択しＯＫを押します。

■セキュリティ上のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２７　へ

利用者トップページ画面へ

Ｑ 契約法人ＩＤとは？

A 管理者、利用者ログオン時に、契約者様ご本人であることを確認

させていただくため、契約時に銀行側で決めさせていただきました ■利用者暗証番号を入力しログオンを押します。

１０桁の数字番号で、ご契約内容のお知らせに載っています。

※契約法人ＩＤは変更できませんのでご了承願います。

Ｑ 利用者ＩＤを失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューからご確認できます。

Ｑ 利用者暗証番号、確認暗証番号を失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューを押して該当利用者を選択

して「変更」で各暗証番号を変更することができます。

■電子証明書更新のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２４　へ

■セキュリティ上のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２７　へ
利用者トップページ画面へ

Q&A

利用者ログオン選択

1111111111
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業務の流れ 利用者ログオン→残高照会・入出金明細照会・資金移動

（１）残高照会・入出金明細照会・資金移動取引で使用できる口座

本サービスの利用申込書によりお申込みいただいた利用口座（代表口座を含みます。）のみご利用いただけます。

・ご利用口座（代表口座を含みます。）は、1契約につき最大30口座までとなります。

　･ご利用口座の追加･削除は、最寄りの支店窓口までお申出ください。

（２）取引の概要

①残高照会

ご利用口座（代表口座を含みます。）のうち、指定された口座の残高照会を行います。また、複数口座を指定してのご照会も可能です。

②入出金明細照会

ご利用口座（代表口座を含みます。）のうち、指定された１口座の入出金明細照会を行います。

③資金移動（即時振替・予約振替）

ご利用口座（代表口座を含みます。）間（同一店）の振替を行います。

*即時振替についてはご入金口座が当座預金の場合、平日15時までに操作してください。

*日付を指定（30営業日先まで）しての振替予約が可能です。

④資金移動（即時振込・予約振込）

ご利用口座（代表口座を含みます。）から当行及び他の金融機関宛の振込を行います。

*日付を指定（30営業日先まで）しての振込予約が可能です。

⑤資金移動予約照会

資金移動予約（振替・振込）した取引履歴をご照会できます。

⑥資金移動予約取消

資金移動予約（振替・振込）した取消を行います。

⑦取引履歴照会

資金移動（即時振替・即時振込）（予約振替・予約振込）、資金移動予約取消した全取引の履歴をご照会できます。

⑧都度指定口座の管理

都度指定先口座の追加・変更・削除を行います。

Q&A

Ｑ 利用口座を追加、削除したい場合は？ Ｑ 資金移動の利用限度額を増額したいのですが？

A 代表口座とご利用口座のお届印をご持参のうえ、最寄りの支店 A お手数ですが当行所定の申込書にて変更手続きをお願いします。

窓口にお申し付けください。お申込書にて変更の届けを ※また、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

いただきます。

Ｑ 新たに利用口座を追加したが、利用口座を照会することができない場合は？

A 管理者の設定により利用権限のない口座は表示されません。

管理者にて「利用者契約口座権限情報の設定」が必要になります。

概　　要

オンライン取引概要
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残高照会 　step1～step3

◆第１階層メニューより残高照会、入出金明細照会を選択します。 ◆入出金明細照会を行う口座を１つ選択し照会を

◆第２階層メニューより残高照会を選択します。 押します。

◆照会範囲の指定を行ってください。

■日付指定 過去の開始日と終了日を選択し

該当日の入出金データが対象と

なります。

■週単位指定 当月の第１週～第６週までで選択した

該当週（月曜日～日曜日）の入出金

データが対象となります。

◆残高照会を行う口座を選択し照会を押します。 ■月単位指定 当月または前月を選択します。

※全選択を押すと、全口座にチェックが付きます。 選択月の入出金データが対象と

なります。

※照会日から最大62日以内のデータを取得できます。

※管理者の設定による利用権限のない口座は表示されません。

◆選択した口座の残高照会結果が表示されます。

※結果画面を印刷する場合は、画面印刷を押します。

※残高照会では、残高および支払可能残高がご照会

いただけます。

◆選択した口座の入出金明細照会結果が表示されます。

※明細数が100件を超える場合は、次ページまたは

前ページを押します。

■１回の照会取引で照会できる最大明細数は500件です。

これを超える場合は、照会範囲を変更して再度照会して

ください。

①画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷を押します。

②入出金明細結果をＣＳＶ形式で出力する場合はファイル

出力を押します。 Ｐ１０７-① へ

■ファイル出力の場合、明細件数にかかわらず全ての明細

が1ファイルに出力されます。

＊ＣＳＶ形式とは各項目を”，［カンマ］”で区切ったファイル形式です。

※金額がマイナスの場合は（例示：－1,000,000円）と表示されます。

入出金明細照会 　step1～step3

◆第１階層メニューより残高照会、入出金明細照会を選択します。

◆第２階層メニューより入出金明細照会を選択します。

step1

step2

step3

step2

step3

残高照会・入出金明細照会

step1

step4

①

②

1234567

オンライン用口座

123456

1234567

123456

123456
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　　資金移動サービス

Ｐ１１
◆資金移動先（振込先）口座を選択します。

資金移動 　　　　　step1～step18　　　　　step1～step18 ① 登録されている口座を選択する場合

◆事前登録口座または都度登録口座の中から振込先を

◆支払元口座を選択します。 　 選択し、次へを押します。 Ｐ１６-①へ

◆振込が1件の場合は次へを押します。 ② 当行口座を選択する場合は Ｐ１２へ

■連続して振込する場合は、連続資金移動を押します。 ※三十三銀行の支払先へ振込む場合

Ｐ１６－②へ ③ 他行口座を検索する場合は Ｐ１３へ

※連続して振込できる件数は、1回の送信で5件までとなります。 ※三十三銀行以外の金融機関の支払先へ振込む場合

④ 口座マスタ検索をする場合は Ｐ１５へ

※総合振込、給与・賞与振込の登録先へ振込む場合

※事前・都度登録口座が５０件を超える場合は、次または前

   を押します。

   オンライン振込先口座（事前・都度口座）が多数ある場合

   は、口座検索へを押すと金融機関名、支店名、振込先

   口座名義人による検索も可能です。

※状態が｢利用不可｣となっている事前・都度口座は

　 ご利用いただけません。

資金移動 （権限設定なし）

step1

ご注意ください!

■入金口座が当行当座預金の場合、平日１５時以降および銀行休業日は当日扱いのお取引ができません。

■資金移動（振替・振込）の結果確認は、「取引履歴照会」にて確認してください。

■資金移動（振替予約・振込予約）の受付致しました資金の引落手続きはお客様のご指定日に行います。

■資金移動限度額（振替・事前登録・都度指定）は各操作当日の累計金額となります。
■連続資金移動をご利用の場合、最後の資金移動内容の登録が完了した後、連続資金移動確認画面で資金移動内容をご確認いただき、

利用者確認暗証番号を入力のうえ送信をクリックした時点で、連続資金移動で登録された資金移動データが当行に送信されます。
連続資金移動の途中で取引を中断される場合は、送信をクリックするまでは資金移動が実行されていませんのでご注意ください。

また、当日付の資金移動については、振込先の金融機関や口座によっては、連続資金移動のうち一部の資金移動がエラーとなる場合があります。

■振込先金融機関名、支店名、科目、口座番号、口座名義のいずれか１つでも相違している場合、入金口座への入金が遅れたり、

資金をご返却させていただくことがあります。

■資金返却の場合には振込手数料はお返し出来ませんのでご了承願います。

step2

①

②
③

④
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◆”当行口座の選択”を押します。 ◆資金移動先科目、資金移動先口座番号を

　 入力し、次へを押します。 Ｐ１６へ

◆振込先支店名の検索を行いますので、振込先口座

 　のある支店名の頭文字を５０音表から選択します。

■英数字の支店名称を検索する場合は、英数を

 　押します。

※金融機関種類選択

■銀行 都市銀行、地方銀行

第二地方銀行、外国銀行等

■信用金庫 信金中央金庫、信用金庫

■信用組合・商工中金 信用組合、商工組合中央金庫

■ゆうちょ銀行・その他 ゆうちょ銀行、労働金庫、

農業協同組合等

◆選択された頭文字に該当する当行本支店が全て

   表示されますので、振込先口座のある支店名を

   選択し、次へを押します。

→

→

→

→

当行口座の選択（当行振込）

資金移動 （権限設定なし）

step1

step2

step3

step4

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金

ゆうちょ銀行・その他

1234567

12



◆振込先支店名の検索を行いますので、振込先

 　口座のある支店名の頭文字を５０音表から

◆”他行口座の検索”を押します。 　  選択してください。

◆振込先金融機関名の検索を行いますので、振込先

　 口座のある金融機関名の頭文字を５０音表から

 　選択してください。

◆選択された頭文字に該当する金融機関の本支店が

   全て表示されますので、振込先口座のある支店名

   を選択し、次へを押します。

◆選択された頭文字に該当する金融機関が全て表示

   されますので、振込先口座のある金融機関名を

   選択し、次へを押します。

※金融機関種類選択

■銀行 都市銀行、地方銀行

第二地方銀行、外国銀行等

■信用金庫 信金中央金庫、信用金庫

■信用組合・商工中金 信用組合、商工組合中央金庫

■ゆうちょ銀行・その他 ゆうちょ銀行、労働金庫、

農業協同組合等

→

→

→

→

他行口座の検索（他行振込）

資金移動 （権限設定なし）

step1

step2

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金

ゆうちょ銀行・その他

step3

step4

step5
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◆資金移動先科目、資金移動先口座番号を

　 入力し、次へを押します。 Ｐ１６へ

資金移動 （権限設定なし）

step6

14



口座マスタ検索へ

◆”口座マスタ検索へ”を選択し、次へを押します。

　

◆検索する対象マスタ、検索条件を指定し、次へ

   を押します。

   検索対象マスタは、｢受取人マスタ｣または

   ｢従業員マスタ｣です。

検索種別の説明

■ 全検索

全ての受取人または従業員を表示します。

■ 検索グループ

あらかじめ登録されたグループの受取人または

従業員を表示します。

■ 検索用カナ名称

条件（検索用カナ名称）に一致する受取人または

従業員を表示します。

■ コード

指定されたコードに対応した受取人または従業員を

表示します。

◆条件に合致する口座が表示されますので、

   振込先口座を選択し、次へを押します。 Ｐ１６へ

資金移動 （権限設定なし）

step2

step3

step1
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Ｐ１２、Ｐ１４，Ｐ１５より

Ｐ１６-① Ｐ１６-②

　　　　　　都度口座変更

◆支払金額（振込金額）、資金移動手数料（当方負担/ ◆支払金額（振込金額）、資金移動手数料（当方負担/

 　先方負担）、資金移動指定日、依頼人名、EDI情報（  　先方負担）、資金移動指定日、依頼人名、EDI情報（

 　任意）、コメント欄（任意）を入力して入力完了を押しま  　任意）、コメント欄（任意）を入力して入力完了を押しま

 　す。 Ｐ１７へ  　す。 Ｐ１８へ

■振込先を追加する場合は、追加を押します。

■クリアを押すと入力した値を全て削除します。 Ｐ１1 へ

■資金移動指定日 ：30営業日先まで予約可能 ■クリアを押すと入力した値を全て削除します。

■依頼人名 ：半角英数カナ最大４８文字 ■資金移動指定日 ：30営業日先まで予約可能

■ＥＤＩ情報(任意) ：半角最大２０文字 ■依頼人名 ：半角英数カナ最大４８文字

■コメント欄(任意) ：全角１５文字（半角３０文字）以内 ■ＥＤＩ情報(任意) ：半角最大２０文字

■入力任意項目は  P16注（1） を参照して下さい。 ■コメント欄(任意) ：全角１５文字（半角３０文字）以内

■入力任意項目は  P16注（1） を参照して下さい。

＜資金移動手数料＞
当方負担：支払金額が振込金額になります。

先方負担：支払金額から資金移動手数料を差し引いた金額が先方への振込金額になります。

　　　　　　（自動計算されます）

Ｐ１６注（１）
※1　依頼人名について

・依頼人名を変更すると入力した名前がお振込先口座の通帳に記載されます。

・支払先から番号を付けて振込してほしいと依頼がありましたら、「依頼人名」へ入力ください。

※2 ＥＤＩ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄａｔａ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ）情報は、入力した情報を振込と同時にお取引先のコンピュータに送信する場合に

 利用します。お取引先は、このＥＤＩ情報をもとに請求書の自動消込み等の処理を行っています。

・半角英数字カナ文字で入力し、記号は￥　「」　(　)　- /　。のみをご使用ください。

※3　コメント欄は取引履歴照会に反映されますので、覚え書きとしてご利用ください。(通帳には反映されません）

・半角英数カナ大文字、あるいは全角文字で入力してください。

<入金先の口座名義の確認について>

未登録先への振込を行う場合、入金先の「金融機関名」、「支店名」、「科目」、「口座番号」を入力することで、入金先の口座名義を

自動的に確認します。よって、口座番号の入力に誤りがあると、「振込先の口座番号をご確認ください。」というエラー画面が表示されます。

なお、不正に口座名義人確認を行う行為を防御する為、自動的に使えなくすることがありますのでご注意願います。

※一部、表示されない金融機関もございます。（表示されない場合は受取人名を入力すれば振込を行うことは可能です。）

※再び、入金先の口座名義の確認機能を希望する場合は、当行所定の書面による届出が必要となります。

資金移動情報入力 資金移動情報入力（連続資金移動）

資金移動 （権限設定なし）

step1step1

step2
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Ｐ１６-①の続き

◆振込内容が表示されますので、口座情報、金額情報 ◆受付番号、状態が「正常終了」または「受付完了」で

   等に誤りがないかご確認ください。 　 あることを確認して、支払元口座選択画面へを押します。

■内容が正しければ、利用者確認暗証番号を入力し ※エラーが表示されており、内容が不明な場合は、

　 カメラ付きハードトークンで二次元バーコードを読取ります。 　 ＥＢサポートセンターまでお問合せください。

★ メールワンタイムパスワードのご契約がある方は  　 ０１２０-３０６-１２０
ワンタイムパスワード発行ボタンを押し、送信された ■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

ワンタイムパスワードを入力してください。 　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用

※内容を修正する場合は、戻るボタンで入力画面 　 ください。

 　まで戻って内容を修正してください。 ■引続き振込を行う場合は、支払元口座選択画面へ

※キャンセルを押すと送信処理は行いません。  　を押すと支払元口座選択画面に戻りますのでそのまま

　 振込業務をご利用いただけます。Ｐ１１ へ

※未登録の振込先口座を入力し振込を行った場合、

 　都度指定先口座登録を押すと振込先の口座情報

　 を登録できます。

 　

■カメラ付きハードトークンに

①資金移動先金融機関名カナ

②支店コード-預金種目-口座番号

③受取人名カナ ◆支払元口座選択画面へを押すと支払元口座選択画

④資金移動金額 　 面に戻ります。 Ｐ１１ へ

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じである

ことを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を法人IBの

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

資金移動情報入力

三十三銀行 津支店

資金移動 （権限設定なし）

step2 step4

step1

step3

ワンタイムパスワード

step1

step5

1234567 1234567

1234567 1234567

1234567
1234567
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◆連続して登録した振込内容が表示されますので、 ◆受付番号、判定結果が「正常」であることを確認して、

   各振込の口座情報、金額情報等に誤りがないか 　 支払元口座選択画面へを押します。

   ご確認ください。 ※エラーが表示されており、内容が不明な場合は、

■内容が正しければ、利用者確認暗証番号を入力し 　 ＥＢサポートセンターまでお問合せください。

　 カメラ付きハードトークンで二次元バーコードを読取ります。  　 ０１２０-３０６-１２０
★ メールワンタイムパスワードのご契約がある方は ■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

ワンタイムパスワード発行ボタンを押し、送信された 　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

ワンタイムパスワードを入力してください。 ■引続き振込を行う場合は、支払元口座選択画面へ

■内容を修正する場合は、戻るボタンで入力画面  　を押すと支払元口座選択画面に戻りますのでそのまま

 　まで戻って内容を修正してください。 　 振込業務をご利用いただけます。Ｐ１１ へ

■振込先を追加する場合は、追加を押します。 ■未登録の振込先口座を入力し振込を行った場合、

■振込先を削除する場合は、口座を選択し削除を  　都度指定先口座登録を押すと振込先の口座情報

   押します。 　 を登録できます。

※キャンセルを押すと送信処理は行いません。

 　

■カメラ付きハードトークンに

①処理件数

②資金移動金額

③連続資金移動明細より1明細を選択表示

④③の受取人名カナ

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じである

ことを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を法人IBの ◆支払元口座選択画面へを押すと支払元口座選択画

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。 　 面に戻ります。 Ｐ１１ へ

Ｐ１６-②の続き

資金移動情報入力（連続資金移動）

step1

資金移動 （権限設定なし）

step2 step4

step1

step5

ワンタイムパスワード

step3

三十三銀行

1234567

1234567

三十三銀行 津支店
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　　資金移動サービス
（権限設定あり）

資金移動データの「登録」「承認」「送信」の3つのステージ（権限）を必須と

させ、利用者の利用権限を制限することが可能となります。

※管理者の利用者情報選択画面で「オンライン取引権限設定」を”利用する”

　 に設定することでご利用いただけます。

◆新規に資金移動データを作成するため、 ◆資金移動先（振込先）口座を選択します。

　資金移動データ登録を押します。 ① 登録されている口座を選択する場合

◆事前登録口座または都度登録口座の中から振込先を

　 選択し、次へを押します。 Ｐ２４へ

② 当行口座を選択する場合は Ｐ２０へ

※三十三銀行の支払先へ振込む場合

③ 他行口座を検索する場合は Ｐ２１へ

※三十三銀行以外の金融機関の支払先へ振込む場合

④ 口座マスタ検索をする場合は Ｐ２３へ

※総合振込、給与・賞与振込の登録先へ振込む場合

　　「取引データが上限数です。追加できません。」

　　とメッセージが表示されたときは、不要データを削除してください。

　　登録済データが最大１５件までとなります。送信済や承認期限切れ

　　のデータを削除ください。

◆支払元口座を選択します。

■振込が1件の場合は次へを押します。

■連続して振込する場合は、連続資金移動を押します。

※Ｐ２７ へ

※連続して振込できる件数は1回の送信で5件までとなります。

■事前・都度登録口座が５０件を超える場合は、次または前

   を押します。

   オンライン振込先口座（事前・都度口座）が多数ある場合

   は、口座検索へを押すと金融機関名、支店名、振込先

   口座名義人による検索も可能です。

※状態が｢利用不可｣となっている事前・都度口座は

　 ご利用いただけません。

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step3

①

②

③

④

step3
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Ｐ１９の
◆資金移動先科目、資金移動先口座番号を

　 入力し、次へを押します。 Ｐ２４へ

◆”当行口座の選択”を押します。

◆振込先支店名の検索を行いますので、振込先口座

 　のある支店名の頭文字を５０音表から選択します。

■英数字の支店名称を検索する場合は、英数を

 　押します。

◆選択された頭文字に該当する当行本支店が全て

   表示されますので、振込先口座のある支店名を

   選択し、次へを押します。

の続き

当行口座の選択（当行振込）

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step3

step4

step3

123456
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Ｐ１９の
◆振込先支店名の検索を行いますので、振込先

