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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、ログインID・電子証明書を取得していただきます。 

お申込後、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」が届きましたら、「法人JAネットバンクサービス」をご利用いた

だくことができます。

最初に代表口座情報、ログインIDと各パスワードの登録を行っていただきます。 

ご利用の前に「法人JAネットバンク利用申込書（お客様控）（以下、申込書（控））」をお手元にご用意ください。

また、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」もお手元にご用意ください。 

ログインID取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［電子証明書発行］ボタンをクリックした場合、次に表示される「証明書取得認証」画面でも［ログインID取得］ボタンをク

リックすることで、ログインIDの取得を行うことができます。 

「ログイン」画面が表示されます。

［ログインID取得］ボタンをクリックしてください。 
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1.

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ログインパスワードは、必ず大文字でご入力ください。（「法人JAネットバンク利用申込書」（お客様控え）に小文字でご

記入の場合でも必ず大文字でご入力ください。）

確認用パスワードは、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」の管理番号を入力してください。（管理番号は先

頭2桁が英字、以降は数字ですのでご注意ください。）

支店番号は、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」の店舗番号を入力してください。 

サービス開始登録

「口座情報登録」画面が表示されます。

お届けいただいた代表口座の支店番号、科目、口座番号と、ログインパスワード、確認用パスワードを入力し、［次へ］

ボタンをクリックしてください。 
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※ログインID取得は、「サービスご利用開始日」以降に行うことができます。 
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2.

ログインIDは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・入力されたログインIDがすでに他のお客様により登録されている場合、新たに登録できません。

・再発行はできませんので大切に管理願います。

ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

また、英字のみ、数字のみを入力することはできません。（英数字混在必須） 

「サービス開始登録」画面が表示されます。

ユーザ名、メールアドレス、ログインID、新しいログインパスワード、新しい確認用パスワードを入力し、［次へ］ボタンを

クリックしてください。 
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3.

4.

「サービス開始登録確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［登録］ボタンをクリックしてください。 

「サービス開始登録結果」画面が表示されます。

ご確認後、［電子証明書発行へ］ボタンをクリックしてください。 
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「証明書発行確認」画面が表示されますので、引き続き、『電子証明書取得』を行ってください。

Google ChromeまたはMicrosoft Edge(Chromium版）からご利用の場合は、［電子証明書発行へ］ボタンは表示されません。

［ログインへ］ボタンから「ログイン」画面に戻り、［電子証明書発行］ボタンをクリックし、引き続き、『電子証明書取得』を行ってく

ださい。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、ログインID・電子証明書を取得していただきます。 

「法人JAネットバンクサービス」をはじめてご利用のお客様は、「電子証明書発行」を行う前に、必ず「ログインID取得」を行っ

てください。 

電子証明書取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2. 「ログイン」画面が表示されます。

［電子証明書発行］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

（1） 『法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ セットアップ』という表題のダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックしてください。

（2） 「インストール先選択（変更）」画面が表示されます。

インストール先を指定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

（ご指定がない場合は、変更する必要はありません。）

（3） 「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」がインストールされますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得認証」画面が表示されます。

［証明書発行アプリのダウンロード］ボタンをクリックし、「証明書発行アプリ」をダウンロードします。 

「証明書発行アプリ」のインストールを行います。
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5.

6.

7.

（ご参考） ご利用のPC環境にてプロキシでの認証を実施されている場合、アプリ起動時に、以下の画面が表示され

ます。

ユーザ名、パスワードを入力し、認証を完了してください。

※プロキシでの認証を採用していない場合は、表示されません。

インストール完了後、Windowsのスタートボタンをクリックのうえ、手順[4.]でインストールした「法人ＪＡネットバンク証明

書発行アプリ」を起動してください。

（「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」フォルダを選択のうえ、「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」をクリックし

てください。）

起動後、「証明書取得 ＪＡ選択」画面が表示されます。

都道府県名・ご利用JAを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得」画面が表示されます。

［証明書発行］ボタンをクリックください。 
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8.

9.

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 認証」画面が表示されます。

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［認証して発行］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 結果」画面が表示されます。

ご確認後、［閉じる］ボタンをクリックしてください。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。 

初回ログイン（パソコン画面から）

「ログイン」画面が表示されます。 
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「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

ログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただいた文字列を入力してください。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 
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2.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークン発行］ボタンをクリックしてください。

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[3.]へお進みください。
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3.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをクリッ

クしてください。

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。
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1.

認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせください。ご

連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただきます。 

ID・パスワード方式によるログインは、認証局の不具合等の場合に限ります。

通常時は、電子証明書方式によるログインが必須となります。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ID・パスワード方式によるログインが必要な場合

ログイン画面が表示されますので、登録した「ログインID」「ログインパスワード」を入力して、［ログイン］ボタンをクリッ

クしてください。
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1.

2.

初期設定（マスターユーザの場合）

スマートフォンへのログインはあらかじめスマートフォンを「利用する」権限が必要です。 

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをタップしてください。 

ログインIDおよびログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただいた文字列を入力してください。

初回ログイン（スマートフォン画面から）

スマートフォンより「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンを

タップしてください。

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークンの発行］ボタンをタップしてください。 

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。 

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。 
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4.

5.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをタッ

プしてください。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをタップしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[5.]へお進みください。 

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、前回のログイン履歴を確認することができます。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

ログイン

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

ご連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただけます。

こちらをご参照ください。

『ID・パスワード方式によるログインが必要な場合』

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。 
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

管理者ユーザおよび一般ユーザが「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、電子証明書を取得していただ

きます。 

電子証明書取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2. 「ログイン」画面が表示されます。

［電子証明書発行］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

（1） 『法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ セットアップ』という表題のダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックしてください。

（2） 「インストール先選択（変更）」画面が表示されます。

インストール先を指定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

（ご指定がない場合は、変更する必要はありません。）

（3） 「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」がインストールされますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得認証」画面が表示されます。

［証明書発行アプリのダウンロード］ボタンをクリックし、「証明書発行アプリ」をダウンロードします。 

「証明書発行アプリ」のインストールを行います。
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5.

6.

7.

（ご参考） ご利用のPC環境にてプロキシでの認証を実施されている場合、アプリ起動時に、以下の画面が表示され

ます。

ユーザ名、パスワードを入力し、認証を完了してください。

※プロキシでの認証を採用していない場合は、表示されません。

インストール完了後、Windowsのスタートボタンをクリックのうえ、手順[4.]でインストールした「法人ＪＡネットバンク証明

書発行アプリ」を起動してください。

（「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」フォルダを選択のうえ、「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」をクリックし

てください。）

起動後、「証明書取得 ＪＡ選択」画面が表示されます。

都道府県名・ご利用JAを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得」画面が表示されます。

［証明書発行］ボタンをクリックください。 
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8.

9.

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 認証」画面が表示されます。

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［認証して発行］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 結果」画面が表示されます。

ご確認後、［閉じる］ボタンをクリックしてください。 
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

初回ログイン（パソコン画面から）

「ログイン」画面が表示されます。 
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「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

ログインパスワードは、マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された文字列を入力してください。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 
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2.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークン発行］ボタンをクリックしてください。

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[3.]へお進みください。
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3.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをクリッ

クしてください。

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4.

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ

い。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

「パスワード強制変更」画面が表示されます。

現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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5.

6.

「パスワード変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［確認］ボタンをクリックしてください。 

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。 
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1.

認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせください。ご

連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただきます。 

ID・パスワード方式によるログインは、認証局の不具合等の場合に限ります。

通常時は、電子証明書方式によるログインが必須となります。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ID・パスワード方式によるログインが必要な場合

ログイン画面が表示されますので、登録した「ログインID」「ログインパスワード」を入力して、［ログイン］ボタンをクリッ

クしてください。
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1.

2.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをタップしてください。

ログインIDおよびログインパスワードは、マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された文字列を入力してください。

初回ログイン（スマートフォン画面から）

スマートフォンより「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンを

タップしてください。

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークンの発行］ボタンをタップしてください。 

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。 

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。 
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4.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをタッ

プしてください。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをタップしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[5.]へお進みください。 
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5.

6.

7.

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力

してください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。 

「パスワード強制変更」画面が表示されます。

現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、［実行］ボタンをタップしてください。 

「パスワード変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［確認］ボタンをタップしてください。 

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、前回のログイン履歴を確認することができます。 
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

ログイン

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

ご連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただけます。

こちらをご参照ください。

『ID・パスワード方式によるログインが必要な場合』

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。 
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概要

お客様のスマートフォンのワンタイムパスワードアプリに表示される、その時だけ有効な使い捨てパスワードのことを「ワンタ

イムパスワード」といいます。

「ワンタイムパスワード」を自動生成するもの（ソフトウェア）をトークンといいます。

法人JAネットバンクでは、アプリ形式の「ソフトウェアトークン」（ワンタイムパスワードアプリ）を提供いたします。

パスワードは1分ごとに変化し、1回限りの使用となるため、非常に高いセキュリティを保つことができます。

　■ 振込・振替における承認（二経路認証）でスマートフォンのご利用が必須となります。

　■ 民間収納機関の収納サービスをご利用の際に「ワンタイムパスワード」のご利用が必須となります。

　■ パソコンでユーザ情報の新規・変更登録、トークン失効の際に「ワンタイムパスワード」のご利用が必須となります。

マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ※はお客様ご自身のスマートフォンをソフトウェアトークンとして利用するための

準備を行っていただきます。

※一般ユーザは、ユーザ登録でスマートフォン利用および承認権限を設定した場合に必要となります。

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

①スマートフォンの時刻設定

ワンタイムパスワードの生成に現在の日時情報を使用します。ワンタイムパスワードアプリをダウンロードする前にスマー

トフォンの日時が正しいことをご確認ください。

正しくない場合は、スマートフォンの日時を正しく設定してください。

設定方法につきましては、スマートフォンに付属の取扱説明書をご確認ください。 

②迷惑メールフィルター等で、迷惑メール対策をしている方は、「otp-auth.net」のドメインを受信可能に設定してください。

設定方法は、スマートフォンの取扱説明書、またはスマートフォンご購入店へご確認ください。 

③「利用開始パスワード」を記録する筆記用具をご準備ください。

「利用開始パスワード」は、お客様ご自身で設定いただき、必ずメモにお控えください。 

【ワンタイムパスワードご利用の流れ】 

Step 1 パソコン画面から「法人JAネットバンクサービス」にログインし、「トークン発行」を行います。

Step 2 お客様のスマートフォン宛に「アプリのダウンロードと設定」を行います。

Step 3 パソコン画面から「ワンタイムパスワード認証確認」を行います。

上記の設定が完了すると、以後、「法人JAネットバンクサービス」のお取引口座から出金を伴う操作や、ユーザ情報の設定

変更をご利用の際に、ワンタイムパスワードの入力が必須となります。 

ワンタイムパスワードをダウンロードしたスマートフォンを機種変更する場合は、マスターユーザまたは管理者ユーザに連絡

のうえ、「トークンの失効」（ワンタイムパスワード利用解除）を行ってください。

そのうえで機種変更後、再度ワンタイムパスワードトークンの発行をお願いします。

※変更前のスマートフォンのトークンの失効を行わないまま、変更後のスマートフォンへワンタイムパスワードトークンを発行

することはできませんのでご注意ください。 

事前準備
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1.