 　口座のある支店名の頭文字を５０音表から

◆”他行口座の検索”を押します。 　  選択してください。

◆振込先金融機関名の検索を行いますので、振込先

　 口座のある金融機関名の頭文字を５０音表から

 　選択してください。

◆選択された頭文字に該当する金融機関の本支店が

   全て表示されますので、振込先口座のある支店名

   を選択し、次へを押します。

◆選択された頭文字に該当する金融機関が全て表示

   されますので、振込先口座のある金融機関名を

   選択し、次へを押します。

※金融機関種類選択

■銀行 都市銀行、地方銀行

第二地方銀行、外国銀行等

■信用金庫 信金中央金庫、信用金庫

■信用組合・商工中金 信用組合、商工組合中央金庫

■ゆうちょ銀行・その他 ゆうちょ銀行、労働金庫、

農業協同組合等

他行口座の検索（他行振込）

→

→

→

→

の続き

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金

ゆうちょ銀行・その他

step3

step4

step5

step3
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◆資金移動先科目、資金移動先口座番号を

　 入力し、次へを押します。 Ｐ２４へ

資金移動 （権限設定あり）

step6

22



Ｐ１９の
口座マスタ検索へ

◆”口座マスタ検索へ”を選択し、

　 次へを押します。

   検索する対象マスタ、検索条件を指定し、次へ

   を押します。

   検索対象マスタは、｢受取人マスタ｣または

   ｢従業員マスタ｣です。

検索種別の説明

■ 全検索

全ての受取人または従業員を表示します。

■ 検索グループ

あらかじめ登録されたグループの受取人または

従業員を表示します。

■ 検索用カナ名称

条件（検索用カナ名称）に一致する受取人または

従業員を表示します。

■ コード

指定されたコードに対応した受取人または従業員を

表示します。

◆条件に合致する口座が表示されますので、

   振込先口座を選択し、次へを押します。Ｐ２４へ

の続き

資金移動 （権限設定あり）

step2

step3

step1

step3

1234567

23



Ｐ１９、２０、２２、２３の続き

資金移動情報入力 　　　　　　都度口座変更 ◆資金移動データ選択画面へを押します。

◆支払金額（振込金額）、資金移動手数料（当方負担/

 　先方負担）、資金移動指定日、依頼人名、EDI情報（

 　任意）、コメント欄（任意）を入力して入力完了を押しま

 　す。

■クリアを押すと入力した値を全て削除します。

■資金移動指定日 ：30営業日先まで予約可能

■依頼人名 ：半角英数カナ最大４８文字

■ＥＤＩ情報(任意) ：半角最大２０文字

■コメント欄(任意) ：全角１５文字（半角３０文字）以内

を参照して下さい。

◆データ登録内容を確認して登録を押します。

※戻るを押すと資金移動情報入力画面に戻ります。

■入力任意項目は  P16注（1）

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step3

1234567 1234567

1234567 1234567
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　　資金移動（承認） ◆資金移動データ選択画面へを押します。

送信権限者に送信依頼を行ってください。

◆承認待のデータを選択して、承認を押します。

◆内容が正常であれば利用者確認暗証番号を

　 入力し承認を押します。

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step3

1234567 1234567

1234567 1234567

1234567
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　　資金移動（送信） ◆受付番号、状態が「正常終了」または「受付完了」で

　 あることを確認して、資金移動データ選択画面へを押します。

※エラーが表示されており、内容が不明な場合は、

　 ＥＢサポートセンターまでお問合せください。

 　 ０１２０-３０６-１２０
■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

◆送信待のデータを選択して、送信を押します。 ■未登録の振込先口座を入力し振込を行った場合、

 　都度指定先口座登録を押すと振込先の口座情報

　 を登録できます。

◆振込内容が表示されますので、口座情報、金額情報

   等に誤りがないかご確認ください。

■内容が正しければ、利用者確認暗証番号を入力し

　 カメラ付きハードトークンで二次元バーコードを読取ります。

★ メールワンタイムパスワードのご契約がある方は

ワンタイムパスワード発行ボタンを押し、送信された

ワンタイムパスワードを入力してください。

■内容を修正する場合は、戻るボタンで入力画面

 　まで戻って内容を修正してください。

※キャンセルを押すと送信処理は行いません。

■カメラ付きハードトークンに

①資金移動先金融機関名カナ

②支店コード-預金種目-口座番号

③受取人名カナ

④資金移動金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じである

ことを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を法人IBの

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step4

step3

ワンタイムパスワード

三十三銀行 津支店

1234567 1234567

1234567

1234567

1234567
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Ｐ１９の続き
◆OKを押します。

◆支払金額（振込金額）、資金移動手数料（当方負担/

 　先方負担）、資金移動指定日、依頼人名、EDI情報（

 　任意）、コメント欄（任意）を入力して入力完了を押しま

 　す。

■振込先を追加する場合は、追加を押します。

Ｐ１９ へ

■クリアを押すと入力した値を全て削除します。 ◆資金移動データ選択画面へを押します。

■資金移動指定日 ：30営業日先まで予約可能

■依頼人名 ：半角英数カナ最大４８文字

■ＥＤＩ情報(任意) ：半角最大２０文字

■コメント欄(任意) ：全角１５文字（半角３０文字）以内

を参照して下さい。

◆データ登録内容を確認して登録を押します。

◆キャンセルを押すと入力した内容を全て破棄します。

資金移動情報入力（連続資金移動）

■入力任意項目は  P16注（1）

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step3

step4

step3

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567
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　　連続資金移動（承認） ◆OKを押します。

◆承認待のデータを選択して、承認を押します。

◆資金移動データ選択画面へを押します。

送信権限者に送信依頼を行ってください。

◆内容が正しければ利用者確認暗証番号を

　 入力し承認を押します。

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step4

step3

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567

1234567
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　　連続資金移動（送信）
◆OKを押します。

◆送信待のデータを選択して、送信を押します。

◆受付番号、判定結果が「正常」であることを確認して、

　 資金移動データ選択画面へを押します。

■判定結果にエラーが表示されており、内容が不明な場合は、

　 ＥＢサポートセンターまでお問合せください。

 　 ０１２０-３０６-１２０
■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

■未登録の振込先口座を入力し振込を行った場合、

 　都度指定先口座登録を押すと振込先の口座情報

　 を登録できます。

◆振込内容が表示されますので、口座情報、金額情報

   等に誤りがないかご確認ください。

■内容が正しければ、利用者確認暗証番号を入力し

　 カメラ付きハードトークンで二次元バーコードを読取ります。

★ メールワンタイムパスワードのご契約がある方は

ワンタイムパスワード発行ボタンを押し、送信された

ワンタイムパスワードを入力してください。

※キャンセルを押すと送信処理は行いません。

■カメラ付きハードトークンに

①処理件数

②資金移動金額

③連続資金移動明細より1明細を選択表示

④③の受取人名カナ

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じである

ことを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を法人IBの

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

資金移動 （権限設定あり）

step1

step2

step5

step4

ワンタイムパスワード

1234567
1234567

1234567

1234567

1234567

三十三銀行 津支店

step3
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取引履歴の照会         step1～step2

◆取引履歴を照会する期間を選択し、照会を ◆選択した期間の取引履歴が一覧表示されます。

　 押します。 　 資金移動の内容を照会するには、照会を押します。

■日付指定 ※取引が１００件を超える場合は、前ページまたは

　 開始日と終了日を選択してください。該当期間の 　 次ページで取引履歴を参照できます。

　 取引が照会の対象となります。

■週単位指定 ■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

 　当月の第１週～第６週までで選択してください。 　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

　 該当週の取引が照会の対象となります。 ※戻るを押すと取引履歴照会範囲選択画面に

■月単位指定 　 なります。

　 当月または先月を選択してください。選択月の

　 取引が照会の対象となります。

※照会日から最大2ヵ月分のお取引が照会いた

 　だけます。

step1 step2

ご注意ください!

■資金移動取引を行った場合は、取引履歴照会、支払元口座の入出金明細照会等により

取引が正常に終了しているかご確認ください。

■資金移動が残高不足でエラーとなった場合、送信データは自動的にキャンセルされます。

資金充当後に改めて、資金移動操作を行ってください。

資金移動 （取引履歴の照会）

照会したいデータを
選択

1234567

1234567

1234567

テスト

テスト

テスト
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◆選択した取引履歴の詳細が表示されます。

　 引続き取引履歴照会を行う場合は、戻るを押すと、

　 取引履歴照会結果画面に戻りますのでそのまま

　 取引履歴照会をご利用できます。

Ｐ３０ へ

■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

【　メ　　モ　】

資金移動 （取引履歴の照会）

step3

step2

三十三銀行 津支店

1234567 1234567

三十三銀行 松阪本店営業部

テスト
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◆資金移動の予約照会又は取消を行う開始日と ◆取消を選択した予約データが表示されます。

　 終了日の範囲を選択してください。 　 取消内容データが正しいか確認し、

◆取消可能な予約したもののみ表示する場合は 　 利用者確認暗証番号を入力し、送信を押します。

　 予約照会を押します。 ※戻るを押すと資金移動予約照会、取消明細選択

　 画面に戻ります。

◆選択した期間の予約データ一覧が表示されます。

　 取消を行いたいデータを選択して取消を押します。

　 ※照会を行う場合はデータを選択して照会を押します。

予約照会・取消　　  　　　　　　　　step1～step4

資金移動 （資金移動予約照会・取消）

ご注意ください!

■予約取消操作は振込指定日の前日までに操作してください。
■予約取消操作は指定日当日の取消はできませんのでご注意願います。

step1

step2

step3

開始日→30営業日前
終了日→30営業日後

取消したいデータを
選択

取消をしたい情報

か確認

利用者確認暗証番号を入力

三十三銀行 本店営業部

1234567 1234567

三十三銀行

1234567

三十三銀行

1234567
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◆取消は完了しました。 ◆選択した期間の結果一覧が表示されます。

　 引続き取消を行う場合は、資金移動予約明細選択画面へ 　 照会を行う場合はデータを選択して照会を押します。

　 を押すと、資金移動予約照会・取消明細選択画面に戻りま 　 ※取消を行いたいデータを選択して取消を押します。

　 すのでそのまま予約取消をご利用できます。

Ｐ３２ へ

■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

◆選択した予約データ結果が表示されます。

　 引続き結果照会を行う場合は、戻るを押すと、

　 資金移動予約照会・取消明細選択指定画面

　 に戻りますのでそのまま資金移動予約照会・

　 取消をご利用できます。 へ

■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用

　 ください。

◆予約取引の結果又は取消済の取引の確認を行う

　 開始日と終了日の範囲を選択してください。

◆過去の結果照会、取消状況を表示する場合は 

　 結果照会を押します。

資金移動結果照会　　  　　　　　　　　step1～step3

step1

資金移動 （資金移動予約照会・取消 資金移動結果照会）

step4

step2

step2

結果照会したいデータ
を選択

step3

step2

1234567

三十三銀行
1234567

三十三銀行 本店営業部

12345671234567

12345671234567

三十三銀行 本店営業部

テスト

テスト
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◆都度指定先口座の登録内容を修正する場合は、

　 修正したい口座の修正を押します。

◆都度指定先口座を新規に登録する場合は、新規

 　登録を押します。

◆都度指定先口座情報修正画面が表示されます

　 ので、修正内容を入力し、次へを押します。

◆都度指定先口座作成画面が表示されますので、

 　金融機関名・支店名（検索）、科目、口座番号、

　 口座名義人（半角カタカナ）を入力し、次へを

　 押します。

都度指定先口座の変更（新規・変更・削除）

都度指定先口座の新規登録     step1～step2

都度指定先口座の修正       step1～step2

step1

step2

step1

step2

資金移動 （都度指定先口座変更）（新規・修正・削除）

三十三銀行

1234567

1234567

1234567

ﾃｽﾄ

1234567

ﾃｽﾄ

ﾃｽﾄ

ﾃｽﾄ

三十三銀行 1234567

1234567

34



◆都度指定先口座を削除する場合は、削除し

   たい口座を選択し削除を押します。

　　（複数口座の選択が可能です。）

　 選択した口座情報を全て削除します。よろしいですか

 　のメッセージが出て、OKを押すと削除できます。

　　状態が｢利用不可｣となっている都度口座はご利用

　 いただけませんので削除してください。

◆削除された都度指定先口座が表示されますので、

 　都度指定先一覧画面へを押します。

都度指定先口座の削除

step1

資金移動 （都度指定先口座変更）（新規・修正・削除）

step2

1234567

1234567

1234567

ﾃｽﾄ

ﾃｽﾄ

ﾃｽﾄ

1234567 ﾃｽﾄ

三十三銀行
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業務の流れ 利用者ログオン→税金各種料金払込み

概　　要

（１）税金各種料金払込みで使用できる口座

　　■本サービスは利用申込書によりお申込みいただいたご利用口座（代表口座を含みます。）のみご利用いただけます。

　　■ご利用口座（代表口座を含みます。）は、1契約につき最大30口座までとなります。

　　■ご利用口座の追加･削除は、最寄りの支店窓口までお申出ください。

（２）税金各種料金払込みの概要

①お取引

　　■ご利用口座（代表口座を含みます。）から当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行います。

　  ■ご利用可能な収納機関については、当行ホームページでお知らせいたしております。

②取引履歴の照会

　　■税金各種料金払込みの取引履歴の照会を行います。

※納付書見本　　

税金各種料金払込み

ご注意ください！

■税金各種払込みを利用してお支払いいただいた税金等については、領収書を発行しませんので、あらかじめご承知おきください。

■法人ＩＢのご利用時間帯であっても、「収納機関」の都合により、ご利用いただけない場合がございます。

■取引が確定した払込みを取消すことはできません。収納機関に直接お問合せください。

■払込みができる税金・各種料金であっても、下記のペイジーマークがない納付書（請求書）はご利用いただけません。
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税金各種料金払込み step1～step6

■税金各種料金払込みからお取引を押します。

民間料金払込みの場合

◆支払元口座を選択し次へを押します。 ◆お客様番号、確認番号を入力し次へを押します。

※お客様番号は「-（ﾊｲﾌﾝ）」を除いて入力して

　 ください。

◆収納機関番号を入力し次へを押します。

■収納機関番号が民間料金・国庫金・地公体かで

　 キー情報入力画面が違います。 ◆払込みたい請求を選択し次へを押します。

■入力された番号以外の請求があれば、最大３件

 　までその他の請求欄に表示されます。

 　その他の請求についても払込みを行う場合は、

 　払込みを行う請求を選択してください。

 　複数の請求を選択された場合でも、 の

 　払込み操作は1件毎に行っていただく必要が

　 ございます。

■民間料金の場合は民間請求キー情報入力画面へ

■国庫金の場合は国庫金照会キー情報入力画面へ

■地公体の場合は地公体確認番号照会キー情報入力画面へ

step1

税金各種料金払込み

step2

step3

step4

step5

1234567

1234567
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◆払込内容を確認してください。 ◆支払元口座選択画面へを押します。

■内容が正しければ、利用者確認暗証番号と

　 カメラ付きハードトークンで二次元バーコードを読取り、 ■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

　 画面に表示された８桁のワンタイムパスワードを 　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用ください。

　 入力して、送信を押します。

★ メールワンタイムパスワードのご契約がある方は

ワンタイムパスワード発行ボタンを押し、送信された

ワンタイムパスワードを入力してください。

■内容を修正する場合は、戻るボタンで入力画面

 　まで戻って内容を修正してください。

※キャンセルを押すと送信処理は行いません。

※ ■ で複数の請求を選択され続けて払込みを

　　 行う場合は、払込継続を押します。

step5 step6

税金各種料金払込み

step4

6038329

本店営業部

ｶ)ﾎｳｼﾞﾝIB297

民間収納機関０６

11006

トークンに表示された８桁のワンタイムパスワードを入力

1234567

三十三銀行

1234567
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◆納付番号、確認番号、納付区分を入力し次画面へ。 ◆納付番号、確認番号、納付区分を入力し次画面へ。

■納付区分表示有り画面

■国庫金照会キー情報入力画面

■納付区分表示なし画面

■地公体確認番号照会キー情報入力画面

税金各種料金払込み
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取引履歴の照会   step1～step2

■税金・各種料金の払込み取引履歴の照会を行います。

◆取引履歴を照会する期間を選択し、照会を ■選択した期間の取引履歴が表示されます。

　 押します。 ■取引が１００件を超える場合は、前または

■日付指定 　 次で取引結果を参照できます。

　 開始日と終了日を選択してください。該当期間の

　 取引が照会の対象となります。 ■画面表示結果を印刷する場合は、画面印刷、

■週単位指定 　 または、ブラウザメニューの印刷（Ｐ）をご利用

 　当月の第１週～第６週までで選択してください。 　 ください。

　 該当週の取引が照会の対象となります。

■月単位指定

　 当月または先月を選択してください。選択月の

　 取引が照会の対象となります。

※照会日から最大2ヵ月分のお取引が照会いた

 　だけます。

税金各種料金払込み （取引履歴の照会）

step1 step2

ご注意ください！

■税金・各種料金の払込みを行った場合は、取引履歴照会または、支払口座の入出金明細照会等により取引が

正常に終了しているかご確認ください。
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情報リンク方式 step1～step5 ◆支払元口座を選択して次へを押します。

◆収納機関のホームページで払込みを行う税金・

　 各種料金等を選択し、払込みを行う金融機関と

 　して「三十三銀行」を選択します。 ◆以下は、民間料金・国庫金・地公体払込みの場合

　 の操作方法に準じた手順となります。

◆当行の「マルチペイメントネットワーク収納サービス

　 （情報リンク方式）」のホームページが表示され

 　ますので、法人インターネットバンキングを押します。

◆利用者ログオンを行います。

　 ID・暗証番号方式の方は契約法人ID、利用者ID、

 　利用者暗証番号を入力しログオンを押します。

　電子証明書方式の方は利用者暗証番号を入力し

 　ログオンを押します。

■利用者暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

　 利用をお勧めします。

税金各種料金払込み （情報リンク方式ログオン）

情報リンク方式の場合

収納機関のホームページで払込みを行う税金・各種料金
を選択した後、支払手段として「法人IB」をご指定いただい
た場合は以下の手順となります。
この払込方法を情報リンク方式といいます。

step1

step2

step3

step4

step5
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ファイル伝送

総合振込サービス

給与振込サービス

地方税納入サービス

預金口座振替（代金回収）サービス

ファイル伝送共通

ファイル伝送サービス

42



ファイル伝送各サービスの送受信処理日と日数の数え方

11

総合振込 指定日の１営業日前まで
■ 振込指定日の前月同日の翌営業日から前営業日（1営業日）まで ・指定日当日に資金決済

給与振込 指定日の３営業日前まで
◆ 振込指定日の前月同日の翌営業日から３営業日前まで ・指定日の2営業前に資金決済

※ 振込先口座が全て三十三銀行の場合は、指定日の1営業日前 ・全て当行宛は指定日当日に資金決済

まで送信可能
地方税納入 納付日の６営業日前まで

★ 納付日（毎月１０日、休業日の場合は翌営業日）の前月同日の翌営 ・納付日当日に資金決済

業日から６営業日前まで
口座振替 振替指定日の２営業日前まで

● 振替指定日の前月同日の翌営業日から２営業日前まで

口振結果 振替指定日の２営業日後
振替指定日の２営業日後から照会可能 ・振替日の翌営業日に手数料を差引きし

　資金決済口座に入金する

代金回収 振替指定日の１１営業日前まで
▲ 振替指定日の前月同日の翌営業日から１１営業日前まで

代金回収結果 振替指定日の６営業日後
振替指定日の６営業日後から照会可能 ・当行分は振替日の１営業日後に手数料

　を差引きし資金決済口座に入金する

・他行分は振替日の７営業日後に手数料

　を差引きし資金決済口座に入金する

9月8日 9月16日

9月24日 9月21日

9月24日 9月28日

9月8日 8月24日

30

8月13日 8月12日

8月20日 8月17日

9月10日 9月2日

口座振替
結果受信
開始日

口座振替
振替日

サービス名 指定日 　（送・受信時限） 資金決済

26 27 28● 29 3029

23

31

口振振替
送信

最終日
20:00迄

22 23 24▲ 25 26 27 24● 25
代金回収

送信
最終日
20:00迄

28 19 20 21● 22

17 18
給与送信
最終日
20:00迄

給振
指定日

21 12 13 14 15 16▲15 16 17◆ 18 19 20◆
代金回収
結果受信
開始日

代金回収
振替日

地方税
納付日

総振送信
最終日
20:00迄

総振
指定日

11

地方税
送信

最終日
20:00迄

8 9 10 11 12■ 13■ 14 5

金

6 7

6 7 8　▲ 9 10★

1 2★ 3 41 2 3 4 5

8月 （例） 9月
日 月 火 水 木 金 土 土日 月 火 水 木2021年度

カレンダー

ファイル伝送サービス
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■ＩＤ・暗証番号方式 ■電子証明書方式

■契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力し ■電子証明書を使用したログオンはこちらからを選択します。

　 ログオンを押します。

■利用者の証明書を選択しＯＫを押します。

■セキュリティ上のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２7　へ

利用者ステータス画面へ

Ｑ 契約法人ＩＤとは？

A 管理者、利用者ログオン時に、契約者様ご本人であることを確認

させていただくため、契約時に銀行側で決めさせていただきました

１０桁の数字番号で、ご契約内容のお知らせに載っています。

※契約法人ＩＤは変更できませんのでご了承願います。 ■利用者暗証番号を入力しログオンを押します。

Ｑ 利用者ＩＤを失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューからご確認できます。

Ｑ 利用者暗証番号、確認暗証番号を失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューを押して該当利用者を選択

して「変更」で各暗証番号を変更することができます。

■電子証明書更新のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２4　へ
利用者ステータス画面へ

■セキュリティ上のお知らせ画面が

　  表示された場合 Ｐ１２7　へ

Q&A

ログオン選択
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業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→総合振込

① 　　振込先（受取人マスタ）の登録 事前準備

② 振込データの作成 ①受取人マスタを登録します

・振込先を受取人マスタ(振込先口座）に登録します。

③ 振込データ承認 ・登録件数はオンラインの事前口座、都度登録口座を含め

　最大1,000件（お申し出により最大50,000件）

④ 振込データ送信
日常作業

②振込データを作成します

・振込指定日と支払金額を入力します。

・作成した振込データを印刷することもできます。

③振込データを承認します

・②で作成した振込データを承認します。

④振込データを送信します

・③で承認したデータを送信します。

・振込指定日の前営業日までに送信してください。

事前準備
各項目の入力をします

①受取人マスタの登録 　step1～step10
新規登録を行う場合

◆ファイル伝送から総合振込を押します。

◆新規登録を押します。

総合振込メニュー画面

◆受取人マスタ作成を押します。

《マスタをファイルから取込む場合》

■外部ファイル入力を押します。 … Ｐ１０９ へ

■マスタの件数が２０件以上の場合、件数が表示されます。

１～２０ ▼ または次へや前へでマスタを参照する

　 ことができます。

■「詳細」を選択すると、受取人マスタの詳細を参照したり、

　 削除することができます。

step2

step3

ご注意ください！

■総合振込取引を行った場合は、通信結果報告書印刷によりデータ伝送

が正常に終了しているかご確認ください。

【送信時限】

■データ伝送は、振込指定日の前営業日までに送信してください。 また、
振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払口座にご用意ください。

step1

step1

総合振込サービス
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金融機関名検索

◆支店コードの検索を押します。

金融機関名称マスタから検索して、金融機関名、

支店名を取得します。

◆金融機関コードの検索を押します。

◆支店の頭文字を押します。

◆金融機関種類を押すと機関名が表示

　 され銀行の頭文字を押します。

◆該当支店を選択し次へを押します。

◆該当銀行を選択し次へを押します。

step4

step8

総合振込サービス

step5

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金
ゆうちょ銀行・その他

step6

step7

step9
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◆預金種目・口座番号･受取人ｶﾅ名称等を入力します。 受取人マスタの修正 step1～step5
◆続けて登録する場合は、登録を押します。

■登録を終了する場合は、戻るを押します。 ◆ファイル伝送から総合振込を押します。

総合振込メニュー画面

◆受取人マスタ作成を押します。

<入力可能な最大文字数>

・受取人カナ名称 ：半角英数カタカナ３０文字以内

・受取人漢字名称 ：全角漢字４８文字以内

・顧客コード１ ：半角数字１０文字以内

・顧客コード２ ：半角数字１０文字以内 ◆修正を行いたいデータを選択し修正を押します。

・検索用カナ名称 ：半角英数カタカナ３０文字以内

　（受取人カナ名称を入力すると自動的に入力されます）

・グループ指定 ：任意　　グループ名登録は Ｐ５４ で

・クリアボタンの説明  事前に登録しておく。

　《新規登録の場合》

　フィールド内の項目を消去します。

　《修正の場合》

　修正前の登録済情報を表示します。

　　　　ご注意ください

顧客コードをを利用して受取人マスタの表示順を

指定する場合は、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。

総合振込サービス

step10

step2

step1

step3
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■修正前の登録情報を表示します。

◆修正内容を変更した後に登録を押します。 受取人マスタの削除 　step1～step4

◆ファイル伝送から総合振込を押します。

総合振込メニュー画面

◆受取人マスタ作成を押します。

◆修正が終了して戻るを押すと

　 総合振込メニュー画面に戻ります。

◆削除したいデータを選択し削除を押します。

■１ページ内で複数のデータを選択できます。

◆選択した削除件数が正しければＯＫを押します。

step4

step5

step1

総合振込サービス

step2

step3

48



◆削除作業が終了して戻るを押すと 受取人マスタ一括削除 step1～step4
　 総合振込メニュー画面に戻ります。

◆ファイル伝送から総合振込を押します。

総合振込メニュー画面

◆受取人マスタ一括削除を押します。

◆受取人マスタ一括削除確認画面で実行を押す

　 と受取人マスタでご利用の○○件を一括削除し

　 ます。よろしいですか？のメッセージが出て、ＯＫを

　 押すことで一括削除ができます。

■マスタを一括削除する場合は、外部ファイル出力で

　 一時保存されることをお勧めします。

◆一括削除総件数が表示されメニューに戻るを押します。

step3

step4

step2

総合振込サービス

step4

step1
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日常作業

②振込データの作成　 step1～step8 ◆振込指定日を入力し次へを押します。

◆ファイル伝送から総合振込を押します。 例）

送信時限

総合振込メニュー画面

◆データ登録を押します。

◆新規登録を押します。

■作成中、承認待、送信待のデータを修正の場合

　 は、データを選択し修正を押し へ。

■削除の場合は、データを選択し削除を押します。

■外部ファイル出力の場合は Ｐ１０７-②へ

振込指定日の前月同日の翌営業日から１営業日前の
20時迄となります。

水 木 金 土 日 月

4 5 6 7 8 9

１営業日前 指定日

step3

step4

step4

総合振込サービス

step1

step2

振込指定日を入力
対象マスタは、受取人マスタと従

業員マスタがあります。また、オ

ンライン都度/事前登録の□に

チェツクを付ければ検索対象とな

ります。

必要に応じて入力

入力すると依頼人名の変更が可能
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◆支払金額を入力し入力が終われば ◆登録してデータ承認・送信へを押すと状態を承認待

　 登録完了を押します。 　 とし、承認・送信データ選択画面に移動します。

※金額入力中に新しい受取人情報を追加をする場合は、 Ｐ５２　　　　            　へ

　 個別入力を押します。 Ｐ９１へ ■登録完了を押すと状態を承認待とし、振込データ登

※金額入力中に登録済のマスタを呼出す場合は、 　 録・選択画面に戻ります。

　 受取人マスタ呼出を押します。 Ｐ９２へ ■一時保管（作成中）を押すと状態を作成中とし、振込

※ＣＳＶファイルを読込み、振込データを作成する 　 データ登録・選択画面に戻ります。

　 場合は外部データ入力を押します。 Ｐ１１０ へ ■承認待 :作成が終了し承認者の承諾を待つ場合。

■作成中 :作成途中で再度追加修正を行う場合。

◆（振込金額が０円のデータがあります。）の

     メッセージが出た場合はＯＫを押します。

■承認権限者に承認依頼を行ってください。

◆戻るを押すと総合振込メニュー画面に戻ります。

 　

step5 step6

step7

step8

step1

総合振込サービス

step3

入力したデータを一時保存して戻り、振込データ情報入力で項

目の修正ができます。
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Ｐ５２
③振込データ承認　 step1～step4 ◆承認確認、内容が正常であれば利用者確認

　 暗証番号を入力し承認を押します。

■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの ■送信権限者に送信依頼を行ってください。

　 利用をお勧めします。

◆ファイル伝送から総合振込を押します。

総合振込メニュー画面

◆データ承認・送信を押します。

◆承認待の振込データを選択しチェックを付け承認 ④振込データ送信　 step5～step10
　 を押します。

■送信データの明細を印刷する場合は印刷または、 ◆送信待の振込データを選択しチェックを付け送信

　 印刷（手数料詳細）を押します。 Ｐ９０ へ 　 を押します。

step2

step1

総合振込サービス

step3

step4

step4

step5

利用者確認暗証番号を入力
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◆振込データ情報の内容が正しければ ■送信終了後、印刷ダイヤログが表示されます。

 　利用者確認暗証番号を入力します。 ■印刷をする場合は、印刷を押します。

◆引き続き、送信確認画面に表示されている ◆データ送信結果画面で確認を押します。

　 二次元バーコードをカメラ付きハードトークンで

　 読み取ります。

※サイクル番号は、振込データ送信時に自動採番されます。

◆送信済を確認し戻るを押すと総合振込メニューに戻ります。

■カメラ付きハードトークンに

①取引種別

②振込指定日

③振込合計件数

④振込合計金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じで

あることを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

step6

step7

総合振込サービス

ワンタイムパスワード

step8

step9

利用者確認暗証番号を入力
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グループ名登録・依頼人マスタ参照　 step1～step6 ◆詳細情報を表示する詳細を押します。

■戻るを押すと総合振込メニュー画面に戻ります。

◆ファイル伝送から総合振込を押します。

◆グループ名の登録をする場合、 へ。

◆依頼人マスタを参照する場合、 へ。

◆戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に戻ります。

◆受取人を分類する検索グループ名称を入力

　 します。（任意）登録を押します。

■グループの内容が判断できるような名前を付けると

 　便利です。

■グループ名称の桁数は、半角の場合12桁、全角の

　 場合6桁となります。

◆戻るを押すと総合振込メニュー画面に

　 戻ります。

step1

step2

step4

step3

step5

step3

総合振込サービス

１０日支払い分・２０日支払い分・末支

払分と区分けすると便利です。

step5

支払日等

step6

54



業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→給与・賞与振込

① 従業員マスタの登録 事前準備

② 振込データの作成 ①従業員マスタを登録します

・振込先を従業員マスタ(振込先口座）に登録します。

③ 振込データ承認 ・登録件数は最大５００件（お申し出により最大50,000件）

④ 振込データ送信 日常作業

②振込データを作成します

・振込指定日と抽出した従業員に対する振込金額を入力します。

・作成した振込データを印刷することもできます。

③振込データを承認します。

・②作成した振込データを承認します。

④振込データを送信します。

･③承認したデータを送信します。

・データの送信時限までに送信してください。

事前準備

①従業員マスタの作成 step1～step10
各項目の入力をします

◆フィル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆新規登録を押します。

給与・賞与振込メニュー画面

◆従業員マスタ作成を押します。

《マスタをファイルから取込む場合》

■外部ファイル入力を押します。 … Ｐ１０９ へ

■マスタの件数が２０件以上の場合、件数が表示されます。

１～２０ ▼ または次へや前へでマスタを参照する

　 ことができます。

■「詳細」を選択すると、受取人マスタの詳細を参照したり、

　 削除することができます。

新規登録を行う場合

step2

step3

ご注意ください！

■給与賞与振込取引を行った場合は、通信結果報告書印刷により

データ伝送が正常に終了しているかご確認ください。

【データ送信時限】

■データ伝送は、振込指定日の３営業日前までに送信してください。

また、振込資金は、振込指定日の３営業日までに支払口座にご用意

ください。ただし、振込先金融機関が当行のみの場合は、データ伝送

送信時限および振込資金のご入金時限を振込指定日の前営業日と
します。

step1

給与賞与振込サービス

step1
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◆支店コードの検索を押します。

金融機関名称マスタから検索して、金融機関名、

支店名を取得します。

◆金融機関コードの検索を押します。

◆支店の頭文字を押します。

◆金融機関種類を押すと機関名が表示

　 され銀行の頭文字を押します。

◆該当支店を選択し次へを押します。

◆該当銀行を選択し次へを押します。

金融機関名検索

step4

給与賞与振込サービス

step5

step6

step7

step8

step9

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金

ゆうちょ銀行、その他
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◆預金種目・口座番号･従業員ｶﾅ名称等を入力します。 従業員マスタの修正 step1～step5
◆続けて登録する場合は、登録を押します。

■登録を終了する場合は、戻るを押します。 ◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆従業員マスタ作成を押します。

<入力可能な最大文字数>

・従業員カナ名称 ：半角英数カタカナ３０文字以内

・従業員漢字名称 ：全角漢字４８文字以内

・従業員コード１ ：半角数字１０文字以内

・従業員コード２ ：半角数字１０文字以内

・検索用カナ名称 ：半角英数カタカナ３０文字以内

　（従業員カナ名称を入力すると自動的に入力されます）

・グループ指定 ：任意　　グループ名登録は Ｐ６４ で ◆修正を行いたいデータを選択し修正を押します。

・クリアボタンの説明 事前に登録しておく

　《新規登録の場合》

　フィールド内の項目を消去します。

　《修正の場合》

　修正前の登録済情報を表示します。

       ご注意ください

顧客コードをを利用して受取人マスタの表示順を

指定する場合は、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。

給与・賞与振込メニュー画面

step2

step3

給与賞与振込サービス

step10

step1
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■修正前の登録情報を表示します。 従業員マスタの削除 step1～step4
◆修正内容を変更した後に登録を押します。

◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆従業員マスタ作成を押します。

◆修正が終了して戻るを押すと

　 従業員マスタ一覧画面に戻ります。

◆削除したいデータを選択し削除を押します。

■１ページ内で複数のデータを選択できます。

◆選択した削除件数が正しければＯＫを押します。

給与・賞与振込メニュー画面

step4

step1

step2

給与賞与振込サービス

step5

step3
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◆削除作業が終了して戻るを押すと 従業員マスタ一括削除 step1～step4
　 給与・賞与振込メニュー画面に戻ります。

◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆従業員マスタ一括削除を押します。

◆従業員マスタ一括削除確認画面で実行を押す

　 と従業員マスタでご利用の○○件を一括削除し

 　ます。よろしいですか？のメッセージが出て、ＯＫを

　 押すことで一括削除できます。

■マスタを一括削除する場合は、外部ファイル出力で

　 一時保存されることをお勧めします。

◆一括削除総件数が表示されメニューに戻るを押します。

給与・賞与振込メニュー画面

step2

step4

step1

給与賞与振込サービス

step4

step3
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日常作業

②振込データの作成 　step1～step8

◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。 ◆振込指定日・データ種類を入力し、次へを押し

　 ます。

例）

4 5 6 7 8 9

水 木 金 土 日 月

給与・賞与振込メニュー画面 送信時限

◆データ登録を押します。

◆新規登録を押します。

■作成中、承認待、送信待のデータを修正の場合

　 は、データを選択し修正を押し へ。

■削除の場合は、データを選択し削除を押します。

■外部ファイル出力の場合は Ｐ１０７-②へ

振込指定日の前月同日の翌営業日から3営業日前の
20時迄となります。

指定日3営業日前

step1

step2

step3

step4

step4

給与賞与振込サービス

振込指定日を入力

必要に応じて入力

入力すると依頼人名の変更が可能
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◆振込金額を入力し入力が終われば ◆登録してデータ承認・送信へを押すと状態を承認待

 　登録完了を押します。 　 とし、承認・送信データ選択画面に移動します。

※金額入力中に新しい従業員情報を追加する場合は、 Ｐ６２　　　　　　へ

　 個別入力を押します。 Ｐ９１へ ■登録完了を押すと状態を承認待とし、振込データ登

※金額入力中に登録済のマスタを呼出す場合は、 　録・選択画面に戻ります。

　 従業員マスタ呼出を押します。 Ｐ９２へ ■一時保管（作成中）を押すと状態を作成中とし、振込

※ＣＳＶファイルを読込み、振込データを作成する 　データ登録・選択画面に戻ります。

　 場合は外部データ入力を押します。 Ｐ１１０ へ ■承認待

作成が終了し承認者の承諾を待つ場合。

■作成中

作成途中で再度追加修正を行う場合。

◆（振込金額が０円のデータがあります。）の

     メッセージが出た場合はＯＫを押します。

■承認権限者に承認依頼を行ってください。

◆戻るを押すと給与・賞与振込メニュー画面に戻ります。

step5

step1

給与賞与振込サービス

step3

step6

step7

step8

入力したデータを一時保存して戻り、振込データ情報入力で項

目の修正ができます。
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③振込データ承認 step1～step4 ◆承認確認、内容が正常であれば利用者確認暗証

■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの    番号を入力し承認を押します。

　 利用をお勧めします。 ■送信権限者に送信依頼を行ってください。

◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆データ承認・送信を押します。

◆承認待の振込データを選択しチェックを付け承認 ④振込データ送信 step1～step5
 　を押します。

■送信データの明細を印刷する場合は印刷を押し ◆送信待の振込データを選択しチェックを付け送信

 　ます。 Ｐ９０ へ  　を押します。

給与・賞与振込メニュー画面

step3

step4

step4

step2

step1

給与賞与振込サービス

利用者確認暗証番号を入力

step1
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◆振込データ情報の内容が正しければ ■送信終了後、印刷ダイヤログが表示されます。

 　利用者確認暗証番号を入力します。 ■印刷をする場合は、印刷を押します。

◆引き続き、送信確認画面に表示されている ◆データ送信結果画面で確認を押します。

　二次元バーコードをカメラ付きハードトークンで

　読み取ります。

　 Ｐ３２へ。

◆送信済を確認し戻るを押すと給与・賞与

 　振込メニュー画面に戻ります。

■カメラ付きハードトークンに

①取引種別

②振込指定日

③振込合計件数

④振込合計金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じで

あることを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

給与賞与振込サービス

利用者確認暗証番号を入力

ワンタイムパスワード

step5

step2

step3

step4
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依頼人マスタ参照・グループ名登録　　　　step1～step7step1～step6 ◆詳細情報を表示するには詳細を押します。

◆戻るを押すと給与・賞与振込メニュー画面に

　 戻ります。

◆ファイル伝送から給与・賞与振込を押します。

◆グループ名の登録をする場合、 へ。

◆依頼人マスタを参照する場合、 へ。

◆戻るを押すと依頼人マスタ一覧画面に戻ります。

◆従業員を分類する検索グループ名称を入力

　 します。（任意）登録を押します。

■グループの内容が判断できるような名前を付けると

 　便利です。

■グループ名称の桁数は、半角の場合12桁、全角の

　 場合6桁となります。

◆戻るを押すと給与・賞与振込メニュー画面に

　 戻ります。

step1

給与賞与振込サービス

step2 step3

step5

step3

正社員・パート・アルバイト等の区分けをす

ると便利です。

step4

step5

step6
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業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→地方税納入

① 地方税納入データの作成 日常作業

② 作成したデータを承認 ①納入指定日と対象年月と抽出した市区町村情報に対する納入情報

　（給与税件数、給与税額）を入力します。

③ 作成したデータを送信 ・ 作成した納入データを印刷することもできます。

②地方税納入サービスを承認します。

・ ①作成した納入データを承認します。

③地方税納入データを送信します。

・ ②承認したデータを送信します。

・ データの送信期限までに送信してください。

日常作業

①地方税納入データ作成　　　　　　　　　step1～step13step1～step13
納入データの新規作成

◆ファイル伝送から地方税納入を押します。

◆新規登録を押します。

■作成中、承認待、送信待のデータを修正の場合

　 は、データを選択し修正を押し へ。

■削除の場合は、データを選択し削除を押します。

■外部ファイル出力の場合は Ｐ１０７-②へ

地方税納入メニュー画面

◆データ登録を押します。

 　

地方税納入サービス

step1

ご注意ください！

■地方税納入取引を行った場合は、通信結果報告書印刷により

データ伝送が正常に終了しているかご確認ください。

【データ送信時限】

■データ伝送は、納入指定日（毎月１０日、銀行休業日の場合は
翌営業日）の６営業日前までに送信してください。また、納入資金は、
納入指定日の前営業日までに支払口座にご用意ください。

step2

step3

step4
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■納入指定日に納入期限（毎月10日、銀行休業日 ◆個別入力を押し納入先の明細を作成します。

　の場合は翌営業日）を入力してください。 ■ＣＳＶファイルを読込み、納入データを作成する

■納入対象年月は、納入指定日を入力すると自動 　 場合は外部データ入力を押します。

　 入力されます。 Ｐ１１０ へ

　 （過去分、未来分の納入はできません。） ■入力したデータを一時保存して戻り、納入データ

◆入力後に次へを押します。 　 情報入力で項目の修正ができます。

■表示順は、市区町村コード順、名称順、金額順、

　 件数順があります。

■納入指定日を変更した場合、

　 対象年・月も連動して自動的に変更されます。

 　

◆市区町村コードを検索または入力し、指定番号、

 　異動有無、給与税件数、給与税金額を入力します。

■退職人員、退職金額、市区町村民税、都道府県民

　 税欄はご使用できません。

◆市区町村の検索を行いたい場合は、検索を押し

 　ます。

step5

step１

地方税納入サービス

step4

ex 送信日

３１（火） １（水） ２（木） ３（金） ４（土） ５（日）

６（月)  ７（火） ８（水） ９（木） １０(金)