2.

スマートフォン（iPhone/Android端末）

お手持ちのスマートフォン（iPhone/Android端末）に、ワンタイムパスワードアプリをダウンロードし、初期設定を行っていただ

きます。

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ワンタイムパスワードアプリの設定の前に、「トークン発行」の手続きを行ってください。

ワンタイムパスワードアプリは、パスワードの生成に現在の時刻を使用しています。

ご利用になる前に、スマートフォンの日時を正しく設定してください。設定方法につきましては、スマートフォンに

付属の取扱説明書等でご確認ください。 

メール本文に記載されているサービスIDとユーザIDをお控えのうえ、スマートフォン用アプリのダウンロード先

URLのリンクをタップすると、自動でブラウザが起動します。

ダウンロード先URLには、スマートフォンにインストールされているブラウザからアクセスしてください。 

ダウンロードには別途通信料がかかります。

ダウンロードは、電波状態の良好な場所で静止したまま行ってください。途中で通信が途切れますと、最初から

ダウンロードが必要となる場合があります。 

すでにワンタイムパスワードアプリをダウンロードしている場合は、この操作は必要ありませんので「初期設定」

へお進みください。 

はじめてご利用のお客様

ワンタイムパスワードアプリをインストールする前に、お使いのスマートフォンの日時が正しく設定されていることをご確

認ください。 

トークン発行用メールをスマートフォンで開き、スマートフォン用アプリのダウンロード先URLのリンクをタップしてくださ

い。 
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3.

4.

ワンタイムパスワードアプリのコンテンツ提供者は「NTT DATA CORPORATION」です。 

ダウンロードサイトが表示されます。

［ダウンロードサイト］をタップし、アプリをインストールしてください。 

インストールが完了したら、スマートフォンのホーム画面にあるワンタイムパスワードアプリのアイコンをタップして起動

してください。 
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5.

6.

サービスIDおよびユーザIDは、スマートフォンのメールアドレスにお送りしたトークン発行用メールに記載されて

います。 

利用開始パスワードは、トークン発行申請時にパソコンでご登録いただいたものです。 

初期設定

「初期設定」画面が表示されます。

サービスID、ユーザIDおよび利用開始パスワードを入力し、チェックボックスにチェックを入れ、［送信］ボタンをタップし

てください。 

「初期設定完了」画面が表示されます。

［次へ］ボタンをタップしてください。 

58 / 408 ページ



7.

トークン表示名は、「設定」→「トークン表示名設定」→トークンの表示名を任意の名称に変更することができま

す。

「JAバンク」の後ろに任意の文字（最大全角8文字／半角16文字）を設定することができます。 

「トークン表示名設定」画面が表示されます。

トークン表示名を変更する場合は、変更後の追加文言を入力のうえ、［登録］ボタンをタップしてください。 
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8.

引き続き、ワンタイムパスワード認証確認を行ってください。

●マスターユーザの場合

　パソコン画面からの操作はこちら

　スマートフォン画面からの操作はこちら

●管理者ユーザ・一般ユーザの場合

　パソコン画面からの操作はこちら

　スマートフォン画面からの操作はこちら

ワンタイムパスワードが表示されます。 
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1.

スマートフォン（iPhone/Android端末）

お手持ちのスマートフォン（iPhone/Android端末）にインストール済のワンタイムパスワードアプリにトークンの追加を行ってい

ただきます。

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ワンタイムパスワードアプリの設定の前に、「トークン発行」の手続きを行ってください。

アプリの起動方法につきましては、スマートフォンに付属の取扱説明書等でご確認ください。 

すでにご利用のお客様

スマートフォンのホーム画面からワンタイムパスワードアプリを起動し、［設定］ボタンをタップしてください。 
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2.

3.

サービスIDおよびユーザIDは、スマートフォンのメールアドレスにお送りしたトークン発行用メールに記載されて

います。 

利用開始パスワードは、トークン発行申請時にパソコンでご登録いただいたものです。 

「設定メニュー」画面が表示されます。

［トークン追加］ボタンをタップしてください。 

「トークン追加」画面が表示されます。

サービスID、ユーザIDおよび利用開始パスワードを入力し、チェックボックスにチェックを入れ、［送信］ボタンをタップし

てください 
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4.

5.

トークン表示名は、「設定」→「トークン表示名設定」→トークンの表示名を任意の名称に変更することができま

す。

「JAバンク」の後ろに任意の文字（最大全角8文字／半角16文字）を設定することができます。

「トークン追加完了」画面が表示されます。

［次へ］ボタンをタップしてください。 

「トークン表示名設定」画面が表示されます。

トークン表示名を変更する場合は、変更後の追加文言を入力のうえ、［登録］ボタンをタップしてください。
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6.

7.

引き続き、ワンタイムパスワード認証確認を行ってください。

●マスターユーザの場合

　パソコン画面からの操作はこちら

　スマートフォン画面からの操作はこちら

●管理者ユーザ・一般ユーザの場合

　パソコン画面からの操作はこちら

　スマートフォン画面からの操作はこちら

「トークン選択」画面が表示されます。

ご利用のトークンを選択してください。 

ワンタイムパスワードが表示されます。 
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1.

ワンタイムパスワード

マスターユーザまたは管理者ユーザは、自身を除くユーザのワンタイムパスワードの利用停止状態を解除することができま

す。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

【マスターユーザが利用停止となった場合】

マスターユーザの利用停止を解除するには、管理者ユーザがマスターユーザの「利用停止解除」を行うことにより、ご利

用いただけるようになります。

管理者ユーザを登録していない場合は、お取引店までご連絡ください。 

【管理者ユーザ・一般ユーザが利用停止となった場合】

管理者ユーザ・一般ユーザの利用停止を解除するには、マスターユーザまたは他の管理者ユーザが該当ユーザの「利

用停止解除」を行うことにより、ご利用いただけるようになります。 

ワンタイムパスワードの利用停止解除

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［ワンタイムパスワードの利用停止解除］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「ワンタイムパスワード利用停止解除一覧」画面が表示されます。

ワンタイムパスワードの利用停止を解除するユーザを選択のうえ、確認用パスワードを入力し、［停止解除］ボタンをク

リックしてください。

「ワンタイムパスワード利用停止解除結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ワンタイムパスワード

マスターユーザまたは管理者ユーザは、ユーザのトークンを失効することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

※トークン失効は下記の場合に必要となります。

・ワンタイムパスワードアプリを設定しているスマートフォンを機種変更される場合。

ワンタイムパスワードのトークン失効

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［トークンの失効］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「トークン失効」画面が表示されます。

トークンを失効するユーザを選択のうえ、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを入力し、［失効］ボタンをク

リックしてください。

「トークン失効結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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トップページ

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴の確認、当JAからのお知らせの確認、電子証明書の更新、未承認取引

の確認、取引に関するお知らせ、最近の操作の確認をすることできます。 
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① 過去3回のログイン履歴 ご自身の過去3回分のログイン日時を確認できます。

② 電子証明書有効期限

電子証明書の有効期限満了の40日前になると、［更新］ボタンが表示されます。

Google ChromeまたはMicrosoft Edge(Chromium版）からご利用の場合は、［証明書発行ア

プリのダウンロード］ボタンが表示されます。

電子証明書の更新方法については「電子証明書更新」をご参照ください。

③ 最近の操作履歴 ご自身の過去5回分の操作履歴を確認できます。

④ 未承認取引を確認 承認待ちまたは作成中の取引の一覧を参照することができます。

⑤ 当JAからのお知らせ 当JAからのお知らせがある場合、画面上に表示されます。

⑥ お知らせの確認

取引に関するお知らせの表示および削除することができます。

［すべてのお知らせを表示］ボタンをクリックすると、すべてのお知らせの一覧が表示されま

す。 
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電子証明書

電子証明書の有効期限は、前回取得いただいた日の1年後の翌日となります。都度更新していただく必要がありますのでお

手続きをお願いいたします。

電子証明書有効期限40日前、10日前、および当日に届くメールでの通知と、ログイン後の「証明書更新選択」画面およびトッ

プ画面の［更新］ボタンの表示により更新をお知らせしますので、必ず有効期限までに更新手続きをお済ませください。

「電子証明書取得」と同じ方法で「証明書発行アプリ」から更新することができます。

電子証明書の失効については、「電子証明書失効」をご参照ください。 

電子証明書更新
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1.

ユーザ管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくユーザのユーザ情報の登録・変更、ユーザの停止・解除、証明書失効、ワン

タイムパスワードを管理することができます。

・ 初に登録する「ログインID」を所有される方を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは 大19名分の管理者ユーザおよ

び一般ユーザ登録を行うことができます。（マスターユーザを含め、1契約 大20名までご利用可能です。）

・マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザごとにサービスの利用権限、利用可能口座等を設定することができま

す。

・管理者ユーザは、企業管理およびユーザ管理を行える管理者権限が付与されます。

・管理者ユーザはマスターユーザのみが作成することができます。

・管理者ユーザはユーザ情報の新規登録、登録されているユーザ情報の変更／削除が可能です。

ユーザ情報登録

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［ユーザ情報の管理］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「ユーザ情報の新規登録・削除・変更・照会」画面が表示されます。

［新規登録］ボタンをクリックしてください。 
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4.

ログインIDおよびログインパスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・入力されたログインIDがすでに他のお客様により登録されている場合、新たに登録できません。

・「ログイン時に強制変更する」にチェックを入れると、ユーザの初回ログイン時にログインパスワードの変更が必要になり

ます。

ログインID、ログインパスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

また、英字のみ、数字のみを入力することはできません。（英数字混在必須）

振込・振替取引の承認（二経路認証）はスマートフォン画面から行う必要があります（ダブル承認の場合は、2名の承認者

のうち少なくとも1名はスマートフォン画面から承認を行う必要があります）。

振込・振替取引の承認権限を付与する利用者については、スマートフォンの「利用する」を選択してください。 

「ユーザ登録［基本情報］」画面が表示されます。

ユーザのログインID、ログインパスワード、ユーザ名、メールアドレス、管理者権限、スマートフォンを設定し、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。
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5. 「ユーザ登録［権限］」画面が表示されます。

必要なサービスの利用権限（表参照）を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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サービス内容 登録内容

明細照会

残高照会

照会
・明細照会を可能とするサービスをチェック

してください。
入出金明細照会

振込入金明細照会

資金移動

振込・振替

依頼（ユーザ登録口座）

・画面から登録した振込先への振込・振替

依頼ができます。当日扱いを可能とする場

合は、「当日扱いを認める」をチェックしてく

ださい。

・データの作成／編集／削除／照会／引戻

しができます。

依頼（新規口座指定）

・新規振込先への振込・振替依頼ができま

す。当日扱いを可能とする場合は、「当日扱

いを認める」をチェックしてください。

・データの作成／編集／削除／照会／引戻

しができます。

振込先管理
・振込・振替における振込先の登録／変更

／削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む振込・振替全取引の

照会ができます。

全取引取消

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む振込・振替全取引の

取消ができます。

総合振込

依頼（画面入力）

・総合振込依頼データの作成／編集／削除

／状況照会／引戻しができます。また振込・

振替の依頼データ作成時に総合振込先を

参照もできます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による総合振込依頼データの

作成／編集／削除／状況照会／引戻しが

できます。

振込先管理
・総合振込における振込先の登録／変更／

削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む総合振込全取引の照

会ができます。

給与・賞与振込

依頼（画面入力）

・給与・賞与振込依頼データの作成／編集

／削除／状況照会／引戻しができます。ま

た振込・振替と総合振込の依頼データ作成

時に給与・賞与振込先を参照もできます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による給与・賞与振込依頼

データの作成／編集／削除／状況照会／

引戻しができます。

振込先管理
・給与・賞与振込における振込先の登録／

変更／削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む給与・賞与振込全取

引の照会ができます。

83 / 408 ページ



資金移動

口座振替

依頼（画面入力）
・口座振替請求データの作成／編集／削除

／状況照会／引戻しができます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による口座振替請求データの

作成／編集／削除／状況照会／引戻しが

できます。

振込先管理
・口座振替における請求先の登録／変更／

削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む口座振替全取引の照

会ができます。

口座振替結果照会 ・口座振替の結果照会ができます。

税金・各種料金の

払込み

払込み
・税金・各種料金の払込み／払込み内容の

照会ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者となってい

る取引を含む税金・各種料金の払込み全取

引の照会ができます。

承認 承認

振込・振替

・振込・振替における承認／差戻し／削除

／予約取消、および自身が承認者となって

いる取引の照会／引戻しができます。

総合振込
・承認権限を付与するサービスをチェックし

てください。

・チェックしたサービスの承認／差戻し／削

除／承認取消、および自身が承認者となっ

ている取引の照会／引戻しができます。

給与・賞与振込

口座振替

ファイル伝送

ファイル伝送

ファイル形式の設定 利用可

・受信について、レコード長の表示に加え、

ファイル形式（改行コード、EOF文字）の変更

ができます。

総合振込・口座振込

（全銀フォーマット）

依頼
・総合振込・口座振込（全銀フォーマット）の

依頼ができます。

全取引照会
・総合振込・口座振込（全銀フォーマット）の

全取引の照会ができます。

給与振込

（全銀フォーマット）

依頼
・給与振込（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・給与振込（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

賞与振込

（全銀フォーマット）

依頼
・賞与振込（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・賞与振込（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

口座振替

（全銀フォーマット）

依頼
・口座振替（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・口座振替（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。
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ファイル伝送

口座確認

（全銀フォーマット）

依頼
・口座確認（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・口座確認（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

口座番号変更

（全銀フォーマット）

依頼
・口座番号変更（全銀フォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座番号変更（全銀フォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座振込

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座振込（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座振込（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座振替

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座振替（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座振替（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座確認

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座確認（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座確認（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座番号変更

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座番号変更（JASTEMフォーマット）の依

頼ができます。

全取引照会
・口座番号変更（JASTEMフォーマット）の全

取引の照会ができます。

口座振替結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座振替結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座振込結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座振込結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座確認結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座確認結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座番号変更結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座番号変更結果（全銀フォーマット）が受

信できます。

口座振替結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座振替結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座振込結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座振込結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座確認結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座確認結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座番号変更結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座番号変更結果（JASTEMフォーマット）

が受信できます。

管理 操作履歴照会 全履歴照会
・他のユーザを含む操作履歴の照会ができ

ます。

サービス連携 でんさい 連携

・JAバンクでんさいサービスへの連携を行

います。連携先でも利用設定が必要となり

ます。
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6.

［詳細］ボタンをクリックすると、利用可能な口座の詳細が表示されます。

「ユーザ登録［口座］」画面が表示されます。

利用可能口座を選択のうえ、ユーザ一回当たり限度額を入力し、［登録］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「ユーザ登録確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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8.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※ユーザ登録完了後、新規ユーザ自身にてご利用になるパソコンで電子証明書を発行する必要があります。

なお電子証明書発行については、「電子証明書取得」をご参照ください。（電子証明書は、各ユーザごとにご利用になる

パソコンにて発行いただく必要があります。）

「ユーザ登録結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ユーザ管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくユーザのユーザ情報の登録・変更、ユーザの停止・解除、証明書失効、ワン

タイムパスワードを管理することができます。

・ 初に登録する「ログインID」を所有される方を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは 大19名分の管理者ユーザおよ

び一般ユーザ登録を行うことができます。（マスターユーザを含め、1契約 大20名までご利用可能です。）

・マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザごとにサービスの利用権限、利用可能口座等を設定することができま

す。

・管理者ユーザは、企業管理およびユーザ管理を行える管理者権限が付与されます。

・管理者ユーザはマスターユーザのみが作成することができます。

・管理者ユーザはユーザ情報の新規登録、登録されているユーザ情報の変更／削除が可能です。

ユーザ情報変更・削除

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［ユーザ情報の管理］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［削除］ボタンをクリックすると、マスターユーザおよび操作者自身を除くユーザを削除することができます。 

［照会］ボタンをクリックすると、該当ユーザの情報を照会することができます。 

「ユーザ情報の新規登録・削除・変更・照会」画面が表示されます。

変更するユーザを選択し、［変更］ボタンをクリックしてください。 
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4.

ログインIDおよびログインパスワード、確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ

い。

・電子証明書をご利用のお客様は、ログインIDは変更できません。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・入力されたログインIDがすでに他のお客様により登録されている場合、新たに登録できません。

・「ログイン時に強制変更する」にチェックを入れると、ユーザの初回ログイン時にログインパスワード・確認用パスワード

の変更が必要になります。

ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

また、英字のみ、数字のみを入力することはできません。（英数字混在必須）

振込・振替取引の承認（二経路認証）はスマートフォン画面から行う必要があります（ダブル承認の場合は、2名の承認者

のうち少なくとも1名はスマートフォン画面から承認を行う必要があります）。

振込・振替取引の承認権限を付与する利用者については、スマートフォンの「利用する」を選択してください。 

「ユーザ変更［基本情報］」画面が表示されます。

変更する項目を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「ユーザ変更［権限］」画面が表示されます。

変更する項目（表参照）を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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サービス内容 登録内容

明細照会

残高照会

照会
・明細照会を可能とするサービスをチェック

してください。
入出金明細照会

振込入金明細照会

資金移動

振込・振替

依頼（ユーザ登録口座）

・画面から登録した振込先への振込・振替

依頼ができます。当日扱いを可能とする場

合は、「当日扱いを認める」をチェックしてく

ださい。

・データの作成／編集／削除／照会／引戻

しができます。

依頼（新規口座指定）

・新規振込先への振込・振替依頼ができま

す。当日扱いを可能とする場合は、「当日扱

いを認める」をチェックしてください。

・データの作成／編集／削除／照会／引戻

しができます。

振込先管理
・振込・振替における振込先の登録／変更

／削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む振込・振替全取引の

照会ができます。

全取引取消

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む振込・振替全取引の

取消ができます。

総合振込

依頼（画面入力）

・総合振込依頼データの作成／編集／削除

／状況照会／引戻しができます。また振込・

振替の依頼データ作成時に総合振込先を

参照もできます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による総合振込依頼データの

作成／編集／削除／状況照会／引戻しが

できます。

振込先管理
・総合振込における振込先の登録／変更／

削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む総合振込全取引の照

会ができます。

給与・賞与振込

依頼（画面入力）

・給与・賞与振込依頼データの作成／編集

／削除／状況照会／引戻しができます。ま

た振込・振替と総合振込の依頼データ作成

時に給与・賞与振込先を参照もできます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による給与・賞与振込依頼

データの作成／編集／削除／状況照会／

引戻しができます。

振込先管理
・給与・賞与振込における振込先の登録／

変更／削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む給与・賞与振込全取

引の照会ができます。
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資金移動

口座振替

依頼（画面入力）
・口座振替請求データの作成／編集／削除

／状況照会／引戻しができます。

依頼（ファイル受付）

・ファイル受付による口座振替請求データの

作成／編集／削除／状況照会／引戻しが

できます。

振込先管理
・口座振替における請求先の登録／変更／

削除ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者／承認者と

なっている取引を含む口座振替全取引の照

会ができます。

口座振替結果照会 ・口座振替の結果照会ができます。

税金・各種料金の

払込み

払込み
・税金・各種料金の払込み／払込み内容の

照会ができます。

全取引照会

・企業内の他のユーザが依頼者となってい

る取引を含む税金・各種料金の払込み全取

引の照会ができます。

承認 承認

振込・振替

・振込・振替における承認／差戻し／削除

／予約取消、および自身が承認者となって

いる取引の照会／引戻しができます。

総合振込
・承認権限を付与するサービスをチェックし

てください。

・チェックしたサービスの承認／差戻し／削

除／承認取消、および自身が承認者となっ

ている取引の照会／引戻しができます。

給与・賞与振込

口座振替

ファイル伝送

ファイル伝送

ファイル形式の設定 利用可

・受信について、レコード長の表示に加え、

ファイル形式（改行コード、EOF文字）の変更

ができます。

総合振込・口座振込

（全銀フォーマット）

依頼
・総合振込・口座振込（全銀フォーマット）の

依頼ができます。

全取引照会
・総合振込・口座振込（全銀フォーマット）の

全取引の照会ができます。

給与振込

（全銀フォーマット）

依頼
・給与振込（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・給与振込（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