納付指定日

（送信時限）

納付日の前月同日の翌営業日から6営業日前の20時迄と

なります。

振込指定日を入力

必用に応じて入力

納入指定日に納入期限

を入力すると対象年月は

自動入力されます。

サンジュウサン

マツサカホンテン

マツサカサンジュウサン

step6

66



◆該当する市区町村の都道府県名と頭文字を ◆個別入力が終われば金額入力画面へ戻るを押し

　 選択します。 　ます。

◆選択した頭文字に該当する市区町村名が表示さ

 　れますので、納入先の市区町村を選択し、次へを

　 押します。

■該当する市区町村が存在しない場合、「該当の

 　市区町村がありません」のメッセージが表示され ◆金額入力等が終了したら、登録完了を押し

　 ます。 　ます。

●マスタの件数が２０件以上の場合、件数が表示されます。

１～２０ ▼ または、《　》で前ページや次ページで

　 マスタを参照することができます。

◆データ内容が入力できたら登録を押します。

step7

step8

step9

step10

step11

地方税納入サービス

該当都道府県名に切替える

マツサカサンジュウサン
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◆登録してデータ承認・送信へを押すと状態を承認待 ②地方税納入データ承認・送信　 step1～step6
　 とし、承認・送信データ選択画面に移動します。 ■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

Ｐ６８ へ 　 利用をお勧めします。

■登録完了を押すと状態を承認待とし、納入データ登

　 録・選択画面に戻ります。 ◆ファイル伝送から地方税納入を押します。

■一時保管（作成中）を押すと状態を作成中とし、納入

　 データ登録・選択画面に戻ります。

■承認待

　 作成が終了し承認者の承諾を待つ場合。

■作成中

　 作成途中で再度追加修正を行う場合。

地方税納入メニュー画面

◆データ承認・送信を押します。

◆戻るを押すと地方税納入メニュー画面に

 　戻ります。 Ｐ６８

◆承認待の納入データを選択しチェックを付け承認

　 を押します。

■送信データの明細を印刷する場合は印刷を押します。

Ｐ９０ へ

step12

step13

step1

step2

地方税納入サービス

step3

step3

step4
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◆承認確認、内容が正常であれば利用者確認 ◆送信確認、内容が正しければ利用者確認暗証番号

　 暗証番号を入力し承認を押します。 　 を入力し送信を押します

■送信権限者に送信依頼を行ってください。

■送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。

■印刷をする場合は、印刷を押します。

◆送信結果画面で確認を押します。

③地方税納入データ送信　 step1～step4

◆送信待の納入データを選択しチェックを付け

　 送信を押します。

step2

step3

step4

地方税納入サービス

step1

利用者確認暗証番号を入力

利用者確認暗証番号を入力
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◆送信済を確認し戻るを押すと地方税納入メニュー ◆戻るを押すと企業マスタ一覧画面に戻ります。

 　画面に戻ります。

企業マスタ参照　 step1～step4

【　メ　モ　】
◆ファイル伝送から地方税納入を押します。

◆企業マスタ参照を押します。

◆詳細情報を表示するには詳細を押します。

■戻るを押すと地方税納入メニュー画面に戻ります。

step2

step4step4

step1

地方税納入サービス

step3

マツサカホンテン

0154

サンジュウサン

0154 サンジュウサン

マツサカホンテン
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業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→預金口座振替（代金回収）

① 支払人マスタの登録 事前準備

② データの作成 ①支払人マスタを登録します

・ 引落先を支払人マスタに登録します。

③ データの承認 ・ 登録件数は最大５００件（お申し出により最大５０，０００件）

④ データの送信 日常作業

②預金口座振替（代金回収）データを作成します

・ 引落指定日と抽出した支払人に対する引落金額を入力します。

・ 作成した振替データを印刷することもできます。

③預金口座振替（代金回収）データを承認します

・ ②作成した振替データを承認します。

④預金口座振替（代金回収）データを送信します

・ ③承認したデータを送信します。

・ データの送信時限までに送付してください。

事前準備

①支払人マスタの登録　 step1～step10

◆支払人マスタ作成を押します。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

預金口座振替メニュー画面

step2

ご注意ください！

■支払人の口座が当行だけの場合を預金口座振替と呼び、

当行以外の金融機関が存在する場合を代金回収と呼び

ます。

■預金口座振替（代金回収）データの送信取引を行った場合は、

通信結果報告書印刷によりデータ伝送が正常に終了している

かご確認ください。

【送信時限】

■データ伝送は、預金口座振替の場合は引落指定日（振替

指定日）の２営業日前までに、代金回収の場合は、引落指定日

（振替指定日）の１１営業日前までに送信してください。

■引落指定日（振替指定日）は、サービスお申込時にご指定い

ただいた振替指定日（銀行休業日の場合は翌営業日）を入力

ください。代金回収の場合は、６日または２６日（銀行休業日の

場合は翌営業日）となります。

■代金回収サービスデータ送受信受付日程表は当行ホーム

ページからダウンロード可能ですのでご活用ください。

step1

預金口座振替（代金回収）サービス
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　　詳細を参照したり、削除することができます。

◆該当銀行を選択し次へを押します。

◆新規登録を押します。

《マスタをファイルから取込む場合》

■外部ファイル入力を押します。 …… Ｐ１０９ へ

■マスタの件数が２０件以上の場合、件数が表示されます。

１～２０ ▼ または、《　》で前ページや次ページの

　　マスタを参照することができます。 ◆支店コードの検索を押します。

■「詳細」を選択すると、支払人マスタの詳細を参照したり、

　　削除することができます。

金融機関名称マスタから検索して、金融機関名、

支店名を取得します。

◆金融機関コードの検索を押します。

◆支店の頭文字を押します。

◆金融機関種類を押すと機関名が表示され

　 銀行の頭文字を押します。

新規登録を行う場合

各項目の入力をします

step3

step4

step5

step6

step7

step8

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

銀行

信用金庫

信用組合・商工中金

ゆうちょ銀行・その他

三十三銀行

三十三銀行

0154

サンジユウサン

三十三銀行

72



　　詳細を参照したり、削除することができます。

◆該当支店を選択し次へを押します。 ●ゆうちょ銀行を指定する場合は、金融機関コードに

　'９９００’を入力し、検索ボタンを押してください。金融

　機関カナ名称は「ユウチヨ」、金融機関漢字名称は

　「ゆうちょ銀行」となります。支店コードは通帳記号番号

　５桁の中３桁を入力し、検索ボタンは押さずに支店名称

　は空白のままにしてください。

例）　１２３４５ ２３４

口座番号は通帳番号の下１桁を除いた残りの番号を

７桁で入力します。

例）８桁の場合

通帳番号の下１桁を除いた数字にゼロを補い７桁で

◆預金種目・口座番号・支払人ｶﾅ名称等を入力します。 入力します。

◆続けて登録する場合は、登録を押します。

■登録を終了する場合は、戻るを押します。 例）６桁の場合

<入力可能な最大文字数>

・支払人カナ名称（必須） ：半角英数カタカナ３０文字以内

・支払人漢字名称（任意） ：全角漢字４８文字以内

・支払人コード１（任意） ：半角数字１０文字以内

・支払人コード２（任意） ：半角数字１０文字以内

・検索用カナ名称 ：半角カナ英数３０文字以内

　（支払人カナ名称を入力すると自動的に入力されます）

・グループ指定 ：任意　グループ名登録は Ｐ８１ で

・クリアボタンの説明 事前に登録しておきます

　《新規登録の場合》

　フィールド内の項目を消去します。

　《修正の場合》

　修正前の登録済情報を表示します。

・支払人コード１、支払人コード２は支払人を特定の順番に

　並べたい場合、セットで重複しない番号を入力します。

・検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた支払人

　カナ名称が自動的にセットされますが、変更可能です。

００６５４３２６５４３２１

１２３４５６７１２３４５６７１

step9

step10

預金口座振替（代金回収）サービス

三十三銀行

松阪本店営業部

三十三銀行

0154

サンジユウサン

松阪本店営業部

マツサカホンテン
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支払人マスタの修正 step1～step5 ■修正前の登録情報を表示します。

◆修正内容を変更した後に登録を押します。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

◆支払人マスタ作成を押します。

◆修正が終了して戻るを押すと

 　預金口座振替メニュー画面に戻ります。

◆修正を行いたいデータを選択し修正を押します。

預金口座振替メニュー画面

step2

step3

step4

step5

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行
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支払人マスタの削除 step1～step4 ◆削除作業が終了して戻るを押すと預金口座

　 振替メニュー画面に戻ります。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

◆支払人マスタ作成を押します。

◆削除したいデータを選択し削除を押します。

■１ページ内で複数のデータを選択できます。

◆選択した削除件数が正しければＯＫを押します。

預金口座振替メニュー画面

step3

step4

step2

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行

三十三銀行
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支払人マスタ一括削除　　　　　 　step1～step4 ◆一括削除総件数が表示されメニューに戻るを押し

　ます。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

◆支払人マスタ一括削除を押します。

◆支払人マスタ一括削除画面で実行を押すと

　 支払人マスタでご利用の○○件を一括削除します。

 　よろしいですか？のメッセージが出て、ＯＫを押す

　 ことで一括削除ができます。

■マスタを一括削除する場合は、外部ファイル出力で

　 一時保存されることをお勧めします。

預金口座振替メニュー画面

step3

step4

step2

step1

預金口座振替（代金回収）サービス
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②振替データの作成　 　step1～step8 ◆新規登録を押します。

■作成中、承認待、送信待のデータを修正の場合

　 は、データを選択し修正を押し Ｐ７８ へ

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。 ■削除の場合は、データを選択し削除を押します。

■外部ファイル出力の場合は Ｐ１０７-②へ

◆データ登録を押します。

口座振替・代金回収の送信時限

預金口座振替メニュー画面

口座振替送信時限 ex
指定日が12日（月）の場合2営業日前は8(木）となります。

送信日 指定日

７（水） ８（木） ９（金） １０（土） １１（日） １２（月）

振替指定日の前月同日の翌営業日から2営業日前の20時迄

となります。

代金回収送信時限 ex
指定日が26日（月）の場合11営業日前は9日（金）となります。

送信日

７（水)   ８（木） ９（金） １０（土）１１（日）

１２（月）１３（火）１４（水）１５（木）１６（金） １７（土）１８（日）

１９（月）２０（火）２１（水）２２（木）２３（金） ２４（土）２５（日）

２６（月）

指定日
振替指定日の前月同日の翌営業日から11営業日前の20時迄

step3

step1

step2

預金口座振替（代金回収）サービス

step4
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Ｐ７８
◆個々の支払人に対する引落金額を入力し、入力が

◆振替指定日を入力し次へを押します。  　終われば、登録完了を押します。

※金額入力中に支払人情報を追加をする場合は、

■引落指定日（振替指定日）は、サービスお申込時に 　 個別入力を押します。 Ｐ９１へ

　 ご指定いただいた振替指定日（銀行休業日の ※金額入力中に登録済のマスタを呼出す場合は、

 　場合は翌営業日）を入力します。 　 支払人マスタ呼出を押します。 Ｐ９２へ

 　代金回収の場合は、６日または２６日（銀行休業日 ※ＣＳＶファイルを読込み、振替データを作成する

　 の場合は翌営業日）となります。 　 場合は外部データ入力を押します。 Ｐ１１０ へ

■入力したデータを一時保存して戻り、引落データ

情報入力で項目の修正ができます。

step4

step5

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

必要に応じて入力

振込指定日を入力

三十三銀行

松阪本店営業部

三十三銀行
松阪本店営業部

三十三銀行
松阪本店営業部

入力すると依頼人名の変更が可能
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◆登録してデータ承認・送信へを押すと状態を承認待

　 とし、承認・送信データ選択画面に移動します。 ③振替データ承認　　　　　　　　 step1～step4
Ｐ７９　　　　　へ

■登録完了を押すと状態を承認待とし、振替データ登 ■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

　録・選択画面に戻ります。 　 利用をお勧めします。

■一時保管（作成中）を押すと状態を作成中とし、振替 ◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

　データ登録・選択画面に戻ります。

■承認待

作成が終了し承認者の承諾を待つ場合。

■作成中

作成途中で再度追加修正を行う場合。

◆データ承認・送信を押します。

◆（引落金額が０円のデータがあります。）の

     メッセージが出たらＯＫを押します。

■承認権限者に承認依頼を行ってください。

◆メニューへ戻るを押すと預金口座振替 Ｐ７９
　 メニュー画面に戻ります。 ◆承認待の振替データを選択しチェックを付け承認を

　 押します。

■送信データの明細を印刷する場合は印刷を押し

　 ます。 Ｐ９０ へ へ

預金口座振替メニュー画面

step6

step3

step2

step4

預金口座振替（代金回収）サービス

ｓtep3

step7

step8

step1
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◆承認確認、内容が正常であれば利用者確認 ◆送信確認、内容が正しければ利用者確認暗証

 　暗証番号を入力し承認を押します。 　 番号を入力し送信を押します。

■送信権限者に送信依頼を行ってください。

■送信終了後、印刷ダイアログが表示されます。

④振替データ承認　　　　　　　　 step1～step4 ■印刷をする場合は、印刷を押します。

◆送信結果画面で確認を押します。

◆送信待の振替データを選択しチェックを付け送信

 　を押します。

step2

step3

step4

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

利用者確認暗証番号を入力

マツサカホンテン

マツサカホンテン

利用者確認暗証番号を入力

正常送信
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◆送信済を確認し戻るを押すと預金口座振替 ◆支払人を分類する検索グループ名称を入力します。

 　メニュー画面に戻ります。 　 （任意）登録を押します。

■グループの内容が判断できるような名前を付けると

 　便利です。

■グループ名称の桁数は、半角の場合12桁、全角の

　 場合6桁となります。

委託者マスタ参照・グループ名登録　 step1～step6
◆戻るを押すと預金口座振替メニュー画面に

 　戻ります。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

◆グループ名の登録をする場合、 へ。

◆委託者マスタを参照する場合、 へ。

◆参照する委託者の委託者カナ名称/漢字名称を

 　押します。

◆戻るを押すと預金口座振替メニュー画面に

　 戻ります。

step4

step2

step5

step3

step4

step3

step5

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

松阪本店営業部

三十三銀行
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◆戻るを押すと委託者マスタ一覧画面に戻り

　 ます。

【　メ　　モ　】

step6

預金口座振替（代金回収）サービス

三十三銀行

0154

サンジユウサン

松阪本店営業部

マツサカホンテン
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業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→預金口座振替（代金回収）

① 振替結果データの受信 日常作業
①預金口座振替（代金回収）結果データを受信します

・ 預金口座振替（代金回収）結果データの受信/参照を行います。

・ 振替不能先を抽出し、振替データを再作成することができます。

日常作業 ◆受信したいデータを選択し受信を押します。

■１度受信した情報を再度受信する場合は、

①振替結果データ受信 step1～step6 　 再受信を押します。

※事前にＥＢサポートセンターにご連絡ください。

■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

　 利用をお勧めします。

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

◆データ受信を押します。

◆受信するデータの内容を確認のうえ、利用

　 者確認暗証番号を入力し、実行を押します。

■サイクル番号が未入力の場合、自動採番し

　 ます。

■再受信の場合、受信時と同一のサイクル番号

　 の入力が必要となります。

■キャンセルを押すと受信を行わずに

 　契約情報選択画面に戻ります。

振替結果データ受信

step2

step3

step4

ご注意ください！

■振替結果の受信は、預金口座振替の場合は振替指定日の２営業日
後から、代金回収の場合は、振替指定日の６営業日後から受信
いただけます。

■代金回収の振替入金分は当行分、他行分に分かれて入金されます。
当行分は振替指定日の１営業日後、他行分は振替指定日の７営業日
後に振替手数料を差引きして入金されます。

step1

預金口座振替（代金回収）サービス

利用者確認暗証番号を入力

三十三銀行0154

0154

三十三銀行
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◆受信終了後、印刷ダイアログが表示されます。 ◆受信データ参照・印刷を押します。

■印刷をする場合は、印刷を押します。

■印刷は画面のハードコピーとなります。

◆ステータスが「正常受信」となっていることを確認

 　します。

◆受信結果画面で確認を押すと、契約情報選択

　 画面に戻ります。

◆戻るを押すと預金口座振替メニュー画面

 　に戻ります。

■預金口座振替結果の受信を行ったデータの一覧が

　 表示されます。

◆参照するデータを選択し次へを押します。

■該当の受信データについて口座振替結果が表示

　 されます。

◆参照する詳細を押します。

《全口座の取引明細をRTFファイルで出力する場合》

■一覧印刷を押します。 Ｐ９０ へ

《全銀ファイルでデータを出力する場合》

■外部ファイル出力を押します。

Ｐ８４ Ｐ１０８-① へ

受信データ参照・印刷 step1～step5

◆ファイル伝送から預金口座振替を押します。

step5

step1

step3

step4

step2

step１

step4

預金口座振替（代金回収）サービス

step6

三十三銀行0154
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◆口座データ選択画面へを押すと、口座データ選択

　 画面へ戻ります。 Ｐ８４ へ

《振替結果明細を印刷する場合》

■印刷を押します。 Ｐ９０ へ

■振替不能データの再登録を押すと振替結果が、

　 ”振替済”以外の結果を抽出し振替データを

 　再作成して引落指定日入力画面へ。

Ｐ７８ へ

■振替不能口座のみ表示するにチェックを付けると、

　 振替不能の明細のみ表示されます。

step5

step3-1

step4

預金口座振替（代金回収）サービス

step4
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業務の流れ 利用者ログオン→ファイル伝送→入出金明細
→振込入金明細

入出金明細データ受信 step1～step6
◆受信を行うデータの内容を確認のうえ、利用者確認

※ 振込入金明細をクリックすることで同じ手順になります。  　暗証番号を入力し、実行を押します。

■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの利用を ※サイクル番号が未入力の場合、自動採番します。

　 お勧めします。 ※再受信の場合、受信時と同一のサイクル番号の

　 入力が必要となります。

◆ファイル伝送から入出金明細を押します。 ※キャンセルを押すと受信を行わずに契約情報選択

　 画面に戻ります。

※ZEDI（全銀EDI情報）にて受信するとき（取引エントリー）の

   手順は Ｐ８７　へ

◆データ受信を押します。

◆受信が完了したら確認を押します。

■印刷をする場合は、印刷を押します。

■印刷は画面のハードコピーとなります。

◆受信を押します。

※１度受信した情報を再度受信する場合は、

　 再受信を押します。

　 ※事前にＥＢサポートセンターにご連絡ください。

◆戻るを押すと入出金明細照会メニュー画面に

　 戻ります。

入出金明細メニュー画面

ファイル伝送共通 入出金明細・振込入金明細

step1

step2

step3

step4

step5

step6

三十三銀行

0154

三十三銀行0154

三十三銀行0154
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Ｐ８７

■入出金明細・振込入金明細等の外部ファイルをZEDIにて受信するときの操作手順になります。

◆「総合/給与振込他(ﾌｧｲﾙ伝送)」より「振込入金明細」を選択します。 ◆ [データ受信結果（全銀EDI情報がある場合）]

　画面が開いたら、ステータスが「受付済」又は

◆ [振込入金明細メニュー]が開いたら、「データ受信」をクリックします。    「正常受信」であることを確認し、「確認」をクリックし、

   [振込入金明細メニュー]まで戻ります。

  ※全銀EDI情報がない場合は、画面が開いたら、

     ステータスが「正常受信」であることを確認し、

      「確認」をクリックし[振込入金明細メニュー]まで

     戻ります。

◆[契約情報選択 画面]が開いたら、該当するデータを選択して

　「受信」をクリックします。

◆ [データ受信確認 ]画面が開いたら、「ファイル形式」を選択して

　「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。

■ファイル形式でXMLフォーマットを指定してください。

　※固定長電文の場合はファイル形式で全銀フォーマットを指定してください。

ZEDI（全銀EDI情報）の受信（取引エントリー）　step1～step9

ファイル伝送共通 入出金明細・振込入金明細

step1

step2

step3

step4

step5

0154

三十三銀行

三十三銀行0154
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◆しばらく経つと、共同センタから受信が正常に完了した旨を知らせるEメールが到着するのでご確認ください。※1