賞与振込

（全銀フォーマット）

依頼
・賞与振込（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・賞与振込（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

口座振替

（全銀フォーマット）

依頼
・口座振替（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・口座振替（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。
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ファイル伝送

口座確認

（全銀フォーマット）

依頼
・口座確認（全銀フォーマット）の依頼ができ

ます。

全取引照会
・口座確認（全銀フォーマット）の全取引の照

会ができます。

口座番号変更

（全銀フォーマット）

依頼
・口座番号変更（全銀フォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座番号変更（全銀フォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座振込

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座振込（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座振込（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座振替

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座振替（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座振替（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座確認

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座確認（JASTEMフォーマット）の依頼が

できます。

全取引照会
・口座確認（JASTEMフォーマット）の全取引

の照会ができます。

口座番号変更

（JASTEMフォーマット）

依頼
・口座番号変更（JASTEMフォーマット）の依

頼ができます。

全取引照会
・口座番号変更（JASTEMフォーマット）の全

取引の照会ができます。

口座振替結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座振替結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座振込結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座振込結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座確認結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座確認結果（全銀フォーマット）が受信で

きます。

口座番号変更結果

（全銀フォーマット）
受信

・口座番号変更結果（全銀フォーマット）が受

信できます。

口座振替結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座振替結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座振込結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座振込結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座確認結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座確認結果（JASTEMフォーマット）が受

信できます。

口座番号変更結果

（JASTEMフォーマット）
受信

・口座番号変更結果（JASTEMフォーマット）

が受信できます。

管理 操作履歴照会 全履歴照会
・他のユーザを含む操作履歴の照会ができ

ます。

サービス連携 でんさい 連携

・JAバンクでんさいサービスへの連携を行

います。連携先でも利用設定が必要となり

ます。
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6.

［詳細］ボタンをクリックすると、利用可能な口座の詳細が表示されます。

「ユーザ変更［口座］」画面が表示されます。

変更する項目を設定し、［変更］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「ユーザ登録確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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8.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「ユーザ登録結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ユーザ管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくユーザのユーザ情報の登録・変更、ユーザの停止・解除、証明書失効、ワン

タイムパスワードを管理することができます。

マスターユーザまたは管理者ユーザは、ユーザのサービス状態を変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

※ログインパスワードおよび確認用パスワードを一定回数以上連続して間違えた場合、サービスが利用できなくなります。

（利用停止状態）

【マスターユーザが利用停止となった場合】

マスターユーザの利用停止を解除するには、管理者ユーザがマスターユーザの「ユーザ停止・解除」を行うことにより、ご

利用いただけるようになります。

管理者ユーザを登録していない場合は、お取引店までご連絡ください。

【管理者ユーザ・一般ユーザが利用停止となった場合】

管理者ユーザ・一般ユーザの利用停止を解除するには、他の管理者ユーザまたはマスターユーザが該当ユーザの「ユー

ザ停止・解除」を行うことにより、ご利用いただけるようになります。

※操作者自身を含む全利用者の利用停止を解除する場合はお取引店までご連絡ください。

ユーザ停止・解除

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［ユーザ停止・解除］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

操作者ご自身をログインパスワード利用停止に変更する場合は、意思確認にチェックを入れてください。 

「ユーザ停止・解除一覧」画面が表示されます。

サービス状態を変更するユーザ、変更後サービス状態を選択のうえ、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをク

リックしてください。 

「ユーザ停止・解除結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ユーザ管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくユーザのユーザ情報の登録・変更、ユーザの停止・解除、証明書失効、ワン

タイムパスワードを管理することができます。

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためのパスワードを変更することができます。

※ここで変更できるのは、自身のログインパスワードおよび確認用パスワードのみです。マスターユーザまたは管理者ユー

ザが、他のユーザのパスワードを変更する場合は、「ユーザ情報変更・削除」をご参照ください。

セキュリティを高めるために、定期的にパスワード等の変更をお勧めします。

パスワード変更

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［パスワード変更］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ

い。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

変更しないパスワードについては「変更しない」を選択し、何も入力せずに実行することもできます。 

「パスワード変更」画面が表示されます。

変更するパスワードを選択のうえ、現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてく

ださい。 

「パスワード変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ユーザ管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくユーザのユーザ情報の登録・変更、ユーザの停止・解除、証明書失効、ワン

タイムパスワードを管理することができます。

マスターユーザおよび管理者ユーザは、電子証明書の失効が可能です。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

※電子証明書失効は下記の場合に必要となります。

・電子証明書をインストールしているパソコンを変更する場合。

・電子証明書の有効期限が切れた場合。

電子証明書失効

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ユーザ管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［証明書失効］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「ユーザ一覧」画面が表示されます。

証明書の失効を行うユーザを選択し、［失効］ボタンをクリックしてください。 

「証明書失効確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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5.

電子証明書の再発行を行う場合は、「ログイン」画面から再度「電子証明書取得」を行ってください。

「証明書失効結果」画面が表示されます。 

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。

操作者自身の電子証明書を失効した場合は、ご確認後、［閉じる］ボタンをクリックしてください。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

マスターユーザおよび管理者ユーザは、企業情報、承認機能の利用有無、限度額等の企業情報を変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

企業情報の変更

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［企業情報の変更］ボタンをクリックしてください。

111 / 408 ページ



3.

シングル承認
取引データ作成者が、内容確認画面にて承認権限者1名を指定します。

指定された承認者が承認を行うことにより、当JAへの取引依頼が実行されます。

ダブル承認

取引データ作成者が、内容確認画面にて承認権限者2名を指定します。

指定された承認者2名が承認を行うことにより、当JAへの取引依頼が実行されます。2名の承認者の

承認順序あり／なしを設定することも可能です。

振込・振替においては、パソコン以外のメディアでの確認（二経路認証）として、スマートフォンによる承認が必須となりま

す。

二経路認証では、ブラウザで作成した振込・振替データをスマートフォンで承認することにより、取引完了となります。

詳しくは、「依頼データの承認（振込・振替）」をご参照ください。

振込・振替の場合、口座確認機能は承認者（ダブル承認の場合は 終承認者）の承認確認画面のみに適用されます。

依頼者が入力した振込先が、口座確認機能により変更される場合がありますのでご注意ください。 

「企業情報変更」画面が表示されます。

企業情報、承認機能の利用有無、限度額の各項目を入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

112 / 408 ページ



4.

5.

「企業情報変更確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［実行］ボタンをクリックしてください。 

「企業情報変更結果」画面が表示されます。 

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 

113 / 408 ページ



1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

登録されている企業情報を照会することができます。

※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。 

企業情報の照会

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［企業情報の照会］ボタンをクリックしてください。
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3. 「企業情報照会」画面が表示されます。

ご確認後、［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、「作業内容選択」画面へ戻ることができます。
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

マスターユーザまたは管理者ユーザは、口座ごとに任意の文言を登録・変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 

口座メモの登録・変更

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

4.

「作業内容選択」画面が表示されます。

［口座メモの変更］ボタンをクリックしてください。 

「口座メモ変更」画面が表示されます。

口座メモを入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「口座メモ変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

マスターユーザおよび管理者ユーザは、データ作成時に使用する委託者メモ情報を登録・変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 

委託者メモの登録・変更

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［委託者メモの変更］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「委託者メモ変更」画面が表示されます。

委託者メモを入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「委託者メモ変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

振込・振替時に使用する先方負担手数料を登録・変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。

【ご注意】

総合振込に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。総合振込の先方負担手数料については、「先方負担手数料

の登録・変更（総合振込）」をご参照ください。 

先方負担手数料の登録・変更（振込・振替）

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［先方負担手数料［振込・振替］の変更］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「適用 低支払金額」の欄で、先方負担手数料を適用する際の「 低支払金額」を設定することができます。

※「適用 低支払金額」とは、先方負担手数料が適用される 小の支払金額を示したもので、「適用 低支払金額」に

10,000円と入力した場合、支払金額が10,000円未満であると先方負担手数料は適用されません。

画面内「所定の振込手数料はこちら」の「こちら」をクリックすると、ＪＡ・信連の法人ＪＡネットバンクの手数料ページを表示

します。

企業管理にて設定する「金額階層」の手数料金額は、ＪＡ・信連ごとに振込・振替手数料が異なるため、初期値は一律0

円となっております。

そのため、利用企業ごとに先方負担手数料（受取先に負担させる手数料）を設定いただくことになります。（設定された内

容は即時で反映されます） 

「先方負担手数料［振込・振替］変更」画面が表示されます。

適用 低支払金額を入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「先方負担手数料［振込・振替］変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

振込・振替時に使用する先方負担手数料情報を照会することができます。

※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。

振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。

【ご注意】

総合振込に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。総合振込の先方負担手数料については、「先方負担手数料

の照会（総合振込）」をご参照ください。 

先方負担手数料の照会（振込・振替）

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

「作業内容選択」画面が表示されます。

［先方負担手数料［振込・振替］の照会］ボタンをクリックしてください。 

「先方負担手数料［振込・振替］照会」画面が表示されます。

ご確認後、［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、「作業内容選択」画面へ戻ることができます。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

総合振込の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を登録・変更することができます。

※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 

振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。

【ご注意】

振込・振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。振込・振替の先方負担手数料については、「先方負担手数

料の登録・変更（振込・振替）」をご参照ください。 

先方負担手数料の登録・変更（総合振込）

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［先方負担手数料［総合振込］の変更］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

「適用 低支払金額」の欄で、先方負担手数料を適用する際の「 低支払金額」を設定することができます。

※「適用 低支払金額」とは、先方負担手数料が適用される 小の支払金額を示したもので、「適用 低支払金額」に

10,000円と入力した場合、支払金額が10,000円未満であると先方負担手数料は適用されません。

画面内「所定の振込手数料はこちら」の「こちら」をクリックすると、ＪＡ・信連の法人ＪＡネットバンクの手数料ページを表示

します。

企業管理にて設定する「金額階層」の手数料金額は、ＪＡ・信連ごとに振込・振替手数料が異なるため、初期値は一律0

円となっております。

そのため、利用企業ごとに先方負担手数料（受取先に負担させる手数料）を設定いただくことになります。（設定された内

容は即時で反映されます） 

「先方負担手数料［総合振込］変更」画面が表示されます。

適用 低支払金額を入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「先方負担手数料［総合振込］変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

企業管理

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくための企業情報、口座メモ情報、委託者メモ情報、先方負担手数料情報を

変更・照会することができます。 

総合振込の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を照会することができます。

※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。 

振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。

【ご注意】

振込・振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。振込・振替の先方負担手数料については、「先方負担手数

料の照会（振込・振替）」をご参照ください。 

先方負担手数料の照会（総合振込）

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［企業管理］ボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

「作業内容選択」画面が表示されます。

［先方負担手数料［総合振込］の照会］ボタンをクリックしてください。 

「先方負担手数料［総合振込］照会」画面が表示されます。

ご確認後、［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、「作業内容選択」画面へ戻ることができます。 
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1.

残高照会

ご登録いただいた口座の預金残高、お引き出し可能残高を確認することができます。 

残高照会

［残高 明細照会］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［残高照会］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「口座選択」画面が表示されます。

残高を確認する口座を選択のうえ、［照会］ボタンをクリックしてください。
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3.

条件指定画面で複数の口座を選択した場合は、［前の口座へ］［次の口座へ］ボタンで明細を表示する口座を切り替える

ことができます。

［振込・振替へ］ボタンをクリックすると、指定した口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［前日・前月末残高照会へ］ボタンをクリックすると、前日および前月末の残高を照会することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

入出金明細照会

ご登録いただいた口座の入出金明細をリアルタイムで確認し、照会結果をダウンロードすることができます。 

入出金明細照会

［残高 明細照会］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［入出金明細照会］ボタンをクリックしてください。 
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2.

すべての明細を照会

当月 当月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（当月1日より当日まで可能）

前月 前月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（前月1日より前月末日まで可能）

前々月 前々月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（前々月1日より前々月末日まで可能）

近1週間 近1週間分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（ 長6日前より可能）

日付範囲指定 ユーザが選択した日付指定内の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（ 長90日前より可能）

本サービスの取扱開始日以前の入出金明細も照会可能となります。（照会可能期間は 大3か月です。）

また、合計・残高表示は、全ての明細が出力された 終画面に表示されます。

※1日あたりの入出金明細件数が999件を超えた場合は、1,000件以降の明細（直近取引順）は照会できません。

　（照会可能な1日あたりの入出金明細件数の上限は999件です。）

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より指定日付を設定することができます。 

「条件指定」画面が表示されます。

入出金明細を確認する口座、照会する範囲を選択のうえ、［照会］ボタンをクリックしてください。 
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3.

照会結果には、25件分の明細が一覧として表示されます。

26件以上の明細は、［前の明細へ］［次の明細へ］ボタンをクリックすると、25件ずつ照会することができます。

条件指定画面で複数の口座を選択した場合は、［前の口座へ］［次の口座へ］ボタンで明細を表示する口座を切り替える

ことができます。

［振込・振替へ］ボタンをクリックすると、指定した口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［ANSER-API形式］ボタンをクリックすると、ANSER-APIファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込

むことができます。

［CSV形式］ボタンをクリックすると、CSVファイル形式（カンマ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができ

ます。

［XML形式］ボタンをクリックすると、XML形式のファイルをダウンロードすることができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

振込入金明細照会

ご登録いただいた口座の振込入金明細をリアルタイムで確認し、照会結果をダウンロードすることができます。 

振込入金明細照会

［残高 明細照会］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［振込入金明細照会］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「条件指定」画面が表示されます。

振込入金明細を確認する口座、照会する範囲を選択のうえ、［照会］ボタンをクリックしてください。
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3.

［振込・振替へ］ボタンをクリックすると、指定した口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［ANSER-API形式］ボタンをクリックすると、ANSER-APIファイル形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込

むことができます。

［CSV形式］ボタンをクリックすると、CSVファイル形式（カンマ区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができ

ます。

［XML形式］ボタンをクリックすると、XML形式のファイルをダウンロードすることができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動を依頼することができます。

振込・振替依頼における先方負担手数料については、こちらをご参照ください。

※振込・振替依頼の承認者はあらかじめスマートフォンの「利用する」権限が必要です。

※管理者ユーザおよび一般ユーザへの承認機能の権限については、「ユーザ情報変更・削除」にて設定してください。

振込・振替依頼の流れは下図の通りです。 

概要
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振込・振替依頼

※取引状態が「承認待ち」となりましたら、承認者により「承認」作業を行ってください。

※承認期間を経過した場合は、承認作業ができなくなりますのでご注意ください。

※振込・振替依頼の承認者はあらかじめスマートフォンの「利用する」権限が必要です。

※管理者ユーザおよび一般ユーザへの承認機能の権限については、「ユーザ情報変更・削除」にて設定してください。 

お申込口座から振込・振替を行うことができます。

振込・振替は、振込先を直接入力または振込・振替の履歴や登録された振込先を選択する方法（都度指定方式）がありま

す。 

事前にブラウザ画面上で登録していただいた振込先口座の一覧から、振込先口座を選択し振込・振替を行うことができま

す。 

都度指定方式

ユーザ登録口座
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1.

2.

［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 

「支払口座選択」画面が表示されます。

支払口座を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［ユーザ登録口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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4.

振込先口座の絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした登

録済みの口座を表示することができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込・振替を行うことができます。振込先口座は一度に100件まで選択可

能です。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。 

「都度指定方式振込先口座選択」画面が表示されます。

振込先、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込指定日、支払金額、手数料を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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【振込・振替の受付時間】

当日扱い 08：00～20：00

予約扱い
08：00～20：00

（当日を含め7営業日先までをご指定いただけます。）

※上記の時間までに承認を終える必要があります。

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

振込メッセージまたは振込依頼人名はお客様任意の文字列を入力することができます。入力を省略することもできます。

※振込メッセージは、振込先の企業が「EDI情報」システムを導入されている場合にご利用することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。
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6. 「内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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7.

時限超過により翌営業日扱いとなる取引がある場合、翌営業日扱い警告メッセージが表示されます。

内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックし、［確定］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［支払口座の修正］ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、振込・振替「作業内容選択」画面の［承認済み取引の状況照会・取消］または［未承認取引の状況照

会］ボタンから確認することができます。

［同一口座から振込・振替］ボタンをクリックすると、同一口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認依頼確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

※取引状態が「承認待ち」となりましたら、承認者により「承認」作業を行ってください。

※承認期間を経過した場合は、承認作業ができなくなりますのでご注意ください。

※振込・振替依頼の承認者はあらかじめスマートフォンの「利用する」権限が必要です。

※管理者ユーザおよび一般ユーザへの承認機能の権限については、「ユーザ情報変更・削除」にて設定してください。 

お申込口座から振込・振替を行うことができます。

振込・振替は、振込先を直接入力または振込・振替の履歴や登録された振込先を選択する方法（都度指定方式）がありま

す。 

近10回の取引履歴から振込先を選択して振込・振替を行うことができます。 

都度指定方式

近の振込先一覧
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1.

2.

［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 

「支払口座選択」画面が表示されます。

支払口座を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［ 近10回の取引から選択］ボタンをクリックしてください。 
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4.

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込・振替を行うことができます。振込先口座は一度に100件まで選択可

能です。 

「過去振込先口座選択」画面が表示されます。

振込先を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込指定日、支払金額、手数料を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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【振込・振替の受付時間】

当日扱い 08：00～20：00

予約扱い
08：00～20：00

（当日を含め7営業日先までをご指定いただけます。）

※上記の時間までに承認を終える必要があります。

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

振込メッセージまたは振込依頼人名はお客様任意の文字列を入力することができます。入力を省略することもできます。

※振込メッセージは、振込先の企業が「EDI情報」システムを導入されている場合にご利用することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。
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6. 「内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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7.

時限超過により翌営業日扱いとなる取引がある場合、翌営業日扱い警告メッセージが表示されます。

内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックし、［確定］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［支払口座の修正］ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、振込・振替「作業内容選択」画面の［承認済み取引の状況照会・取消］または［未承認取引の状況照

会］ボタンから確認することができます。

［同一口座から振込・振替］ボタンをクリックすると、同一口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認依頼確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

※取引状態が「承認待ち」となりましたら、承認者により「承認」作業を行ってください。

※承認期間を経過した場合は、承認作業ができなくなりますのでご注意ください。

※振込・振替依頼の承認者はあらかじめスマートフォンの「利用する」権限が必要です。

※管理者ユーザおよび一般ユーザへの承認機能の権限については、「ユーザ情報変更・削除」にて設定してください。 

お申込口座から振込・振替を行うことができます。

振込・振替は、振込先を直接入力または振込・振替の履歴や登録された振込先を選択する方法（都度指定方式）がありま

す。

金融機関名、支店名を検索し、新規に振込先を指定して振込・振替を行うことができます。 

都度指定方式

新規口座
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1.

2.

［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 

「支払口座選択」画面が表示されます。

支払口座を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［新規に振込先口座を入力］ボタンをクリックしてください。
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4.

［金融機関名を検索］ボタンまたは［支店名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができま

す。

登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。

あらかじめ振込先グループを作成している場合は、グループ名を１つまたは複数選択し、作成した振込先をグループに

登録することができます。

グループの作成については「グループの登録」をご参照ください。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「新規口座入力」画面が表示されます。

金融機関名、支店名、科目 口座番号を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5.

【振込・振替の受付時間】

当日扱い 08：00～20：00

予約扱い
08：00～20：00

（当日を含め7営業日先までをご指定いただけます。）

※上記の時間までに承認を終える必要があります。

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

振込メッセージまたは振込依頼人名はお客様任意の文字列を入力することができます。入力を省略することもできます。

※振込メッセージは、振込先の企業が「EDI情報」システムを導入されている場合にご利用することができます。

振込先一覧から明細の［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

また、［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

「支払金額入力」画面が表示されます。

振込指定日、支払金額、手数料を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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6. 「内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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7.

時限超過により翌営業日扱いとなる取引がある場合、翌営業日扱い警告メッセージが表示されます。

内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックし、［確定］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［支払口座の修正］ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、振込・振替「作業内容選択」画面の［承認済み取引の状況照会・取消］または［未承認取引の状況照

会］ボタンから確認することができます。

［同一口座から振込・振替］ボタンをクリックすると、同一口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認依頼確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

※取引状態が「承認待ち」となりましたら、承認者により「承認」作業を行ってください。

※承認期間を経過した場合は、承認作業ができなくなりますのでご注意ください。

※振込・振替依頼の承認者はあらかじめスマートフォンの「利用する」権限が必要です。

※管理者ユーザおよび一般ユーザへの承認機能の権限については、「ユーザ情報変更・削除」にて設定してください。

お申込口座から振込・振替を行うことができます。

振込・振替は、振込先を直接入力または振込・振替の履歴や登録された振込先を選択する方法（都度指定方式）がありま

す。 

総合振込、給与・賞与振込で登録している振込先を指定して振込・振替を行うことができます。 

都度指定方式

他業務の登録振込先一覧 
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1.