■Eメールが到着したら、[振込入金明細メニュー]より「データ参照・印刷」をクリックします。

◆[受信データ選択 ]画面が開いたら、一覧の中から今回受信したものを選択して「次へ」をクリックします。

◆[口座データ選択 ]画面が開いたら、「外部ファイル出力」をクリックします。

◆[外部ファイル出力 ]画面が開いたら、ファイル識別「XMLファイル」を選択して「ダウンロード」をクリックするとXML形式で

　振込入金明細情報が取得でき、「全銀ファイル」又は「CSVファイル」を選択して「ダウンロード」をクリックすると全銀固定長の

　振込入金明細情報が取得できます。


ファイル伝送共通 入出金明細・振込入金明細

step6

step7

「受信済」であることを確認して

「次へ」をクリックしてください。

※Ｅメールが到着すると[状態]が「受付済」
から「受信済」に変わります。
ただし、表示は画面遷移した際に変わり
ますので画面を表示したままの状態にし

step8

step9

※1 ZEDI（全銀EDI情報）の送受信は平日9：00～19：00となります。
19：00以降のXMLフォーマットでの受信はできません。
「現在、お取引可能時間外です。お取引可能時間をご確認ください。」と表示されます。

【ファイル保存についての注意事項】
・必ず、「受信済」を待ってからダウンロードを行ってください。
受付済の状態でファイルの保存を行うとZEDI情報なしの状態でダウンロードされてしまいます。

・ファイルのダウンロードは１回のみ有効となります。
２回目以降は「すでにダウンロード済です。」のメッセージが表示されます。
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受信データの参照・印刷　 step1～step5
◆選択した口座情報が表示されます。

※戻るを押すと口座データ選択画面へ戻ります。

◆データ参照・印刷を押します。 ※印刷を押すと各口座の取引明細を印刷します。

◆入出金明細の受信を行ったデータの一覧が表示さ

　 れます。参照する受信データを選択して次へを押します。

◆ファイルを開くを押すと一覧表示となりプリントが可能

   となります。

◆該当の受信データの口座データ一覧が表示され

　 ます。参照する口座の詳細を押します。

■一覧印刷は全口座の取引明細をまとめて印刷し

　  ます。 Ｐ９０ へ

■外部ファイル出力は全銀ファイル/ＣＳＶファイル

 　でデータを出力します。 Ｐ１０８-①へ

口座データ選択画面

step1

step2

step3

step4

step3-1

ファイル伝送共通 入出金明細・振込入金明細

0154

マツサカホンテ

三十三銀行

step5
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Ｐ９０
各種印刷 ◆ファイルを開くを押すと一覧表示となりプリントが可能

各種印刷 step1～step4    となります。

◆通信結果報告書印刷は各伝送サービス送信終了 ※業務毎のデータ一覧
　 後に確認できます。

※通信結果報告書印刷を押します。 ① ■通信結果報告書印刷

◆開始/終了日付をセットし印刷を押します。

② ■データ一覧　　（例：総振データ）

◆印刷用リッチテキスト形式ファイル（RTF）を

 　ダウンロードします。

※通信結果報告書印刷 へ。

◆各ファイル伝送サービスから業務ごとの

 　印刷対象は次のとおりです。

 　預金口座振替

　 入出金明細 ■受信データ参照・印刷 ③ ■マスタ一覧　　（例：総振マスタ）

 　振込入金明細 　 は へ。

◆受取人、従業員、支払人の各マスタ一覧で

　 印刷を押すと、印刷条件指定画面が表示

 　されます。

ファイル伝送サービス共通

ファイル伝送共通 入出金明細・振込入金明細

step1

step2

step3

step４

step4

step3-1

step3-2

step4

0154 サンジュウサン マツサカホンテン

0154 サンジュウサン マツサカホンテン

0154 サンジュウサン マツサカホンテン

0154 サンジュウサン マツサカホンテン

0154 サンジュウサン マツサカホンテン

0154 サンジュウサン

0154 サンジュウサン

0154 サンジュウサン

マツサカホンテン
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Ｐ９１
◆受取人マスタの登録を行う場合はマスタに登録して

個別入力 step1～step3 　 次へを押し、登録しない場合はマスタに登録せずに

　 次へを押します。

■総合振込の場合

■金額入力時に振込先の追加が必要になった場合、

　 個別入力でマスタの作成を行います。

◆受取人情報と支払金額情報を入力します。

　（給与・賞与振込の場合は、従業員情報と振込

　 金額情報、預金口座振替の場合は、支払人

　 情報と引落金額情報となります。）

◆受取人情報と支払金額情報を入力し登録を

　 押します。

◆個別入力を終了するには金額入力画面へ戻るを

　 押します。

■総振の場合 Ｐ５１

■給振の場合 Ｐ６１ へ戻る。

■口振の場合 Ｐ７８

step1

step2

step3

step5

ファイル伝送共通 個別入力
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Ｐ９２
◆受取人をマスタから検索します。

マスタ呼出　総合振込編 step1～step3 ■4つの検索方法があります。

・全検索

■金額入力時に受取人マスタに登録されている振込先を ・コード

　 追加する場合 ・検索用カナ名称

・検索グループ

 　

◆受取人マスタ呼出を押します。

※給与・賞与振込の場合は、従業員、預金口座振替

　 の場合は、支払人の各マスタ呼出となります。

◆呼出するマスタを選択して次へを押します。

■呼出する対象を選択する必要がない場合は。

　 金額入力画面に戻ります。

■総振の場合 Ｐ５１

■給振の場合 Ｐ６１ へ戻る。

■口振の場合 Ｐ78

ファイル伝送共通 マスタ呼出

step1

step2

step5

step3

松阪本店営業部
三十三銀行

松阪本店営業部
三十三銀行

松阪本店営業部
三十三銀行
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外部ファイル送信 step1～step9
※給与計算ソフト等で作成したデータを利用できます。

◆ファイル伝送から外部ファイル送受信を押します。 ◆業務名称を選択し登録を押します。

■標準サポート業務（総合振込、給与・賞与振込、

　 預金口座振替、地方税納入等）の場合、レコード長

 　は自動的に入力されます。

◆外部ファイル送信を押します。

◆送信テーブルを選択しアップロードを押します。

■ZEDI（全銀EDI情報）にて送信するときの

   送信手順は Ｐ９９　へ

◆送信テーブルを新規登録する場合は新規登録を

　 押します。

◆送信テーブルを修正する場合は修正を押します。

へ。

◆データのアップロードを行う場合は へ。

◆詳細を押すと送信テーブルの詳細を参照できます。

◆参照ボタンを押して送信するデータ（保存場所）を

　 選択して実行を押します。

step2

step1

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定なし）

step3

step4

step4

step5

業務名称を選択

step5

step6
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◆送信を行うデータの内容を確認のうえ、利用者 ■送信が完了したら確認を押します。

　 確認暗証番号を入力します。 ※印刷をする場合は、印刷を押します。

◆引き続き、送信確認画面に表示されている二次元 ※印刷をしない場合は、キャンセルを押します。

　 バーコードをカメラ付きハードトークンで読み取ります。 ■ステータスが「正常送信」であることを確認

◆送信データを印刷する場合は、印刷条件指定を 　 してください。

　 押します。 Ｐ９６ 　の動作と同じになります。

■サイクル番号が未入力の場合は、自動採番します。

◆戻るを押すと外部ファイル送受信メニュー画面に

　 戻ります。

■カメラ付きハードトークンに

①取引種別

②振込指定日

③振込合計件数

④振込合計金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じで

あることを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

step8

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定なし）

step9step7

利用者確認暗証番号を入力

ワンタイムパスワード

step8

ファイル情報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。

step10

94



外部ファイル送信（データ登録） step1～step8
◆業務名称を選択し、登録を押します。

◆ファイル伝送から外部ファイル送受信を押します。 ■標準サポート業務（総合振込、給与・賞与振込、

　 預金口座振替、地方税納入等）の場合、レコード長

 　は自動的に入力されます。

◆外部ファイル送信登録を押します。

◆送信テーブルを選択し、アップロードを押します。

■ZEDI（全銀EDI情報）にて送信するときの

   手順は Ｐ９９　へ

◆送信テーブルを新規登録する場合は新規登録を

　 押します。

◆送信テーブルを修正する場合は修正を押します。

へ。

◆データのアップロードを行う場合は へ。

◆詳細を押すと送信テーブルの詳細を参照できます。

◆ファイルの選択ボタンを押し、送信するデータを

　 選択後、実行を押します。

step2

step1

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定あり）

step3

step4

step5

step4

step6

step5

業務名称を選択

ファイル形式は「全銀フォーマット」を選択
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Ｐ９６ 【印刷（ＲＴＦ）でファイルを開いた場合】

◆送信を行うデータの内容を確認の上、

　 登録を押します。 へ

◆送信データの明細を印刷する場合は、印刷条件指定を

　 押します。 へ

【印刷（PDF）でファイルを開いた場合】

◆印刷（ＲＴＦ）または印刷（ＰＤＦ）を押します。

◆画面下に表示されているファイルを開くを押します。

◆データの登録が完了し、振込データ登録・選択画面に

　 「承認待」の状態で表示されます。

◆登録内容を確認後、承認・送信操作に進みます。

◆戻るを押すと外部ファイル送受信メニューに戻ります。

◆該当サービスの送信データ一覧を表示します。

◆確認・印刷が完了したら×でファイルを閉じます。

◆印刷条件指定画面で戻るを押します。

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定あり）

step7

step9

step9

step8

step8

96



外部ファイル送信（データ承認・送信） step1～step10

■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの利用を ◆承認確認、内容が正常であれば利用者確認暗証

　 お勧めします。    番号を入力し承認を押します。

◆送信データの明細を印刷する場合は、印刷条件指定を

◆ファイル伝送から外部ファイル送受信を押します。 　 押します。 Ｐ９６ 　の動作と同じになります。

■送信権限者に送信依頼を行ってください。

◆外部ファイル送信 承認・登録を押します。

◆承認待のデータを選択し、承認を押します。

◆送信待の振込データを選択しチェックを付け、送信

 　を押します。

◆戻るを押すと外部ファイル送受信メニュー画面に

　 戻ります。

step4

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定あり）

step5

step2

step1

step3

利用者確認暗証番号を入力

step8
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◆振込データ情報の内容が正しければ ■送信終了後、印刷ダイヤログが表示されます。

　 利用者確認暗証番号を入力します。 ■印刷をする場合は印刷、印刷しない場合はキャンセルを

 　押します。

◆引き続き、送信確認画面に表示されている ◆データ送信結果画面で確認を押します。

　 二次元バーコードをカメラ付きハードトークンで

　 読み取ります。

◆送信済を確認し、戻るを押すと外部ファイル送受信

　 メニューに戻ります。

■カメラ付きハードトークンに

①取引種別

②振込指定日

③振込合計件数

④振込合計金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じで

あることを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信 （権限設定あり）

step8step6

利用者確認暗証番号を入力

ワンタイムパスワード

step7

step9
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Ｐ９９

■総合振込の外部ファイルをZEDIにて送信するときの操作手順は以下のようになります。

◆「総合/給与振込他(ファイル伝送)」より「外部ファイル送受信」を選択します。

◆ [外部ファイル送受信メニュー]が開いたら、「外部ファイル送信」をクリックします。

◆[送信テーブル登録・選択]が開いたら、「新規登録」をクリックします。

◆ [送信テーブル登録]画面が開いたら、「金融機関接続情報の枝番コード」「業務名称」「ファイル形式」を

　　選択して、「レコード長」「注釈（コメント）」を入力して「登録」をクリックします。

■ファイル形式でXMLフォーマットを指定してください。

　　※固定長電文の場合はファイル形式で全銀フォーマットを指定してください。

ZEDI（全銀EDI情報）の送信（外部ファイル送信）　step1～step9

step1

step2

step3

step4

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信
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◆[送信テーブル登録・選択 ]画面が開いたら、一覧の 　◆[外部ファイル送信確認 ]画面が開いたら、内容を

   最終行に登録したものがあるので、これを選択した上で、      確認して「利用者確認暗証番号」を入力し、「送信」を

   「アップロード」をクリックします。　　      クリックします。

◆[アップロード開始 ]画面が開いたら、「参照...」をクリックして

　 アップロードするファイルを選択して「実行」をクリックします。

■カメラ付きハードトークンに

①取引種別

②振込指定日

③振込合計件数

④振込合計金額

⑤ワンタイムパスワード（８桁）

が表示されますので、入力された取引内容と同じで

あることを確認し、「ワンタームパスワード（８桁）」を

ワンタイムパスワード欄に入力し送信を押します。

step5

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信

step6

step7

step8

ワンタイムパスワード 二重取引の可能性がある場合

ダイアログで注意喚起が表示さ

れます。「OK」を押すと送信手

続きに進むことができます。
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◆[外部ファイル送信結果]画面が開いたら、ステータスが「受付済」であることを確認し、「確認」をクリックします。

   

◆しばらく経つと、共同センタから送信が正常に完了した旨を知らせるEメールが到着しますので、ご確認ください。

◆なお、Eメール到着後に[送信テーブル登録・選択]画面の一覧から

   今回送信したものを選択して「送信結果照会」をクリックし、

   [外部ファイル送信結果 画面]でステータスが「正常送信」で

   あることを確認してください。

※送信結果確認は当日中のみ有効です。

step9

step10

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信

ZEDI（全銀EDI情報）の送受信は平日9：00～19：00です。

19：００以降のXMLフォーマットでの送信はできません。

「現在、お取引可能時間外です。お取引可能時間をご確認

ください。」と表示されます。

以下の場合は19:00以降XMLフォーマットでも送信されます。

・送信データにZEDI情報が編集されていない場合

・「金融EDI情報省略可否」で「省略可」を選択して19:00

以降に送信したものはZEDI情報を破棄して送信します。

この場合、受取側にZEDI情報が送信されないことに

ご注意願います。

※Ｅメールが到着すると「受付済」から

「送信済」に変わります。ただし、表示は

画面遷移した際に変わりますので画面を

表示したままの状態にしていても表示が

変わることはありません。

0154
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外部ファイル受信 step1～step12
◆金融機関接続情報の枝番コードを選択。

◆ファイル伝送から外部ファイル送受信を押します。 ■入出金明細、振込入金明細 01 ▼

■預金口座振替（代金回収） 02 ▼

◆受信ファイル名を選択せずに登録を押し

■受信ファイル名を指定した場合は、指定した

　 ファイル名で保存されます。(例:data.txt）

◆外部ファイル受信を押します。

◆受信テーブルを選択し次へを押します。

◆受信テーブルを新規登録する場合は新規登録を ■ZEDI（全銀EDI情報）にて受信するときの

　 押します。 へ。    手順は Ｐ１０４　へ
◆データ受信を行う場合は受信テーブルに

　 チェックを付け次へを押します。 へ。

step1

step3

step4

step3

step5

step4

step5

step2

ＣＲ・ＬＦ付加で改行有

りとなります。

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信
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◆受信結果画面になりますのでファイル保存を押します。

◆受信を行うデータの内容を確認のうえ、利用者

　 確認暗証番号を入力し、受信を押します。

■サイクル番号は再受信の時のみ入力して下さい。

■１度受信した情報を再度受信する場合は、

　 再受信を押します。

※事前にＥＢサポートセンターにご連絡ください。

◆ファイル名が表示されますので保存を押します。

◆内容を確認したい場合は印刷条件指定を押します。

◆Ｗｅｂページからのメッセージが表示されますのでOKを押します。

◆印刷を押します。 Ｐ９０ へ

◆引続き印刷画面が表示されますが、キャンセルを押します。

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信

step6

step7

step8

step9

step10

step11

step12 step4

利用者確認暗証番号を入力

0154

サンジュウサン

0154

サンジュウサン

0154

サンジュウサン
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■入出金明細・振込入金明細等の外部ファイルをZEDIにて受信するときの操作手順は以下のようになります。

◆「総合/給与振込他(ファイル伝送)」より「外部ファイル送受信」を選択します。

◆ [外部ファイル送受信メニュー]が開いたら、「外部ファイル受信」をクリックします。

   「レコード長」「注釈（コメント）」を入力して「登録」をクリックします。


P１０４
ZEDI（全銀EDI情報）の受信（外部ファイル受信）　step1～step10

◆[受信テーブル登録・選択]が開いたら、「新規登録」をクリックします。

◆ [受信テーブル登録]画面が開いたら、「金融機関接続情報の枝番コード（０１）」「業務名称」「データ形式」を選択して、

step1

step2

step3

step4

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信
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◆[受信テーブル登録・選択 ]画面が開いたら、

　 一覧の最終行に登録したものがあるのでこれを

　 選択した上で、「次へ」をクリックします。

◆[外部ファイル受信結果 ]画面が開いたら、

　 ステータスが「受付済」または「正常受信」であることを確認し、

　 「確認」をクリックします。

※全銀EDI情報がない場合は画面が開いたら、

　 ステータスが「正常受信」であることを確認し、

　 「確認」をクリックし [受信テーブル登録・選択]まで

　 戻ってください。

◆[外部ファイル受信確認]画面が開いたら、「ファイル形式」を

　 選択して「利用者確認暗証番号」を入力し、「受信」をクリックします。

※ファイル形式でXMLフォーマットを指定してください。

※固定長電文の場合はファイル形式で全銀フォーマットを

　 指定してください。

step5

step6

step7

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信
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◆しばらく経つと、共同センタから受信が正常に完了した旨を知らせるEメールが到着しますので、ご確認ください。※1

◆Eメール到着後に[受信テーブル登録・選択]画面の一覧から今回受信したものを選択して「受信結果照会」をクリックし、


   [外部ファイル受信結果 ]画面でステータスが「正常受信」であることを確認してください。


◆「正常受信」を確認した後、「XMLファイル保存」をクリックすると XML形式で入出金明細情報が取得でき、　


   「全銀ファイル保存」をクリックすると 全銀固定長の入出金明細情報が取得できます。


step8

step9

ファイル伝送共通 外部ファイル送受信

※Eメールが到着すると[状態]が「受付済」

から「受信済」に変わります。

ただし、表示は画面遷移した際に変わり

ますので画面を表示したままの状態にし

ていても表示が変わることはありません。

step10

※1 ZEDI（全銀EDI情報）の送受信は平日9：00～19：00となります。

19：00以降のXMLフォーマットでの受信はできません。

「現在、お取引可能時間外です。お取引可能時間をご確認ください。」と表示されます。

【ファイル保存についての注意事項】

・必ず、「受信済」を待って「XMLファイル保存」をクリックしてください。

受付済の状態でファイルの保存を行うとZEDI情報なしの状態でダウンロードされてしまいます。

・ファイルのダウンロードは１回のみ有効となります。

２回目以降は「すでにダウンロード済です。」のメッセージが表示されます。
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Ｐ１０７-① ■ファイルのダウンロードが表示されます。