2.

［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 

「支払口座選択」画面が表示されます。

支払口座を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［総合振込先口座一覧から選択］または［給与・賞与振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 

167 / 408 ページ



4.

※以下は総合振込の操作例です。

振込先口座の絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした登

録済みの口座を表示することができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込・振替を行うことができます。振込先口座は一度に100件まで選択可

能です。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。 

「振込先口座選択（総合振込）」画面が表示されます。

振込先、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込指定日、支払金額、手数料を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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【振込・振替の受付時間】

当日扱い 08：00～20：00

予約扱い
08：00～20：00

（当日を含め7営業日先までをご指定いただけます。）

※上記の時間までに承認を終える必要があります。

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

振込メッセージまたは振込依頼人名はお客様任意の文字列を入力することができます。入力を省略することもできます。

※振込メッセージは、振込先の企業が「EDI情報」システムを導入されている場合にご利用することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

振込先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。
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6. 「内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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7.

時限超過により翌営業日扱いとなる取引がある場合、翌営業日扱い警告メッセージが表示されます。

内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックし、［確定］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。

データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［支払口座の修正］ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご依頼の内容は、振込・振替「作業内容選択」画面の［承認済み取引の状況照会・取消］または［未承認取引の状況照

会］ボタンから確認することができます。

［同一口座から振込・振替］ボタンをクリックすると、同一口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認依頼確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

振込・振替において、依頼データを作成するユーザ（「依頼者」といいます）とは別に、依頼データの承認権限者（「承認者」と

いいます）を設定することができます。 

ご依頼いただいた振込・振替取引一覧から、過去7日間の承認済み取引の詳細内容確認、予約取消（指定日前日まで）を行

うことができます。 

振込データの状況照会・取消

承認済み取引の状況照会・取消
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1. ［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［承認済み取引の状況照会・取消］ボタンをクリックしてください。
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2.

ご依頼内容を取消する場合は、取消する取引、認証情報の取消を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より受付日・振込指定日を設定することができます。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示するこ

とができます。 

「承認済み取引一覧」画面が表示されます。

照会する取引、認証情報の照会を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3.

前画面で、取消を選択した場合は、「承認済み取引取消内容確認」画面が表示されますので、確認用パスワードを入力

し、［実行］ボタンをクリックしてください。 

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認済み取引照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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振込・振替依頼

振込・振替において、依頼データを作成するユーザ（「依頼者」といいます）とは別に、依頼データの承認権限者（「承認者」と

いいます）を設定することができます。 

ご依頼いただいた振込・振替取引一覧から、未承認取引の詳細内容確認を行うことができます。

承認期限日から70日間照会することができます。 

振込データの状況照会・取消

未承認取引の状況照会
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1. ［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［未承認取引の状況照会］ボタンをクリックしてください。
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2.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より承認期限日を設定することができます。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示するこ

とができます。 

「未承認取引一覧」画面が表示されます。

照会する取引を選択し、［照会］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「未承認取引照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 

180 / 408 ページ



振込・振替依頼

振込・振替において、依頼データを作成するユーザ（「依頼者」といいます）とは別に、依頼データの承認権限者（「承認者」と

いいます）を設定することができます。 

終承認者の承認が完了するまでの間、依頼者または一次承認者により承認待ち取引データを引戻し（取り下げ）をするこ

とができます。 

振込データの状況照会・取消

承認待ちデータの引戻し
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1.

2.

［振込・振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［承認待ちデータの引戻し］ボタンをクリックしてください。 

「引戻し可能取引一覧」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［引戻し］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込の依頼データを一括して作成することができます。

総合振込における先方負担手数料については、こちらをご参照ください。

振込の基本的な流れは下図の通りです。 

概要

事前準備
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通常処理
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総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 
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1.

総合振込の振込データ作成では、先方負担手数料が登録されている場合は、入力された支払金額から振込手数料相当額

が自動的に差し引かれます。

先方負担手数料は、マスターユーザまたは管理者ユーザが先方負担手数料情報を登録後にご利用ください。

総合振込で使用する先方負担手数料の登録方法については「先方負担手数料の登録・変更（総合振込）」をご参照ください。 

振込データの新規作成

総合振込先口座一覧

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日、委託者名を入力し、支払口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［グループ一覧から選択］ボタンについては、「グループ一覧」をご参照ください。

［新規に振込先口座を入力］ボタンについては、「新規の振込先指定」をご参照ください

［総合振込金額ファイルの取込］ボタンまたは［給与・賞与振込金額ファイルの取込］ボタンについては、「金額ファイルの

取込」をご参照ください。

他の業務で登録済みの口座を振込先に指定する場合は、［振込・振替先口座一覧から選択］ボタンまたは［給与・賞与振

込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 

「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［総合振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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5.

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした振込先を表示する

ことができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。 

「登録振込先口座選択」画面が表示されます。

対象となる振込先、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6.

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「支払金額入力」画面が表示されます。

全ての振込先の支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 
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8.

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

振込データの新規作成

グループ一覧

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日、委託者名を入力し、支払口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「振込先グループ選択」画面が表示されます。

振込先グループ、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6.

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「支払金額入力」画面が表示されます。

全ての振込先の支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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8.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

お取引の都度、金融機関名、支店名を検索して、登録されていない振込先への振込データを作成することができます。

振込データの新規作成

新規の振込先指定

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日、委託者名を入力し、支払口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［新規に振込先口座を入力］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「新規振込先口座入力」画面が表示されます。

振込先の金融機関名、支店名、科目 口座番号、受取人名、支払金額を入力し、任意で総合振込の場合はEDI情報／

顧客コード、手数料を、給与・賞与振込の場合は社員番号、所属コードを設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6.

［金融機関名を検索］ボタンまたは［支店名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができま

す。

登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名」が登録されます。

今後も振込先として利用する場合は、「振込先に登録する」にチェックしてください。（所属グループを指定する場合は、該

当のグループもチェックしてください。）

その際、登録された振込先には今回入力した支払金額が登録支払金額として登録されます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。 

「支払金額入力」画面が表示されます。

振込先の支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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8.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

※給与・賞与振込の場合、［給与（賞与）振込へ切替］ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて、給与・賞与の

各振込に切替えることができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

コード情報（総合振込では顧客コード、給与・賞与振込では社員番号）と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られ

たテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、明細の作成ができます。 

振込データの新規作成

金額ファイルの取込

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日、委託者名を入力し、支払口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［総合（給与・賞与）振込金額ファイルの取込］ボタンをクリックしてください。 
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5.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての振込金額情報を入れ替えることができます。

「追加のみ」を選択すると、未入力の振込金額情報を追加することができます。 

「金額ファイル選択」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6. 「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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7.

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「支払金額入力」画面が表示されます。

支払金額を入力のうえ、総合振込の場合は手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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8. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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9.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

※給与・賞与振込の場合、［給与（賞与）振込へ切替］ボタンをクリックすると、「振込元情報修正」画面にて、給与・賞与の

各振込に切替えることができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 

222 / 408 ページ



1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

振込・振替、給与・賞与振込で登録している振込先を指定して総合振込を行うことができます。 

振込データの新規作成

他業務の登録振込先一覧 

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日、委託者名を入力し、支払口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「振込先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［振込・振替先口座一覧から選択］または［給与・賞与振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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5.

※以下は給与・賞与振込の操作例です。

振込先口座の絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした登

録済みの口座を表示することができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。 

「登録振込先口座選択［給与・賞与振込］」画面が表示されます。

振込先、登録支払金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6.

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「支払金額入力」画面が表示されます。

全ての振込先の支払金額を入力、手数料を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

228 / 408 ページ



7. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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8.

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

承認済みのデータを、振込データとして再利用することができます。 

承認済みデータの再利用

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［過去の振込データからの作成］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「過去取引選択」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［再利用］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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5.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 
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1.

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、振込データとして登録することができます。 

ファイル受付では先方負担手数料が差引かれません。 

振込ファイルの受付

振込ファイルの新規作成

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込ファイルによる新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「\HDR-K\」等）を設定することで、印字内容を請求データでの指定に応じたコメントにすることができます。事前に窓口で

のお申し出が必要となりますので、詳しくはお取引のJAにお問い合わせください。 

「新規ファイル受付」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル受付］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択のうえ、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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5.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

振込ファイルの受付完了後、エラーまたは承認者による差戻しとなった振込ファイルを、再度確定依頼することができます。

また、振込データを削除することもできます。 

振込ファイルの受付

振込ファイルの再送・削除

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンをク

リックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［作成中振込ファイルの再送・削除］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［削除］ボタンをクリックすると、「作成中ファイル削除」画面が表示され、ファイルを削除することができます。

総合振込の場合、［振込・振替へ切替］ボタンをクリックすると、「切替対象選択」画面が表示され、振込・振替に切替える

ことができます。

給与・賞与振込の場合、［総合振込へ切替］ボタンをクリックすると、「切替確認」画面が表示され、総合振込に切替えるこ

とができます。

「作成中ファイル選択」画面が表示されます。

対象のファイルを選択し、［再送］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「再送ファイル受付」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル再送］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択のうえ、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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6.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

最終承認者の承認が完了するまでの間、依頼者または一次承認者により承認待ち取引データを引戻し（取り下げ）をするこ

とができます。 

振込データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、振込依頼データの引戻しを行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞

与振込］ボタンをクリックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［承認待ちデータの引戻し］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「引戻し可能取引一覧」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［引戻し］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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5.

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

引戻しされたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

振込データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、承認取消を行う取引種別に応じ、［総合振込］または［給与・賞与振込］ボタンを

クリックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

「作業内容選択」画面が表示されます。

［承認済みデータの承認取消］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［承認取消］ボタンをクリックしてください。 
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4.

コメントの入力は省略することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認取消内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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5.

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

承認取消されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認取消結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

振込・振替への切替

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［作成中振込データの修正・削除］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「作成中取引選択」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［振込・振替へ切替］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「切替対象選択」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「切替確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［振込・振替へ切替］ボタンをクリックしてください。 
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6. 「内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。

※振込先口座の金融機関が即時振込の取扱時間拡大に対応していない場合や、システムメンテナンスまたは受取人

希望等により取引できない状態となっている場合は、即時振込とならない場合があります。
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7.

【振込・振替の受付時間】

当日扱い 08：00～20：00

予約扱い
08：00～20：00

（当日を含め7営業日先までをご指定いただけます。）

時限超過により翌営業日扱いとなる取引がある場合、翌営業日扱い警告メッセージが表示されます。

内容をご確認のうえ、お取引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックし、［次へ］ボタンをクリックしてください。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。

データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

［取引情報の修正］ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

［支払口座の修正］ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、振込・振替「作業内容選択」画面の［承認済み取引の状況照会・取消］または［未承認取引の状況照

会］ボタンから確認することができます。

［同一口座から振込・振替］ボタンをクリックすると、同一口座から振込・振替のお取引を続けて行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認依頼確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

総合振込・給与振込・賞与振込（データ伝送）

総合振込、給与・賞与振込データを一括して作成することができます。 

総合振込

承認時限
振込指定日の1営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の1～14営業日前

給与・賞与振込

承認時限
振込指定日の3営業日前

15:00まで

操作可能期間 振込指定日の3～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

振込データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、振込データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが振込データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、振込データの作成完了後、ログア

ウトせずに振込データの承認を行うことができます。 

総合振込への切替

［総合振込 給与賞与振込］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［給与・賞与振込］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［作成中振込データの修正・削除］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「作成中取引選択」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［総合振込へ切替］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「切替確認」画面が表示されます。

切替内容をご確認のうえ、［総合振込へ切替］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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6.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、総合振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは［振込データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

口座振替の依頼データを一括して作成することができます。

口座振替には、以下のデータ作成方式がご利用いただけます。

Web作成方式 法人JAネットバンク画面上でデータを一件ずつ入力し請求データを作成する方式

外部作成ファイル方式 財務会計ソフト等で外部作成した請求ファイルを法人JAネットバンク上で取り込む方式

請求の基本的な流れは下図の通りです。 

概要

事前準備
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通常処理
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

請求データの新規作成

請求先口座一覧

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。なお、併せて口座確認も行うことができま

す。 取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「入金口座一覧」には、「口座振替伝送口座申込書（データ伝送）」でご指定いただいた伝送口座が表示されますので、い

ずれかを選択してください。ただし、「口座振替申込書（データ伝送）」で「振替資金の入金を 優先する口座」をご指定い

ただいた場合は「入金口座一覧」で選択した口座でなく、ご指定の 優先口座に振替資金を入金いたします。 

「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日、委託者名を入力し、入金口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［請求先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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4.

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした請求先を表示する

ことができます。

複数の請求先口座を選択した場合は、一括で口座振替を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、請求先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。 

「登録請求先口座選択」画面が表示されます。

対象となる請求先、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5.

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。 

「引落金額入力」画面が表示されます。

全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

278 / 408 ページ



6. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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7.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。
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1.

請求データの新規作成

グループ一覧

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。なお、併せて口座確認も行うことができま

す。 取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「入金口座一覧」には、「口座振替伝送口座申込書（データ伝送）」でご指定いただいた伝送口座が表示されますので、い

ずれかを選択してください。ただし、「口座振替申込書（データ伝送）」で「振替資金の入金を 優先する口座」をご指定い

ただいた場合は「入金口座一覧」で選択した口座でなく、ご指定の 優先口座に振替資金を入金いたします。 

「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日、委託者名を入力し、入金口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［グループ一覧から選択］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「請求先グループ選択」画面が表示されます。

請求先グループ、登録引落金額の使用有無を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5.

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。 

「引落金額入力」画面が表示されます。

全ての請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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7.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

お取引の都度、金融機関名、支店名を検索して、登録されていない請求先への請求データを作成することができます。 

請求データの新規作成

新規の請求先指定

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。なお、併せて口座確認も行うことができま

す。 取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「入金口座一覧」には、「口座振替伝送口座申込書（データ伝送）」でご指定いただいた伝送口座が表示されますので、い

ずれかを選択してください。ただし、「口座振替申込書（データ伝送）」で「振替資金の入金を 優先する口座」をご指定い

ただいた場合は「入金口座一覧」で選択した口座でなく、ご指定の 優先口座に振替資金を入金いたします。 

「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日、委託者名を入力し、入金口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［新規に請求先口座を入力］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［金融機関名を検索］ボタンまたは［支店名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができま

す。

登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「預金者名」が登録されます。

今後も請求先として利用する場合は、「請求先に登録する」にチェックしてください。（所属グループを指定する場合は、該

当のグループもチェックしてください。）

その際、登録された請求先には今回入力した引落金額が登録引落金額として登録されます。 

「新規請求先口座入力」画面が表示されます。

請求先として登録する金融機関名、支店名、科目 口座番号、預金者名を入力し、任意で顧客番号、引落金額を入力

し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5.

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。 

「引落金額入力」画面が表示されます。

請求先の引落金額を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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7.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

顧客番号と金額を記述したCSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）の金額ファイルをアップロードすることで、

明細の作成ができます。 

請求データの新規作成

金額ファイルの取込

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［請求データの新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より引落指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。なお、併せて口座確認も行うことができま

す。 取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

「入金口座一覧」には、「口座振替伝送口座申込書（データ伝送）」でご指定いただいた伝送口座が表示されますので、い

ずれかを選択してください。ただし、「口座振替申込書（データ伝送）」で「振替資金の入金を 優先する口座」をご指定い

ただいた場合は「入金口座一覧」で選択した口座でなく、ご指定の 優先口座に振替資金を入金いたします。 

「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日、委託者名を入力し、入金口座を選択のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「請求先口座指定方法選択」画面が表示されます。

［金額ファイルの取込］ボタンをクリックしてください。 
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4.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

「全明細を削除し追加」を選択すると、全ての引落金額情報を入れ替えることができます。

「追加のみ」を選択すると、未入力の引落金額情報を追加することができます。 

「金額ファイル選択」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式、登録方法を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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5. 「金額ファイル内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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6.

請求先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［請求先の追加］ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

［引落金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの引落金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。 

「引落金額入力」画面が表示されます。

引落金額を入力のうえ、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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7. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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8.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

承認済みのデータを、請求データとして再利用することができます。 

承認済みデータの再利用

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［過去の請求データからの作成］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「過去取引選択」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［再利用］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「内容確認［画面入力］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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4.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［取引・入金先情報の修正］ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「引落金額入力」画面が表示されます。請求先一覧の［修正］ボタンをクリックする

と明細を修正することができます。

また、［削除］ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［画面入力］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、請求データとして登録することができます。 

請求ファイルの受付

請求ファイルの新規作成

「作業内容選択」画面が表示されます。

［請求ファイルによる新規作成］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「新規ファイル受付」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル受付］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 
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4.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

請求ファイルの受付完了後、エラーまたは承認者による差戻しとなった請求ファイルを、再度確定依頼することができます。

また、請求データを削除することもできます。 

請求ファイルの受付

請求ファイルの再送・削除

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［作成中請求ファイルの再送・削除］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［削除］ボタンをクリックすると、「作成中ファイル削除」画面が表示され、ファイルを削除することができます。 

「作成中ファイル選択」画面が表示されます。

対象のファイルを選択し、［再送］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。

取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。

取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。 

「再送ファイル受付」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式を選択し、［ファイル再送］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「内容確認［ファイル受付］」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。
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5.

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータ

の引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて請求

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「確定結果［ファイル受付］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。
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1.

終承認者の承認が完了するまでの間、依頼者または一次承認者により承認待ち取引データを引戻し（取り下げ）をするこ

とができます。 

請求データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［承認待ちデータの引戻し］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「引戻し可能取引一覧」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［引戻し］ボタンをクリックしてください。
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3.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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4.

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

引戻しされたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「引戻し結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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口座振替（データ伝送）

振替請求データを一括して作成することができます。 

口座振替

承認時限
引落指定日の2営業日前

15:00まで

操作可能期間 引落指定日の2～14営業日前

画面入力 外部ファイル送信

請求データ
○

（5,000件）

○

（50,000件）

※（）内は1取引あたり作成できる件数 

作成権限を持たないユーザは、請求データの作成を行うことはできません。

依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を設定すること

ができます。

承認権限を持つユーザが請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログア

ウトせずに請求データの承認を行うことができます。 
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1.

請求データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［承認済みデータの承認取消］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「承認取消可能取引一覧」画面が表示されます。

対象の取引を選択し、［承認取消］ボタンをクリックしてください。 
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3.

コメントの入力は省略することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認取消内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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4.

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［請求データの取引状況照会］ボタンまたは［請求データの日別・月

別状況照会］ボタンから確認することができます。

承認取消されたデータは、 終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「承認取消結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 

331 / 408 ページ



1.

口座振替（データ伝送）

振替結果を照会することができます。

お申込が「当日再振替なし」の場合振替日に、「当日再振替あり」の場合は振替日の翌営業日に照会することができます（照

会可能期間120日間）。 

振替結果の照会

［口座振替］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振替結果照会］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［ファイル取得へ］ボタンをクリックした場合は、「振替結果ファイル取得」画面が表示されます。

ご確認後、取得明細、ファイル形式を選択し、［ファイル取得］ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示さ

れ、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

ファイル取得後、ダイアログを閉じ、［振替結果一覧へ］ボタンをクリックすると、「振替結果一覧」画面へ戻ることができま

す。 

「振替結果一覧」画面が表示されます。

対象の口座振替結果を選択し、［照会］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「振替結果詳細」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

登録された振込・請求先を、支払日や部署ごとに分類した振込・請求先グループとして、振込・請求データ作成する際の検索

条件としてご利用いただくことができます。

振込・請求先グループは、振込・振替（都度登録）、データ伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）で個別に 大20グ

ループまでご登録いただけます。 

グループの登録

［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先のグループ管理／ファイル登録］ボタンをクリックしてください。 
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2.

振込（請求）先の管理については、それぞれ下記ページをご参照ください。

• 振込・請求先ファイル登録

• 振込・請求先ファイル取得

「振込先管理作業内容選択」画面が表示されます。

［グループの登録／変更／削除］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

5.

［グループ名変更］ボタン、［グループ削除］ボタンおよび［振込先の所属変更］ボタンについては、「グループの変更・削

除」をご参照ください。 

「グループ一覧」画面が表示されます。

［新規登録］ボタンをクリックしてください。 

「振込先グループ情報入力」画面が表示されます。

振込先グループ名を入力し、［登録］ボタンをクリックしてください。 

「振込先グループ登録完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先のグループ管理／ファイル登録］ボタンをクリックしてください。 
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2.

振込（請求）先の管理については、それぞれ下記ページをご参照ください。 

• 振込・請求先ファイル登録

• 振込・請求先ファイル取得

「振込先管理作業内容選択」画面が表示されます。

［グループの登録／変更／削除］ボタンをクリックしてください。 
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3.