◆保存を押します。

外部ファイル出力　　　　　　　 step1～step5

◆ダウンロードが完了したら×を押します。

◆×で へ戻る。

◆ファイル伝送から各サービスを選択します。

Ｐ１０７-②

作成データを全銀フォーマットに変換

◆各種データを全銀フォーマットに変換し保存する

■総合振込、給与賞与振込、預金口座振替のマスタを 　 場合はダウンロードを押します。

　 ＣＳＶファイル形式で作成（共通）。 Ｐ１０４-② へ

◆受取人マスタ作成から外部ファイル出力を押します。

◆ダウンロードを押します。

各マスタの外部ファイル出力

step2

step3

step4

step5

step1

step1 step2

ファイル伝送共通 外部ファイル出力

step3

三十三銀行

三十三銀行

松阪本店営業部

107



Ｐ１０８-①

外部ファイル出力（入出金明細）　　step1～step3

■ファイル伝送の入出金明細をファイル出力。

※×××は処理により異なります。

◆ファイル種別を選択し必要に応じてデータ形式

　 を変更しダウンロードを押します。

Ｐ１０８-②

■ファイルのダウンロードが表示されます。

◆保存を押します。

◆ダウンロードが完了したら×を押します。

■入出金明細の場合 へ戻る。

■全銀フォーマットに変換の場合

Ｐ１０７-② へ戻る。

全銀ファイル出力リスト

ＣＳＶファイル出力リスト

ファイル書式

step1

step2

step3

step1

CR・LF付加せず・・・改行コードなし
CR・LF付加・・・改行コードあり

×××

ファイル伝送共通 外部ファイル出力

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

154 ｻﾝｼﾞﾕ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ

20154ｻﾝｼﾞﾕｳ
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Ｐ１０９

外部ファイル入力　　　　　　　　　　step1～step5 ■アップロードが完了します。

Ｐ８２ ◆内容を確認し、次へを押します。

◆ファイル伝送を押し、各マスタを取込みます。

 　マスタの登録を行います。 各件数の説明

受取人：総合振込 　入力件数 … 入力ファイルのデータ件数

従業員：給与・賞与振込 　正常処理件数 … 正常に処理された件数

支払人：預金口座振替 　エラー件数 … 正常処理できなかった件数

　登録処理件数 … マスタに登録された件数

エラー件数が1件以上の場合は、エラー詳細が

表示されます。（エラー件数が0件の場合は表示

されません）

総合振込の場合 エラー件数が50件を超えると処理を中止します。

◆外部ファイル入力を押します。

◆受取人マスタを登録します。 ◆戻るを押すと、各種メニュー画面に戻ります。

■ファイル種別（全銀ファイル/ＣＳＶファイル）を

　 選択してください。

■入力するファイルのパス名を入力してください。

　 参照を押すと、ファイル選択ウインドウが開きます。

■付加情報（手数料区分/総合振込受取人マスタ

 　のみ)、検索グループ区分の該当項目にチェック

　 を付けてください。　

■上書き登録の指定する場合は、該当の項目に

 　チェックを付けてください。　（任意）

◆アップロードを押します。

■アップロードが始まりますので終了するまでしばら

　 くお待ちください。

■付加情報は、アップロードする全マスタに適用されます。

 　

step1

step2

step3

step4

ファイル伝送共通 外部ファイル入力 （マスタの取込み）

step5

三十三銀行

三十三銀行
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ＣＳＶファイル

■ＣＳＶファイルを用意します。

総合振込のデータ仕様

コード１ コード２ 受取人カナ名称 支払金額 ＥＤＩ情報

１０桁まで １０桁まで ３０文字まで １０桁まで ２０文字まで

※全て半角で入力します。

※（コード１・コード２）、受取人名のいずれかを入力します。

※（コード１・コード２）、受取人名のいずれかと、登録マスタが一致した場合のみ金額入力の対象となります。

例：コード１を基準とし、５１に１，０００円、４４に１，５００円、４０に１，２００円を入力する場合。

■エクセルの場合は以下のように入力し、ＣＳＶ形式で保存します。 ■メモ帳で編集するにはこのようにします。

※表の中に題名などを入力するとエラーの対象となります。 ※ＥＤＩ情報は入力しなくてもエラーになりません。

　　A14 ▼

　 Ａ 　 Ｂ 　 Ｃ  　Ｄ 　 Ｅ 　 Ｆ bisi.csv-メモ帳 － ■ ×
1 51 ファイル(F)　　編集（E）　　書式（O）　　表示（V）　　ヘルプ（H）

2 44 51,,,1000
3 40 44,,,1500
4 40,,,1200
5
6

Ｐ１１０
外部データ入力 step1～step2

◆取込みを行うファイルを指定します。 ◆アップロードが完了したら内容を確認し、

◆入力するファイルのパス名を入力して参照を 　 次へを押し次画面となります。

　 押すと、ファイル選択ウインドウが開きます。

◆アップロードを押します。

■アップロードが始まりますので終了するまで

　 しばらくお待ちください。

※給与・賞与振込、地方税、預金口座振替も同じ手順となります。

■総振の場合 Ｐ５１

■給振の場合 Ｐ６１ へ戻る。

■地方税の場合 Ｐ６６

■口振の場合 Ｐ７８

１０００

１５００

１２００

step１ step2

step5

ファイル伝送共通 外部データ入力 （ＣＳＶデータの取込み）
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ファイル伝送→総合振込→受取人マスタ作成→金融機関情報チェック

金融機関情報チェック step1～step3 ◆登録されている受取人マスタの金融機関情報

 　（コード/名称）と支店情報（コード/名称）

 　を最新の金融機関情報マスタと照合チェック

■総合振込：受取人マスタ に登録されている口座  　します。しばらくすると結果が表示されます。

■給与・賞与振込：従業員マスタ の金融機関情報をチェ ◆エラー内容を参照し訂正を行う場合は、該当

■預金口座振替：支払人マスタ ックします。 　 データの詳細を選択します。

■給与・賞与振込の場合は従業員マスタ、預金

　 口座振替の場合は支払人マスタとなります。

◆マスタ一覧から金融機関情報チェックを

　 押します。

◆金融機関情報/支店情報を訂正します。

 　訂正を押すと訂正した情報を登録して

　 金融機関情報チェック結果画面に戻ります。

◆戻るを押すと訂正した情報を登録せずに

 　金融機関情報チェック結果画面に戻ります。

step1

step2

step3

ファイル伝送共通 金融機関情報チェック

三十三銀行

三十三銀行
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◆管理者ログオンをします。
■契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、 契約法人確認暗証番号変更 step1～step2
　  Ｅメールアドレスを変更する場合。

◆現在の暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

◆契約法人情報変更から（契約法人暗証番号変更  　変更前の契約法人確認暗証番号を入力します。

　 ・契約法人確認暗証番号変更・契約法人Ｅメール ◆新しい暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

　  アドレス変更）を押します。 　 変更後の新しい契約法人確認暗証番号を入力

　 します。

 　確認のため、もう一度新しい契約法人確認暗証

　 番号を入力します。

◆入力したら変更を押します。

■契約法人確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボード

　 の利用をお勧めします。

契約法人暗証番号変更 step1～step2

◆現在の暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

 　変更前の契約法人暗証番号を入力します。

◆新しい暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

　 変更後の新しい契約法人暗証番号を入力します。

 　確認のため、もう一度新しい契約法人暗証番号を

　 入力します。

◆入力したら変更を押します。

■契約法人暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

　 利用をお勧めします。

■変更が完了しました。

契約法人Ｅメールアドレス変更 step1～step2
◆変更後の新しい契約法人Ｅメールアドレスを入力

 　します。

◆確認のため、もう一度新しい契約法人Ｅメール

　 アドレスを入力して、変更を押します。

■変更が完了しました。

■変更が完了しました。

■新、旧のＥメールアドレス双方に変更通知が届きます。

step1

step2

step１

step2

step1

step2

契約法人認証情報変更 （契約法人暗証番号変更・契約法人確認暗証番号変更・契約法人Eメールアドレス変更）
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 利用者中止解除操作   step1～step5  利用者登録抹消操作  step1～step5

■暗証番号入力相違でロック状態の利用者を解除します。 ■利用しなくなった（退職等で）利用者の方を削除します。

（利用中止に”○”が付いているのがロック状態の利用者です） （削除した利用者IDは再登録できませんのでご注意ください）

◆管理者でログオンします。 ◆管理者でログオンします。

　 ID・暗証番号方式の方は契約法人ID、契約法人 　 ID・暗証番号方式の方は契約法人ID、契約法人

　 暗証番号を入力してログオンを押します。 　 暗証番号を入力してログオンを押します。

　 電子証明書方式の方は契約法人暗証番号を入力 　 電子証明書方式の方は契約法人暗証番号を入力

　 してログオンを押します。 　 してログオンを押します。

■ソフトウェアキーボードの利用をお勧めします。 ■ソフトウェアキーボードの利用をお勧めします。

◆ワンタイムパスワードを入力して次へを押します。 ◆ワンタイムパスワードを入力して次へを押します。

◆利用者・業務情報登録/変更－利用者情報登録/変更 ◆利用者・業務情報登録/変更－利用者情報登録/変更

　 を押します。 　 を押します。

◆利用中止の方を選択して契約法人確認暗証番号 ◆削除したい利用者を選択して登録抹消を押します。

　 を入力して利用中止解除を押します。

◆削除する利用者ID、利用者名が表示されたら確認し

　 契約法人確認暗証番号を入力して登録抹消を押します。

■利用情報選択画面に戻ります。

（利用中止に”○”が付いているのがロック状態の利用者です）

（利用中止が”－”となれば利用中止は解除されています）

利用者中止解除と利用者登録抹消

step3

step4

step3

step4

step5

step5

step1

step2

step1

step2

契約法人確認暗証番号を入力

契約法人確認暗証番号を入力

利
用
中
止

利
用
中
止
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 利用者事故登録操作  利用者事故登録解除操作

■当該利用者の全サービスを停止します。（ID、暗証番号失念時） ■当該利用者の全サービスを利用可能にします。

◆管理者でログオンします。 ◆管理者でログオンします。

　 ID・暗証番号方式の方は契約法人ID、契約法人 　 ID・暗証番号方式の方は契約法人ID、契約法人

　 暗証番号を入力してログオンを押します。 　 暗証番号を入力してログオンを押します。

　 電子証明書方式の方は契約法人暗証番号を入力 　 電子証明書方式の方は契約法人暗証番号を入力

　 してログオンを押します。 　 してログオンを押します。

■ソフトウェアキーボードの利用をお勧めします。 ■ソフトウェアキーボードの利用をお勧めします。

◆ワンタイムパスワードを入力して次へを押します。 ◆ワンタイムパスワードを入力して次へを押します。

◆利用者・業務情報登録/変更－利用者情報登録/変更 ◆利用者・業務情報登録/変更－利用者情報登録/変更

　 を押します。 　 を押します。

◆事故登録する利用者を選択して事故登録理由 ◆事故登録を解除する利用者を選択して

　 を入力後契約法人確認暗証番号を入力して 　 契約法人確認暗証番号を入力して事故登録解除

　 事故登録を押します。 　 を押します。

◆該当利用者の事故登録項目に － が付きます。

◆該当利用者の事故登録項目に”○”が付きます。

   step1～step5 step1～step5

利用者事故登録と解除

step3

step4

step5

step3

step4

step5

step1

step2

step1

step2

契約法人確認暗証番号を入力

事故登録理由を入力

契約法人確認暗証番号を入力

〇
ー
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■利用者ログオンをします。
■利用者暗証番号、確認暗証番号を変更する場合。

◆利用者情報変更から（利用者暗証番号変更・利用者

　 確認暗証番号変更）を押します。 利用者確認暗証番号変更 step1～step2

◆現在の暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

　 変更前の利用者確認暗証番号を入力します。

◆新しい暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

 　変更後の新しい利用者確認暗証番号を入力します。

利用者暗証番号変更 step1～step2 　 確認のため、もう一度新しい利用者確認暗証番号を

 　入力します。

◆入力したら変更を押します。

◆現在の暗証番号（半角英数6桁～12桁以内） ■利用者確認暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

 　変更前の利用者暗証番号を入力します。 　 利用をお勧めします。

◆新しい暗証番号（半角英数6桁～12桁以内）

　 変更後の新しい利用者暗証番号を入力します。

 　確認のため、もう一度新しい利用者暗証番号を

　 入力します。

◆入力したら変更を押します。

■利用者暗証番号の入力にはソフトウェアキーボードの

　 利用をお勧めします。

■変更が完了しました。

■変更が完了しました。

step1

step2

step1

step2

利用者情報変更 （利用者暗証番号変更・利用者確認暗証番号変更）
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■利用者ログオンをします。
■メールワンタイムパスワード送信先アドレスを変更 ◆メールワンタイムパスワード発行を押します。

　 する場合。 ◆パスワード発信先アドレスにワンタイムパスワードが

　  送信されます。

■メールワンタイムパスワード送信先アドレスの
　 変更を行った場合、資金移動や税金各種料金
　 の払込が一定期間（※）出来なくなります。
※一定期間とは、アドレスを変更した時間より２４時間です。

　　但し、休日時間帯（土、日、祝日）は経過時間に含まれません。

　　

◆利用者情報変更から（Ｅメールアドレス変更）を押します。

メールワンタイムパスワード送信先アドレス変更

step1～step5
◆送信されたワンタイムパスワードを入力して

◆メールワンタイムパスワード送信先アドレスを選択して 　 変更を押します。

　 次へを押します。

◆変更後の新しいパスワード送信先アドレスを入力

 　します。

◆確認のため、もう一度新しいパスワード送信先アドレス

　 を入力して、次へを押します。

■変更が完了しました。

利用者情報変更 （メールワンタイムパスワード送信先アドレス変更）

step1

step2

step3

step4

step5

電子証明書利用 （登録・発行）
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※電子証明書の有効期限は、発行日から最長１年です。期限切れになる３０日前・１０日前に、更新手続きの
　 ご案内メールを送信致しますので、その際は更新手続きを行ってください。
　 有効期限が切れますと法人ＩＢをご利用頂けません。

●新規の利用者を登録し電子証明書の発行を行う

電子証明書の発行 step1～step4

◆管理者でログオンします。

◆利用者・業務情報登録/変更を押します。

◆利用者情報登録/変更を押します。

◆利用者の新規登録で電子証明書の発行を行います。

◆利用者ID、利用者名、利用者暗証番号（再入力）、

　 利用者確認暗証番号（再入力）を登録してください。

　 利用者名（漢字）の登録はお客様の任意で設定して

　 ください。

 　利用者Ｅメールアドレスの登録は不要です。

◆電子証明書発行の発行するチェックを付けます。

◆利用者権限設定欄にチェックを付けます。

 　利用者がそのサービス（または取引）をご利用いただける

 　ようになります。また、各取引における限度額を設定する

 　ことができます。設定されない場合は、右の「上限限度額」が

 　適用されます。

■全オンライン取引業務にチェックを付ける場合

全選択

■全ファイル伝送業務にチェックを付ける場合

全選択

■チェックをはずす場合

クリア

◆設定後、契約法人確認暗証番号を入力しOKを ■利用者情報選択画面が表示されます。

 　押します。 ■電子証明書欄の〇を確認します。

◆キャンセルを押しますと登録は行いません。 ◆続けて利用者登録を行う場合は、新規登録を

 　押して同様に設定します。終了の場合は、

 　ログオフを押します。

step1

step2

step3

電子証明書利用 （登録・発行）

電
子
証
明
書

入力不要

電子証明書発行は”発行する”を選択

・利用者ＩＤは半角の英数１～３０桁以内で登録

・利用者名（半角）は半角文字で登録

・利用者名（漢字）は全角文字で登録

・利用者暗証番号、確認暗証番号は

初回ログオン時に必ず変更しますの

で仮の番号６～１２桁以内の半角英

数で登録

契約法人確認暗証番号を入力
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◆契約法人のログオフを行います。step4

電子証明書利用 （登録・発行）

電
子
証
明
書
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●登録済の利用者に電子証明書の発行を行う

電子証明書の発行 step1～step4 ■電子証明書欄の〇を確認します。

◆管理者でログオンします。

◆利用者・業務情報登録/変更を押します。

◆利用者情報登録/変更を押します。

◆電子証明書を発行する利用者を選択し

　 変更を押します。

◆契約法人のログオフを行います。

◆電子証明書発行の発行するにチェックを付け、

　 契約法人確認暗証番号を入力し変更を押しま

　 す。

step1

step2

step3

step4

電子証明書発行は”発行する”を選択

契約法人確認暗証番号を入力

電子証明書利用 （登録・発行）

電
子
証
明
書
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★ＯＳ・ブラウザの組み合わせによって、表示されるメッセージが一部異なる場合があります。

　　　◆①「ダウンロード」をクリックします。

　　　◆②「実行」をクリックします。

●利用者用「電子証明書」の取得
◆利用者でログオンします。

◆電子証明書の取得を押します。

　①「ダウンロード」をクリックし

　　「RaCpiClientTool.exe」（アプリ）を

　　ダウンロードしてください。

　　次に、「RaCpiClientTool.exe」を

　　ダブルクリック（注）して、

　　アプリを起動します。

　　※アプリをダウンロード済の場合、

　　　再度ダウンロードする必要はありません。

◆契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力し

 　取得を押すと電子証明取得画面となり実行を押しま

　 す。

　　　◆電子証明書をインストールしたことを確認してください。

　 　　　◆インストールが完了していることを確認してから、「閉じる」を

　　　　　クリックし、取得を完了してください。

電子証明書の取得

step1

step2

step3

step4

電子証明書利用 （取得）
電
子
証
明
書

※：Windows 8.1/Google Chromeの場合は、「RaCpiClientTool.exe」を

右クリックし、「管理者として実行」をクリックする必要があります。

①

②
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◆電子証明書を使用したログオンを選びます。 ◆利用者暗証番号を入力しログオンを押します。

■初めてご利用の方は利用者開通確認画面が

　 表示されますので開通作業を行って下さい。

■以下、通常に操作ができます。

◆電子証明書を選択しＯＫを押します。

■Ｗｉｎｄｏｗｓ8.1をご利用の方

■Ｗｉｎｄｏｗｓ10をご利用の方

電子証明書による利用者ログオン

　 （別冊開通操作マニュアルご参照願います。）

step1

step2

step3

電子証明書利用 （取得）
電
子
証
明
書

San ju San Financial Group internet

2022/05/07
2021/05/06 から

Banking CA

San ju San Financial Group Internet 

2021/05/06 から
その他の電子証明書を選択したい

場合にクリックします。

121



電子証明書の取得

●管理者用「電子証明書」の取得
◆管理者でログオンします。

◆電子証明書の取得を押します。 　　　◆①「ダウンロード」をクリックします。

　　　◆②「実行」をクリックします。

　①「ダウンロード」をクリックし

　　「RaCpiClientTool.exe」（アプリ）を

　　ダウンロードしてください。

　　次に、「RaCpiClientTool.exe」を

　　ダブルクリック（注）して、

　　アプリを起動します。

　　※アプリをダウンロード済の場合、

◆契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力し 　　　再度ダウンロードする必要はありません。

 　取得を押すと電子証明取得画面となり実行を押します。

　　　◆電子証明書をインストールしたことを確認してください。

　 　　　◆インストールが完了していることを確認してから、「閉じる」を

　　　　　クリックし、取得を完了してください。

電子証明書利用 （取得）
電
子
証
明
書

step1

step2

step3

step4

※：Windows 8.1/Google Chromeの場合は、「RaCpiClientTool.exe」を

右クリックし、「管理者として実行」をクリックする必要があります。

①

②
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◆電子証明書を使用したログオンを選びます。 ◆契約法人暗証番号を入力しログオンを押します。

◆ワンタイムパスワードを入力し次へを押します。

◆電子証明書を選択しＯＫを押します。

■Ｗｉｎｄｏｗｓ8.1をご利用の方

■以下、通常に操作できます。

■Ｗｉｎｄｏｗｓ10をご利用の方

電子証明書による契約法人ログオン

San ju San Financial Group Internet Banking 

2021/05/06 から 2022/05/07

step1 step3

step2

step4

電子証明書利用 （取得）
電
子
証
明
書

2022/05/07
2021/05/06 から

San ju San Financial Group internet
Banking CA

その他の電子証明書を選択したい

場合にクリックします。
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■電子証明書の有効期限が30日前から有効期限当日の間にログオンした際に表示されます。

◆電子証明書を更新する場合は、次へを押します 　　　◆①「ダウンロード」をクリックします。

　 (有効期限が過ぎると、ログオンできなくなります。) 　　　◆②「実行」をクリックします。

◆次回ログオン時に更新するにチェックを付け

　 次へを押すと更新せずにログオンが完了します。

　①「ダウンロード」をクリックし

　　「RaCpiClientTool.exe」（アプリ）を

　　ダウンロードしてください。

　　次に、「RaCpiClientTool.exe」を

　　ダブルクリック（注）して、

　　アプリを起動します。

◆自動で遷移します。 　　※アプリをダウンロード済の場合、再度ダウンロードする必要はありません。

　　　◆電子証明書をインストールしたことを確認してください。

　 　　　◆インストールが完了していることを確認してから、「閉じる」を

　　　　　クリックし、取得を完了してください。

電子証明書の更新

step１

step2

step3

電子証明書利用 （更新）
電
子
証
明
書

step3

※：Windows 8.1/Google Chromeの場合は、「RaCpiClientTool.exe」を

右クリックし、「管理者として実行」をクリックする必要があります。

①

②

step4

124



■古い電子証明書を削除する場合

1. Microsoft Edgeの「設定」から、「プライバシー、検索、サービス」を選択します。

2. セキュリティ項目の「証明書の管理」をクリックします。

3. 「個人」タブをクリックします。

4. 「個人」タブの一覧に表示される証明書です。

5. 一覧から削除したい証明書をクリックし、「削除」ボタンをクリックします。

※ 誤って新しい電子証明書を削除すると、別途手続き（失効、再発行）が必要となります。

電子証明書の表示内容

契約法人ＩＤ 利用者番号

発行先： 2810200315 123456

発行者： San ju San Financial Group Internet Banking CA

有効期限： ２０２１/０５/０６～２０２２/０５/０７ ※取得日から1年

電子証明書利用 （更新）
電
子
証
明
書

The Sanjusan bank intern...

The Sanjusan bank intern...

2021/05/06 ～ 2022/05...

2021/05/06 ～ 2022/05...
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◆管理者でログオンします。 ◆電子証明書発行の現在の電子証明書を失効し、

◆利用者・業務情報登録/変更を押します。 　 再発行するにチェックを付け、契約法人確認暗証

◆利用者情報登録/変更を押します。 　 番号を入力しＯＫを押します。

◆電子証明書を失効し再発行する利用者を選択し

　 変更を押します。

利用者電子証明書の失効・再発行

step1 step2

パソコンを変更したら電子証明書を失効し、再発行を行います。

現在の利用者電子証明書を失効させ利用できなくします。

電子証明書利用 （失効・再発行）
電
子
証
明
書
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■暗証番号などを変更せずに長期利用された場合
　 ログオン時に表示されます。
　 （画面は利用者ログオン時の例）

セキュリティ上のお知らせ step1～step4

◆変更を押します。

 　暗証番号と確認暗証番号を変更します。

◆変更せず次へを押します。

 　次回セキュリティ上のお知らせを表示しますが

 　作業は続行します。

◆「今後180日間、この画面を表示しない。」にチェック

 　し変更せず次へを押します。

■セキュリティ上のお知らせを180日間表示しません。

◆次へを押します。

■最長180日間暗証番号などが有効になります。

◆現在の利用者暗証番号

 　変更前の利用者暗証番号を入力します。

◆新しい利用者暗証番号

　 変更後の新しい利用者暗証番号を入力します。

 　確認のため、もう一度新しい利用者暗証番号を

　 入力します。 ■利用者トップページが表示されます。

◆現在の利用者確認暗証番号

 　変更前の利用者確認暗証番号を入力します。

◆新しい利用者確認暗証番号

　 変更後の新しい利用者確認暗証番号を入力

　 します。

 　確認のため、もう一度新しい利用者確認暗証

　 番号を入力します。

◆入力したら次へを押します。

■ソフトウェアキーボードの利用をお勧めします。

step1

step2

step4へ

step4へ

step3

step4

セキュリティ上のお知らせ
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Ｑ 個人での契約はできないですか？ Ｑ 代表口座を変更したい場合は？

A 法人及び個人事業主のお客様を対象としております。 A 代表口座の変更はできません。

個人のお客様向けには「個人インターネットバンキング」をご用意して ご面倒ですが、現在の契約を解約したうえで、再度新規申込の

おりますので、ご検討いただきますようお願いいたします。 手続きをお願いいたします。

Ｑ 利用口座の名義人は代表口座の名義人と一緒でないと Ｑ 利用口座を追加、削除したい場合は？

 　申込できませんか？ A 代表口座とご利用口座のお届印をご持参のうえ、最寄りの支店

A はい、お申込みすることはできません。 にお申し付けください。お申込書にて変更の届けを

いただきます。

Ｑ 代表口座開設店以外の店の口座を利用口座として申込

   できますか？

A お申込可能です。 Ｑ 支払可能残高とは何ですか？

A 残高のうち、貸越極度額や小切手・手形の未決済金額を反映した

Ｑ 海外からも本サービスを利用できますか？ 支払可能な金額です。

A 日本国内でのご利用に限らせていただきます。 貸越極度額がある場合は、普通預金の残高に借入可能金額が

加算された支払可能残高を表示します。

Ｑ 複数名で利用できますか？ 小切手・手形の未決済金額がある場合は、小切手・手形の振出人の

A 最大９名様までご利用いただけます。 支払が確定されるまでは、支払可能残高は残高から当該小切手・

手形の金額が差し引かれたものとなります。

Ｑ 職場以外からの利用はできますか？

A パソコンがインターネットに繋がっている環境であれば、出張先や

外出先などからもご利用いただけます。ただし、セキュリティ上の Ｑ 振込先を事前に登録（届出）しておく必要がありますか？

観点からご利用はご契約者の占有管理するパソコンをお使いく A 基本的に申請の必要はございません。

ださい。 振込の都度画面上からご指定いただくことが可能です。

頻繁に振込をする先は振込後、画面上から登録することも

可能です。

Ｑ 専用のソフトウｴアは必要ですか？

A 必要ありません。 Ｑ 支払先から番号を付けて振込してほしいと連絡があったの

インターネットに接続するパソコン・通信環境等はお客様にて  　ですがどうしたらいいですか？

ご準備願います。ご利用にあたっては利用環境に制約事項が A 依頼人名欄に番号と依頼人名を入力すれば、その情報が支払先

ございますので、ホームページの法人ＩＢ利用環境のご案内を 口座の通帳に記載されます。

ご参照ください。

Ｑ EDI情報（Electronic Data Interchange 電子データ交換）

Ｑ 複数のパソコンで利用できますか？ A 企業間で電子的にデータを交換する仕組みで受発注や見積、決済

A パソコンからインターネットに繋がっている環境であれば、複数台で 等に利用されています。

ご利用いただけます。 振込先からの依頼がない場合は、当サービスでの入力は不要です。

Ｑ どんな回線からも利用できますか？ Ｑ 送信した振込データを取消したい場合は？

A インターネットに接続できる回線であればご利用いただけます。 A 送信済の場合は、お支払口座の取引店へ「組戻し」の手続きが必要

快適にご利用いただくためにADSL、光ファイバー等のブロード になります。

バンド環境を推奨いたします。 資金移動予約で送信を行った場合のみ指定日前日までに取消操作

を行っていただければ取消可能です。

注） すでに入金されている場合、「組戻し」ができないことがあります。

Ｑ メールアドレスは必ず必要ですか？ このような場合には、受取人との間で協議をしてください。

A お取引の受付確認をメールにて送信させていただきますので、必ず

必要です。管理者の方のみ必須で利用者の方は任意です。

Ｑ どのような機能ですか？

Ｑ メールの通知はどのくらいで届きますか？ A 資金移動のお取引をされた結果処理状況がご確認できます。

A 当行へデータ送信後、約１０分ほどで受付結果内容を通知します。 過去最大６２日分のお取引結果の照会が可能です。

Ｑ メールの通知を停止することはできますか？

A Ｅメールのご通知はお客様に安心してご利用いただくためのもので

あり、不正利用等の早期発見に有効のため通知を停止することは

できかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

よくあるご質問について

＜サービス全般について＞ ＜申込書について＞

＜ご利用環境について＞

＜取引結果通知の電子メールについて＞

＜資金移動（振込・振替）について＞

＜残高照会について＞

＜取引履歴照会について＞

法人インターネットバンキング Ｑ＆Ａ
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Ｑ マスタを全銀ファイル形式で出力したいのですが？

Ｑ ペイジー（Pay-easy）とは？ A 外部ファイル出力だとCSV形式で出力されてしまいます。

A ペイジーマークのある税金等の払込書に記載がある「納付番号」や 全銀フォーマット形式で出力するには金額を入力した状態にして

 「納付区分」を入力することでパソコン等から支払いができます。 いただき、外部ファイル出力すれば全銀形式のファイルになります。

注） ペイジーマークがあっても、当行と収納契約がないものは

お支払いできませんので事前に当行HPで「収納機関番号」 Ｑ 外部ソフトでデータ作成時の改行コード設定有無は？

をご確認ください。 A 法人ＩＢ側に設定（チェック）はございませんので、

どちらでも結構です。

Ｑ 払込するのに何か手続きが必要ですか？

A 法人ＩＢのご契約者であればご利用できます。官庁への電子 Ｑ 外部ファイル入力データ作成時、操作時について何か

申告等は別途手続が必要ですので関係収納機関へご照会願います。 　  注意することはありますか？

A 上書きのチェックがないとマスタが存在すればそちらを優先します。

Ｑ 領収書は発行してもらえるのですか？ チェックを付けると後から取込する情報を優先します。

A 発行いたしません。必要な場合は、収納機関にご確認してください。 A 金融機関カナ名称、漢字名称、支店カナ名称、漢字名称を簡単

に表示させる方法は、「金融機関情報チェック」をしますとエラー

Ｑ 払込後の取消はできますか？ 画面が表示されます。「詳細」をクリックすると支払人マスタ訂正

A 取消を希望されるときはお手数ですが収納機関へご相談ください。 画面が表示されます。銀行コード、支店コードが正しければ「検索」

ボタンを押すと漢字名称、カナ名称を表示してきますので「訂正」

ボタンを押すことで1件修正できます。

Ｑ 給与計算ソフトで作成したデータを利用できますか？ A 全銀形式のファイルも取込可能ですが、手数料負担区分がデータ

A 利用ソフトが全銀フォーマット形式でデータを出力できれば 中にないので取込する時に当方か先方か片方しか選ぶことができ

外部ファイル送受信機能をご利用いただくことで連動できます。 ませんので、取込後に修正していただくか、当方分と先方分の

データを分けて取込するかどちらかの操作になります。

Ｑ 総合振込明細で差額ありと印字されているのですが？

A 支払金額が3万円以上で先方負担手数料差引後の振込金額が Ｑ 依頼人コードとは何ですか？

3万円未満になる場合は、差額ありの表示がされます。 A 伝送データを受付した時にお客様を特定するための番号です。

Ｑ 総合振込で、CSVで作成したデータを外部ファイル入力

    から取込した場合、支払金額は振込手数料込みの金額

    を入力しておけば引落される金額と同じになりますか？ Ｑ ご契約内容のお知らせとは？

A CSVで取込した支払金額欄をもとに受取人マスタの手数料区分を A 法人ＩＢのお申込後に銀行から送付する書面です。

参照して振込金額が決定されます。先方負担手数料が窓口料金 管理者ログオン時に必要となりますので、管理者の方が大切に保管

の設定であれば差額が発生しますので、振込手数料込みの金額 してください。

と異なる場合があります。 ※契約法人ID、ワンタイムパスワード等が記載されています。

Ｑ 代金回収で当行分が混在している場合、当行分だけ Ｑ ご契約内容のお知らせを紛失した場合は？

    の結果を早く取得できないですか？ A 最寄りの支店窓口にて、ご契約内容のお知らせ再発行（紛失）

A できません。振替日の6営業日以降からの取得になります。 のお申込手続きをお願いいたします。

※お手続きに約一週間程かかります。その間利用者の方も

Ｑ オフコンで作成した全銀フォーマットのデータを利用    法人ＩＢをご利用いただけませんのでご了承願います。

　  できますか？

A 利用できますが、コード区分を［JIS：０］のデータで作成願います。 Ｑ 契約法人ＩＤとは？

A 管理者、利用者ログオン時に、契約者様ご本人であることを確認

Ｑ CSVで作成した送信データの場合、マスターへの登録 させていただくため、契約時に銀行側で決めさせていただきました

　  も必要ですか？ １０桁の数字番号で、ご契約内容のお知らせに載っています。

A はい必要です。全銀フォーマット形式のデータであれば、 ※契約法人ＩＤは変更できませんのでご了承願います。

外部ファイル送信を利用して直接送信可能です。

Ｑ 契約法人暗証番号とは？

Ｑ 送信済データをUSBメモリに保存したいのですが？ A 管理者ログオン時に入力していただく、契約者様ご本人であることを

A 印刷ボタンを押した後、［開く］ボタンを押さずに［保存］ボタンを 確認させていただくための暗証番号（6桁～12桁の半角英数字）で、

押してファイルを保存してください。保存されるデータは印刷した お客様側で設定した番号です。

ものと同じ形式です。

＜収納サービス（税金・各種料金の払込）について＞

＜ファイル伝送について＞

＜暗証番号について＞

法人インターネットバンキング Ｑ＆Ａ
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Ｑ 契約法人確認暗証番号とは？

A 管理者の方が取引確認をするために入力していただく暗証番号 Ｑ 取引中に障害が発生した場合は？

（6桁～12桁の半角英数字）で、お客様側で設定した番号です。 A 資金移動（振替・振込）の場合（当日取引）

取引履歴照会操作で該当のお取引が「正常終了」になっていることを

Ｑ 契約法人暗証番号、確認暗証番号を失念した場合は？ ご確認ください。併せて入出金明細照会操作でも該当のお取引が

A 最寄りの支店へ暗証番号変更のお申込み手続きをお願いいたします。 成立しているかご確認してください。

※お手続きに約一週間程かかります、その間利用者の方も A 資金移動（振替・振込）の場合（予約取引）

   法人ＩＢをご利用いただけませんのでご了承願います。 取引履歴照会操作で該当のお取引が「受付完了」になっていることを

※契約法人未開通となれば暗証番号変更は完了しております。 ご確認ください。併せて資金移動予約照会・取消操作で該当の

お取引が成立しているかご確認してください。

Ｑ 契約法人ワンタイムパスワードとは？ A 収納サービスの場合

A 管理者ログオン時に入力していただく契約者様ご本人であること 取引履歴照会操作で該当のお取引が「正常終了」になっていることを

を確認させていただくための半角数字のワンタイムパスワードです。 ご確認ください。併せて入出金明細照会操作でも該当のお取引が

ご契約内容のお知らせを参照の上入力してください。 成立しているかご確認してください。

※ワンタイムパスワードは変更できませんのでご注意願います。 A ファイルデータ伝送の場合

通信結果報告書印刷操作で、データが正常に送信（受信）されて

Ｑ 利用者ＩＤとは？ いるかご確認ください。正常に送信されていない場合は、再送信

A 利用者ログオン時に入力していただく、ご本人であることを確認 する前にEBサポートセンターまでご連絡ください。

させていただくための識別番号（１桁～30桁の半角英数字）で、

管理者様が利用者を特定するために設定したＩＤです。 Ｑ 使用可能な文字等に制限はありますか？

※一度削除したIDは再登録できませんのでご注意願います。 A あります。下記表を参照してください。

Ｑ 利用者ＩＤを失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューからご確認できます。

Ｑ 利用者暗証番号とは？

A 利用者ログオン時入力していただく、ご本人であることを確認

させていただくための暗証番号（6桁～12桁の半角英数字）で、

お客様側で設定した番号です。

Ｑ 利用者確認暗証番号とは？

A 利用者の方が取引確認をするために入力していただく暗証番号

（6桁～12桁の半角英数字）で、お客様側で設定した番号です。

Ｑ 利用者暗証番号、確認暗証番号を失念した場合は？

A 管理者からログオンしていただき、「利用者・業務情報登録/変更」、

「利用者情報登録/変更」メニューを押して該当利用者を選択

して「変更」で各暗証番号を変更することができます。 Ｑ 携帯電話、スマートフォン等からも利用できますか？

A ご利用いただけません。

※法人ＩＢご利用環境をご確認ください。

Ｑ 初期設定（開通確認操作）していなくても

   月間基本手数料金は引落されますか？

A 初期設定をしていなくても法人ＩＢご契約月の

翌々月から月間基本手数料金は指定口座から引落されます。

（例）6月中にご契約の場合→初回引落日は8月20日となります。

Ｑ 利用者の利用を制限することは可能ですか？

A 管理者の操作で利用を停止または開始することができます。

Ｑ 資金移動の利用限度額を増額したいのですが？

A お手数ですが当行所定の申込書にて変更手続きをお願いします。

※ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

＜その他＞

タイプ 使用可能な文字等

数字 半角の0～9

英数字 数字と半角のa～ｚ、A～Z

英数カナ

英数字、半角空白、半角カナ、半角の下記特殊記号

　'(+)、－（ﾊｲﾌﾝ）．/:?ﾞﾟ

全銀フォーマットで入力を許されない文字は使用できません。

 ！”＃＄％＆＊；＜＝＞@[\]~(ﾁﾙﾄﾞﾏｰｸ)  `

  _ (ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ) `{ | }。「」、・－（長音）＾と英カナ文字

全角の文字全般

全角文字

ただし、下記の範囲のS-JIS漢字コードで規定された漢字

コードのみとします。

①記号、全角英数字、かな、全角カナ：

   シフト－JIS 001区～005区

②第一水準文字：シフト－JIS 016区～047区

③第ニ水準文字：シフト－JIS 048区～084区
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Ｑ 電子証明書をインストールしたパソコンを紛失したり

Ｑ 電子証明書を利用する利点は何ですか？ 　　盗難にあってしまったら？

A 電子証明書を導入したパソコン（1ユーザーにつき1台）以外からは A 法人ＩＢの利用を早急に停止させる必要がある為、

法人ＩＢをご利用できませんので、第三者による不正使用の ご契約店へ「事故登録」のお手続きをお願いいたします。

リスクが軽減され、セキュリティ面での強化が図れます。 その後、管理者と利用者が同じパソコンを利用していた場合は、

再発行の手続きが必要になりますので、ご契約店までお申し出

Ｑ 「ID・暗証番号方式」と「電子証明書方式」の違いは？ ください。利用者のパソコンの場合は、管理者の操作で、失効・

A 「ID・暗証番号方式」の場合、インターネットに接続できる環境であれば 再発行させる事ができます。

どのパソコンでもご利用いただけます。電子証明書方式の場合は、

インターネットに接続できる環境で、かつ電子証明書をインストールした Ｑ 電子証明書をインストールしたパソコンを入替える場合は？

パソコンからしか法人ＩＢが利用できなくなります。 A 管理者が利用しているパソコンなら、再発行の手続きが必要に

なりますので、ご契約店までお申し出ください。

Ｑ 電子証明書を採用した場合、「ID・暗証番号方式」でも 利用者のパソコンの場合は、管理者の操作で再発行させる事が

　　利用（ログオン）できますか？ できます。

A できません。「電子証明書ログオン」画面からログオンしてください。

Ｑ 電子証明書を間違って削除してしまった場合は？

Ｑ 電子証明書の発行枚数は？ A 管理者の証明書を削除してしまった場合は、 再発行の手続きが

A 1つの契約法人IDにつき1枚。最大で10枚まで発行可能です。 必要になりますので、ご契約店までお申し出ください。

（管理者で1枚、利用者で最大9枚の合計10枚です。） 利用者の場合は、管理者の操作で電子証明書を失効・再発行

※10枚の電子証明書は同一パソコンに取得（インストール）する させる事ができます。

   事も可能ですし、異なるパソコンにそれぞれ取得する事も可能

   です。 Ｑ ID・暗証番号方式から電子証明書方式に切替えをした

　　いのですが？

Ｑ 電子証明書を利用するのに手数料はかかりますか？ A 電子証明書方式への変更用紙をご記入の上、ご契約店へ提出

A ご利用に伴う新たな手数料は必要ございません。 してください。

Ｑ 電子証明書を別のパソコンに移すことはできますか？ Ｑ 電子証明書方式からID・暗証番号方式に切替えをした

A セキュリティ上できません。 　　いのですが？

A 管理者の場合は、ID・暗証番号方式への変更用紙をご記入の上、

Ｑ 電子証明書の有効期限はありますか？ ご契約店へ提出してください。

A 電子証明書を取得した日から最長1年間です。有効期限の30日前 利用者の場合は、管理者の操作で電子証明書を失効させるとID・

からログオン後の電子証明書更新のお知らせ画面と電子メールにて 暗証番号方式へ切替できます。

お知らせいたしますので、更新操作をお願いします。

Ｑ 電子証明書の有効期限の確認と削除方法は？

A ① コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→

「ネットワークと共有センター」→「インターネットオプション」の順にクリックします。

② ［コンテンツ］タブをクリックし、［証明書］ボタンをクリックしますと

［電子証明書］の管理画面が表示されます。

③ ［個人］タブをクリックしますと証明書の一覧が表示されます。

④ 有効期限を確認したい証明書をクリックして、［表示］ボタンを

クリックします。証明書の内容画面が表示されます。［全般］タブに

表示されている有効期間「YYYY/MM/DDからYYYY/MM/DD」で

確認できます。削除の場合は、削除したい証明書をクリックして

［削除］ボタンをクリックしてください。

詳しくはP.125を参照してください。

A ログオン後の契約法人ステータス、または利用者ステータス画面にて

電子証明書有効期限を表示しております。

Ｑ 電子証明書の有効期限が切れてしまった場合は？

A 管理者の場合は、再発行の手続きが必要になりますので、 注1：「電子証明書」がインストールされたパソコンを廃棄又は譲渡する

ご契約店までお申し出ください。       場合は、「電子証明書」の削除操作を必ず行って下さい。

利用者の場合は、管理者の操作で再発行させる事ができます。 注2：「電子証明書」が入ったパソコンが盗難にあった場合には、

      法人ＩＢを利用（悪用）される可能性が高くなります。

      対策としてパソコンを利用する時にもパスワードの入力を必須に

      するなどの対策を講じる事をお勧めします。

＜電子証明書について＞
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◆メールワンタイムパスワード送信先として登録可能なドメイン一覧

Ｑ メールワンタイムパスワード送信先の携帯電話・スマート

　　フォンの通信事業者（電話会社）を変更した場合は？ docomo.ne.jp c9.ezweb.ne.jp ymobile1.ne.jp

A 法人ＩＢへ利用者ログオンしメールワンタイムパスワード送信先 softbank.ne.jp e2.ezweb.ne.jp y-mobile.ne.jp

アドレスを変更してください。ただしメールワンタイムパスワード送信先 i.softbank.jp e3.ezweb.ne.jp pdx.ne.jp

アドレスの変更を行うと一定期間、資金移動と税金・各種料金の払込が disney.ne.jp e4.ezweb.ne.jp di.pdx.ne.jp

ご利用いただけません。 d.vodafone.ne.jp e5.ezweb.ne.jp dj.pdx.ne.jp

詳しくはP.116を参照してください。 h.vodafone.ne.jp e6.ezweb.ne.jp dk.pdx.ne.jp

t.vodafone.ne.jp e7.ezweb.ne.jp wm.pdx.ne.jp

Ｑ メールワンタイムパスワード送信先になっている携帯電話・ c.vodafone.ne.jp e8.ezweb.ne.jp willcom.com

　　スマートフォンが故障したら（または紛失した）？ r.vodafone.ne.jp e9.ezweb.ne.jp wcm.ne.jp

A メールワンタイムパスワード送信先アドレスの変更を行ってください。 k.vodafone.ne.jp h2.ezweb.ne.jp emnet.ne.jp

ただしメールワンタイムパスワード送信先アドレスの変更を行うと一定期間 n.vodafone.ne.jp h3.ezweb.ne.jp emobile.ne.jp

資金移動と税金・各種料金の払込がご利用いただけません。 s.vodafone.ne.jp h4.ezweb.ne.jp emobile-s.ne.jp

詳しくはP.116を参照してください。 q.vodafone.ne.jp t1.ezweb.ne.jp mineo.jp

急な振込や払込がある場合は、恐れ入りますがお取引店の窓口にて jp-d.ne.jp t2.ezweb.ne.jp uqmobile.jp

お取引願います。 jp-h.ne.jp t3.ezweb.ne.jp rakumail.jp

jp-t.ne.jp t4.ezweb.ne.jp

Ｑ メールワンタイムパスワードが届かない場合は？ jp-c.ne.jp t5.ezweb.ne.jp

A 迷惑メールとして受け取りが拒否されている可能性があります。 jp-r.ne.jp t6.ezweb.ne.jp

@finemax.netからのＥメールを受信できるように設定を変更願います。 jp-k.ne.jp t7.ezweb.ne.jp

設定の変更方法につきましては、通信事業者（電話会社）へお問合わせ jp-n.ne.jp t8.ezweb.ne.jp

ください。 jp-s.ne.jp t9.ezweb.ne.jp

jp-q.ne.jp ido.ne.jp

Ｑ メールワンタイムパスワード送信先はなぜ携帯電話・ au.com eza.ido.ne.jp

　　スマートフォンのメールアドレスに限定されるの？ ezweb.ne.jp ezb.ido.ne.jp

A パソコンのメールやフリーメールは知らない間にメール情報を a2.ezweb.ne.jp ezc.ido.ne.jp

盗み見されてしまう可能性があります。携帯電話・スマートフォンの a3.ezweb.ne.jp ezd.ido.ne.jp

メールアドレスは複数の端末で利用できず、変更の際もお手元に a4.ezweb.ne.jp eze.ido.ne.jp

必要になることから携帯電話・スマートフォンのメールアドレスに b2.ezweb.ne.jp ezf.ido.ne.jp

限定されています。 c1.ezweb.ne.jp ezg.ido.ne.jp

c2.ezweb.ne.jp ezh.ido.ne.jp

Ｑ メールワンタイムパスワード送信先として登録できる c3.ezweb.ne.jp ezi.ido.ne.jp

　　ドメインの一覧は？ c4.ezweb.ne.jp ezj.ido.ne.jp

A 右記の一覧をご確認ください。 c5.ezweb.ne.jp sky.tkk.ne.jp

c6.ezweb.ne.jp sky.tkc.ne.jp

c7.ezweb.ne.jp sky.tu-ka.ne.jp

Ｑ カメラ付きハードトークンの取扱いについて詳しく知りたい c8.ezweb.ne.jp ymobile.ne.jp

　　場合は？

A 「カメラ付きハードトークン利用者マニュアル（別冊）」をご参照ください。 （令和4年 8月現在）

＜メールワンタイムパスワードについて＞

＜カメラ付きハードトークンについて＞
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Ｑ ”お客様の端末は、当行が推奨するOS・ブラウザではござ

Ｑ ”開通確認処理中です。”と表示される？ 　 いません。”と表示される？

A 開通操作途中にブラウザを”×”で閉じてから再度ログオン操作を A 利用環境を満たしているパソコンからご利用ください。

行ったことが原因です。15分経過後再操作してください。 このメッセージを無視して継続するボタンで継続可能ですが、何らかの

不具合が生じる場合がございますのでご利用はお控えください。

Ｑ ”契約法人利用中止状態のためご利用になれません。” ※法人ＩＢご利用環境をご確認ください。

   と表示される？

A 暗証番号等の入力間違いが規定回数に達したためロック状態と Ｑ 電子証明書を使用したログオンはこちらからをクリックする

なっています。お取引店へ解除の依頼をしてください。    と”このページは表示できません。”または、”このページに

   安全に接続できません。”と表示される？

Ｑ ”入力された利用者ＩＤはすでに利用されています。” A 電子証明書の有効期限が切れていないか、または電子証明書が

   と表示される？ インストールされているか確認してください。。

A すでに利用者登録が完了しているか、一度抹消した利用者IDを 詳しくはP.125を参照してください。

登録しようとしています。 A 証明書の選択画面を一度表示しキャンセルをした場合は、ブラウザを

または、契約法人IDを利用者IDとして登録しようとしています。 全て終了してから再度操作を行ってください。

Ｑ ”開通確認処理中です。”と表示される？ Ｑ ”この画面でブラウザの戻るボタンはご利用になれませ

A 開通操作途中にブラウザを”×”で閉じてから再度ログオン操作を    ん。もう一度メニュー選択からやり直してください。”と表

行ったことが原因です。15分経過後再操作してください。    示される？

A 取引を行っていたメニューを再度選択してください。

Ｑ ”利用者利用中止状態のためご利用になれません。” ブラウザの戻るボタンは使用できません。画面を戻す場合は操作

   と表示される？ 画面の戻るボタンを押してください。

A 暗証番号等の入力間違いが規定回数に達したためロック状態と

なっています。管理者の方に解除していただくようご依頼ください。 Ｑ ”しばらく操作が行われなかった等の理由でセキュリティの

   ため接続できません。お手数ですが、もう一度ログオンか

   らやり直してください。”と表示される？

Ｑ ログオン画面（ＩＤ・暗証番号の入力画面）が表示されず A 15分以上画面遷移が発生しないまま放置されたためセキュリティの

   ”このページは表示できません。”または、”このページ 都合で自動ログオフされました。ログオンからやり直してください。

   に安全に接続できません。”と表示される？ 15分以内に表示される場合は、接続環境をご確認ください。

A [TLS1.2の使用]にチェックボックスをオンにしてください。 A 接続中にIPアドレスが変わっています。（不正ｱｸｾｽとみなします）

A インターネット一時ファイルを削除してください。

詳しくはP.134を参照してください。

A パソコンを再起動してください。 Ｑ ”現在、送信処理継続中です。「実行」ボタンを押下し、処

A ルーター経由ならルーターの電源をオフ・オンしてください。 　 理結果をご確認ください。”と表示される？

A ブラウザの設定をリセットしてください。 A 送信結果画面の「確認」ボタンを押していない事が原因です。

A 導入しているセキュリティソフトをオフにして状況が変わるか確認し 「実行」ボタンを押して表示された結果画面の「確認」ボタンを押して

てください。 ください。

A 社内LANから利用されている場合は、法人ＩＢのURLに

接続できる環境か社内LAN管理者にお問合せください。 Ｑ 外部ファイル送信などファイルをアップロードする場合に

   指定したファイルが存在するにも関らず、”０バイトまたは

Ｑ ”しばらく操作が行われなかった等の理由でセキュリティの    ファイルが見つかりません。”と表示される？

   ため接続できません。お手数ですが、もう一度ログオンか 　A アップロードしているファイルパス名を確認してください。

   らやり直してください。”と表示される？ Internet Explorerをご利用の場合は、信頼済みサイトへの登録

A Cookieの設定スライダーバーを［中－高］以下に設定してください。 が必要です。

A 接続中にIPアドレスが変わっています。（不正ｱｸｾｽとみなします） 詳しくはP.135を参照してください。

プロバイダ（インターネット接続事業者）に確認してください。

A 社内LANから利用されている場合は、ネットワーク環境を社内LAN

管理者にお問合せください。

Ｑ ”このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります。”

　 と表示される？

A パソコンの日付と時刻が正しくありません。

＜管 理 者 操 作＞

＜オ ン ラ イ ン 取 引 操 作＞＜利 用 者 操 作＞

＜フ ァ イ ル 伝 送 操 作＞

＜ロ グ オ ン 操 作＞
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［Microsoft Edgeの場合］ ［MacOS Ⅹ･Safariの場合］

Microsoft Edgeのアイコンをクリックします。 Safariのメニューから履歴を選び履歴を消去を選びます。

「・・・」→「設定」の順にクリックします。

「設定」が表示され「プライバシー、検索、サービス」の順にクリックします。

閲覧データをクリアの「クリアするデータの選択」をクリックします。

消去の対象を選択し「履歴を消去」ボタンを押してください。

「すべての期間」に変更し、「今すぐクリア」ボタンを押してください。

インターネット一時ファイルの削除操作について
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信頼済みサイトへの登録について

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」を選択し

「ネットワークと共有センター」→「インターネットオプション」をクリックします。

セキュリティタブを開き信頼済みサイトを選択します。

「サイト」ボタンを押してください。

このWebサイトをゾーンに追加するに

"htｔpｓ://www.suitebank3.finemax.net"と入力し「追加」ボタンを

押してください。

「閉じる」ボタンを押してください。

インターネットオプション画面の「OK」ボタン押してください。
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Chromium 版 Microsoft Edge(IE モード)でWebサイトを表示する方法

Microsoft Edgeの画面右上にある「…」（設定）をクリックし、「設定」を選択します。

「既定のブラウザー」メニューの「Internet Explorerモードでサイトの再読み込みを許可」を有効にし

「再起動」を実行します。
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株式会社 ｶ 連合会 ﾚﾝ

有限会社 ﾕ 共済組合 ｷﾖｳｻｲ

合名会社 ﾒ 協同組合 ｷﾖｳｸﾐ

合資会社 ｼ 信用組合 ｼﾝｸﾐ

合同会社 ﾄﾞ 生命保険 ｾｲﾒｲ

医療法人 ｲ 海上火災保険 ｶｲｼﾞﾖｳ

医療法人社団 ｲ 火災海上保険 ｶｻｲ

医療法人財団 ｲ 健康保険組合 ｹﾝﾎﾟ

社会医療法人 ｲ 国民健康保険組合 ｺｸﾎ

財団法人 ｻﾞｲ 国民健康保険団体連合会 ｺｸﾎﾚﾝ

一般財団法人 ｻﾞｲ 社会保険診療報酬支払基金 ｼﾔﾎ

公益財団法人 ｻﾞｲ 厚生年金基金 ｺｳﾈﾝ

社団法人 ｼﾔ 従業員組合 ｼﾞﾕｳｸﾐ

一般社団法人 ｼﾔ 労働組合 ﾛｳｸﾐ

公益社団法人 ｼﾔ 労働金庫 ﾛｳｷﾝ

宗教法人 ｼﾕｳ 生活協同組合 ｾｲｷﾖｳ

学校法人 ｶﾞｸ 食糧販売協同組合 ｼﾖｸﾊﾝｷﾖｳ

社会福祉法人 ﾌｸ 国家公務員共済組合連合会 ｺｸｷﾖｳﾚﾝ

更生保護法人 ﾎｺﾞ 農業協同組合 ﾉｳｷﾖｳ

相互会社 ｿ 農業協同組合連合会 ﾉｳｷﾖｳﾚﾝ

特定非営利活動法人 ﾄｸﾋ 経済農業協同組合連合会 ｹｲｻﾞｲﾚﾝ

独立行政法人 ﾄﾞｸ 共済農業協同組合連合会 ｷﾖｳｻｲﾚﾝ

地方独立行政法人 ﾁﾄﾞｸ 漁業協同組合 ｷﾞﾖｷﾖｳ

中期目標管理法人 ﾓｸ 漁業協同組合連合会 ｷﾞﾖﾚﾝ

国立研究開発法人 ｹﾝ 公共職業安定所 ｼﾖｸｱﾝ

行政執行法人 ｼﾂ 社会福祉協議会 ｼﾔｷﾖｳ

弁護士法人 ﾍﾞﾝ 特別養護老人ホーム ﾄｸﾖｳ

有限責任中間法人 ﾁﾕｳ 有限責任事業組合 ﾕｳｸﾐ

無限責任中間法人 ﾁﾕｳ

行政書士法人 ｷﾞﾖ

司法書士法人 ｼﾎｳ ・個人名の登録は姓と名の間に半角ｽﾍﾟｰｽを入力します。

税理士法人 ｾﾞｲ （例）三三銀 太郎

国立大学法人 ﾀﾞｲ 正 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ

公立大学法人 ﾀﾞｲ 誤 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ

農事組合法人 ﾉｳ ・個人事業主名の登録は屋号と名の間に半角ｽﾍﾟｰｽを入力します。

管理組合法人 ｶﾝﾘ （例）三商店　三 太郎

社会保険労務士法人 ﾛｳﾑ 正 ｻ ﾝ ｼ ﾖ ｳ ﾃ ﾝ ｻ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ

誤 ｻ ﾝ ｼ ﾖ ｳ ﾃ ﾝ ｻ ﾝ ﾀ ﾛ ｳ

・法人、営業所、事業所の略語使用例。

（例）株式会社さんさんぎん

正 ｶ ) ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ

営業所 ｴｲ 誤 ( ｶ ) ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ

出張所 ｼﾕﾂ 誤 ｶ ﾌﾞ ) ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ

（例）さんさんぎん有限会社

正 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ﾕ

誤 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ﾕ )

誤 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ﾕ ｳ

（例）さんさんぎん株式会社三重営業所

正 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ｶ ) ﾐ ｴ ( ｴ ｲ

誤 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ｶ ﾐ ｴ ( ｴ ｲ

誤 ｻ ﾝ ｻ ﾝ ｷﾞ ﾝ ( ｶ ) ﾐ ｴ ( ｴ ｲ )

事業名の略語 略語（カッコ不要）

1 1

2 2

3 3

4 4

法人略語・営業所略語・事業略語について

№ 法人名の略語 略語（カッコ要） №

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

27

2424

25

26

27

28

25

29

26

30

31

受取人等の入力について

32

33

28

34

35

36

37

№ 営業所名の略語 略語（カッコ要）

1

2

法人略語資料 受取人の入力について
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　※金融機関ｺｰﾄﾞ、支店ｺｰﾄﾞ、口座番号、顧客ｺｰﾄﾞ、従業員ｺｰﾄﾞ、支払人ｺｰﾄﾞは桁数が満たなくても良く、

　　 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。

 外部ファイル入力ファイル仕様について

◆受取人情報CSVファイル…総合振込

№ 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  2:当座  4:貯蓄  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MAX30 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

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') 必須 7:電信振込

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

◆従業員情報CSVファイル…給与・賞与振込

№ 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  2:当座  

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

12 従業員コード2 数字 半角10 任意

◆支払人情報CSVファイル…預金口座振替

№ 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

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  2:当座  3:納税  9:その他

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 数字 半角20 任意

各資料について
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◆総合振込

※ 顧客コード1、顧客コード2、受取人カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必要です。両方入力されている場合は、

顧客コード、受取人カナ名称の両方で検索します。

※ 顧客コードは桁数が満たなくても良く、足りない場合は、検索処理時に前に足りない桁数分’０’を付与して検索します。

◆給与・賞与振込

※ 従業員コード1、従業員コード2、従業員カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必要です。両方入力されている場合は、

従業員コード、従業員カナ名称の両方で検索します。

※ 従業員コードは桁数が満たなくても良く、足りない場合は、検索処理時に前に足りない桁数分’０’を付与して検索します。

◆地方税納入

※1 両方入力されている場合は、市区町村コード、市区町村カナ名称の両方で検索します。

※2 異動有無は0（異動なし）、1（異動あり）となります。

※3 給与税件数/給与税金額はセットで入力してください。

※4 退職人員/退職金額/市区町村税/都道府県民税は入力しないでください。

◆預金口座振替

※ （支払人コード1・支払人コード2）、支払人カナ名称のうちいずれかの項目の入力が必要です。両方入力されている場合は、

支払人コード、支払人カナ名称の両方で検索します。

※ 支払人コードは桁数が満たなくても良く、足りない場合は、検索処理時に前に足りない桁数分”0”を付与して検索します。

　 【上記のような青太枠で囲まれた部分をCSVﾌｧｲﾙで作成します】

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場合は、検索用カナ名称でマスタの検索を行います。

 外部データ入力ファイル仕様について

項目
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
（必須）

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 MAX30 MAX10 MAX20

データ例

1234567890 1234567890 10000 EDIJOUHOU1

ｳｹﾄﾘﾆﾝ01 50000

10 10 ｳｹﾄﾘﾆﾝ02 80000 EDIJOUHOU2

項目
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
（必須）

タイプ 数字 数字 英数カナ 数字

桁数 10 10 MAX30 MAX10

データ例

1234567890 1234567890 100000

項目

市区町村
コード

（必須）※１

市区町村
カナ名称

（任意）※１
指定番号
（必須）

異動有無
（必須）※2

ｻﾝｷﾞﾝ ﾊﾅｺ 150000

10 10 ｻﾝｷﾞﾝ ﾀﾛｳ 210000

給与税金額
（必須）※3

退職人員
（任意）※4

退職金額
（任意）※4

市区町村税
（任意）※4

都道府県民
税

（任意）※4

MAX5

数字 数字 数字 数字 数字

給与税件数
（必須）※3

MAX9 MAX3 MAX10 MAX5 MAX9桁数 6 MAX15 MAX15 1

ｼｸﾁﾖｳｿﾝ 0

数字タイプ 数字 英数カナ 英数カナ 数字

3 50000

1 30000

項目
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
（必須）

987654データ例

123456 12345 0

タイプ 数字 数字 英数カナ 数字

桁数 10 10 MAX30 MAX10

ｻﾝｷﾞﾝ ﾊﾅｺ 30000

10 10 ｻﾝｷﾞﾝ ﾀﾛｳ 20000データ例

1234567890 1234567890 10000

各資料について

139



このページは余白です。

140



新規制定

外部ファイル送信の承認確認画面に印刷条件指定ボタン追加

資金移動の承認・送信期限の無期限化および予約日数の延長対応（６→30営業日先）

メールワンタイムパスワード送信先として登録可能なドメインを追加

残高照会時の前日・前月末の残高表示および取引画面上の振込手数料と引落金額などを改善2022年02月01日 バージョン　V1.4

IE11のサポート終了による案内文の改訂

Q&A追加、目次から該当ページに移行する機能の追加、全体的な見やすさ分かりやすさ
の改善

バージョン　V1.32021年09月30日

制定・改訂日 操作マニュアル 備　　　　　　考

2021年05月01日 バージョン　V1.0

2021年06月03日 バージョン　V1.1

2021年07月12日 バージョン　V1.2

2022年06年17日 バージョン　V1.5

2022年08年29日 バージョン　V1.6

2022年10月17日 バージョン　V1.7

2023年05月22日 バージョン　V1.8 一部画面イメージの差し替え

電子証明書の取得・更新にかかる対応ブラウザ更新について

操作マニュアル改訂履歴
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