［新規登録］ボタンについては、「グループの登録」をご参照ください。

登録されている所属グループからグループ名を選択し、［グループ削除］ボタンをクリックすると、振込・請求先グループを

削除することができます。ただし、登録されている振込・請求先は削除されません。

登録されている所属グループからグループ名を選択し、［振込先の所属変更］ボタンをクリックすると、振込・請求先グ

ループの所属を変更することができます。 

「グループ一覧」画面が表示されます。

登録されている所属グループからグループ名を選択し、［グループ名変更］ボタンをクリックしてください。 
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4.

5.

「振込先グループ変更情報入力」画面が表示されます。

グループ名を入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「振込先グループ登録完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

定期的にお取引している入金先口座を、ブラウザ画面上で 大5,000件までご登録いただけます。

登録した入金先口座は、［総合振込口座一覧から選択］ボタンからの振込・振替を行う場合にご利用いただけます。 

振込・請求先の登録

342 / 408 ページ



1. ［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先の管理］ボタンをクリックしてください。 
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2.

振込・振替先の追加の際、総合振込先一覧を参照して振込・振替先として新規登録する場合は、［総合振込先から参照

登録］ボタンをクリックしてください。

総合振込先の追加の際、振込・振替先一覧を参照して総合振込先として新規登録する場合は、[振込・振替先から参照

登録]ボタンをクリックしてください。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込（請求）先の詳細が表示されます。

振込（請求）先の変更または削除については、「振込・請求先の変更」をご参照ください。 

「振込先新規登録・変更・削除」画面が表示されます。

［新規登録］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

［金融機関名を検索］ボタンまたは［支店名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができま

す。

登録名はお客様任意の文字列を入力することができます。登録名が未入力の場合は、「受取人名（「預金者名」）」が登

録されます。

あらかじめ決まった金額で振込する場合は、登録支払金額と手数料情報を登録しておくと便利です。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

［振込先の追加登録へ］ボタンをクリックすると、続けて登録することができます。 

「振込先情報入力」画面が表示されます。

金融機関名、支店名、科目 口座番号、手数料を入力のうえ、［登録］ボタンをクリックしてください。 

「振込先登録完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。
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データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

登録した振込・請求先情報を変更・削除することができます。 

振込・請求先の変更
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1. ［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先の管理］ボタンをクリックしてください。 
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2.

振込先口座の絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした登

録済みの振込先を表示することができます。

登録されている振込（請求）先を選択し、［削除］ボタンをクリックすると、振込・請求先を削除することができます。

［複数選択削除へ］ボタンをクリックすると、選択した振込・請求先の登録を一括して削除することができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込（請求）先の詳細が表示されます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。

「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。

振込（請求）先の新規登録については、「振込・請求先の登録」をご参照ください。 

「振込先新規登録・変更・削除」画面が表示されます。

変更する振込先を選択し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

348 / 408 ページ



3.

4.

［金融機関名を検索］ボタンまたは［支店名を検索］ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができま

す。

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

「振込先情報変更」画面が表示されます。

修正する内容を入力のうえ、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「振込先登録完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。
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※以下は総合振込の画面例です。

振込・請求先データ作成時に、画面に表示されている［詳細］ボタンをクリックすると、振込・請求先情報を照会することができ

ます。 

振込・請求先情報の照会
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振込・請求データ作成時に、画面に表示されている［一時保存］ボタンをクリックすると、作成途中のデータを保存し、後で

データ作成を再開することができます。

保存されたデータの有効期限は、 終操作日より70日です。 

【手数料について】

・当方負担 ： 通常の手数料が適用されます。

・先方負担（登録済み金額） ： 企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となり

ます。

なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。

・先方負担（指定金額） ： ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額と

なります。

振込・請求データの一時保存
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各業務の「作業内容選択」画面から［作成中振込（請求）データの修正・削除］ボタンをクリックすると、作成中やエラーとなっ

た、振込・請求データを修正・削除することができます。 

取引状態について

・保存中 ： 確定依頼前に一時保存し、編集できるデータ

・引戻済み ： 引き戻され、再度編集できるデータ

・差戻済み ： 差し戻され、再度編集できるデータ

・エラー ： 承認等を行った後に、チェック結果がエラーとなり、編集できるデータ

・承認取消済み ： 承認取消され、再度編集できるデータ 

総合振込にて振込・振替へ切替えを行う場合は、「振込・振替への切替」をご参照ください。

給与・賞与振込にて総合振込へ切替えを行う場合は「総合振込への切替」をご参照ください。 

振込・請求データの編集
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各種画面に表示される［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

振込・請求データの印刷
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データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

他のソフト等で作成した振込・請求先の情報（CSV形式もしくは全銀協形式）から、ファイルを登録することができます。

振込・請求先ファイル登録
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1. ［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先のグループ管理／ファイル登録］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［振込（請求）先ファイル取得］ボタンについては、下記ページをご参照ください。

• 振込・請求先ファイル取得

振込（請求）先グループの管理については、下記ページをご参照ください。

• グループの登録

• グループの変更・削除

「振込先管理作業内容選択」画面が表示されます。

［振込先ファイル登録］ボタンをクリックしてください。 
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3.

ファイル名には、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。 

「ファイル登録」画面が表示されます。

ファイル名を指定のうえ、ファイル形式、登録方法、手数料、登録支払金額、所属グループを選択し、［ファイル登録］

ボタンをクリックしてください。 
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4.

5.

登録ファイルにエラーが存在する場合は、ファイル登録エラー画面が表示されます。

エラーを含む振込先を取り除き、正常分のみ取り込む場合は、［正常分のみ登録］ボタンをクリックしてください。 

「ファイル登録確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［登録］ボタンをクリックしてください。 

「ファイル登録完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 

359 / 408 ページ



1.

データ作成時の便利機能

振込・請求データ作成時に、以下の便利な機能をご利用いただけます。 

※以下は振込・振替の操作例です。

登録されている振込・請求先の情報を、CSV形式（項目がカンマで区切られたテキストデータ）のファイルに保存することがで

きます。 

振込・請求先ファイル取得

［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［振込先のグループ管理／ファイル登録］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［振込・請求先ファイル登録］ボタンについては、下記ページをご参照ください。

• 振込・請求先ファイル登録

振込（請求）先グループの管理については、下記ページをご参照ください。

• グループの登録

• グループの変更

「振込先管理作業内容選択」画面が表示されます。

［振込先ファイル取得］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

「ファイル取得」画面が表示されます。

ご確認後、［ファイル取得］ボタンをクリックしてください。 

ファイル保存ダイアログが表示されます。

ファイル取得完了後、ダイアログを閉じ、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ファイル伝送

ファイル伝送　ファイル送信

［ファイル伝送］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込・口座振込（全銀）］～［JAバンク独自サービス（送信）］のいずれか

のボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

［伝送の状況照会］ボタンをクリックすると、送信状況を照会することができます。「ファイル伝送　伝送履歴」をご参照くだ

さい。 

［ファイルを選択］ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログからファイル名を設定することができます。ファイル名に

は、「.exe」ファイル等の実行可能ファイル形式のファイルを指定しないでください。 

「送信サービス選択」画面が表示されます。

ご利用になるサービスを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

「ファイル選択」画面が表示されます。

送信ファイル名を指定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4.

5.

コメントの入力は省略することができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込

データの承認を行うことができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「ファイル内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、承認者を選択し、［確定］ボタンをクリックしてください。 

「ファイル確定結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ファイル伝送

ファイル伝送　ファイル受信

［ファイル伝送］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［口座振替結果（全銀）］または［JAバンク独自サービス（受信）］のいずれかの

ボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

［伝送の状況照会］ボタンをクリックすると、受信状況を照会することができます。 

「受信サービス選択」画面が表示されます。

ご利用になるサービスを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

「受信実行」画面が表示されます。

サイクルコードを入力し、［受信実行］ボタンをクリックしてください。 
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4.

5.

ファイル形式を選択し、［ファイル取得］ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、

選択したファイル形式で保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「受信状況表示」画面が表示されます。

［結果確認］ボタンをクリックしてください。 

「受信完了」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ファイル伝送

ファイル伝送　サービスの編集

［ファイル伝送］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［ファイル形式の設定］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「ファイル形式の設定（サービスを選択）」画面が表示されます。

編集するサービスを選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3. 「ファイル形式の設定（ファイル形式を変更）」画面が表示されます。

改行コード、EOF文字を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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4.

5.

「ファイル形式の設定（変更内容を確認）」画面が表示されます。

内容をご確認後、［変更］ボタンをクリックしてください。 

「ファイル形式の設定（変更完了）」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

ファイル伝送

ファイル伝送　伝送履歴

［ファイル伝送］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、照会する取引種別に応じ、［総合振込・口座振込（全銀）］～「JAバンク独自

サービス（受信）］ボタンをクリックしてください。 
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2. 「送信（受信）サービス選択」画面が表示されます。

ご利用になるサービスを選択し、［伝送の状況照会］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より操作日を設定することができます。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示するこ

とができます。 

「送信（受信）内容照会」画面において、取引内容の［詳細］ボタンをクリックすると、送信（受信）ファイルの内容を確認す

ることができます。

「業務選択」画面において、［ファイルの受信］ボタンをクリックした場合は、［ファイル取得］ボタンが表示されます。

ファイル形式を選択し、［ファイル取得］ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、

選択したファイル形式で保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「送信（受信）一覧［標準ファイル］」画面が表示されます。

照会する取引を選択し、［照会］ボタンをクリックしてください。 

「送信（受信）内容照会」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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承認

確定依頼された振込・振替データ、総合振込、給与・賞与振込データ、請求データ、ファイル伝送データを承認することができ

ます。 

承認権限を持たないユーザは、依頼データの承認を行うことはできません。 

指定された承認者により、承認待ち状態の取引を承認することができます。

また、差戻しやデータの削除を行うこともできます。 

依頼者と承認者が異なる場合は、指定された承認者が承認を行う必要があります。

振込・振替は、スマートフォンを利用した承認（二経路認証）が必須となります。お手元に、ワンタイムパスワードアプリを起

動した状態で、スマートフォンをご用意ください。

※シングル承認は、スマートフォンを利用した承認が必須となります。

※ダブル承認は、「一次承認者がパソコン画面による承認、 終承認者がスマートフォンを利用した承認」もしくは「一次承認

者がスマートフォンを利用した承認、 終承認者がパソコン画面による承認」は可能ですが、「一次承認および 終承認と

もにスマートフォンを利用した承認」を推奨いたします。

※スマートフォンを利用した承認の場合は、パソコン画面で「承認」メニューをクリックし、取引一覧画面で承認待ち取引一覧

（振込・振替）取引が表示された場合でも承認はできませんのでご注意ください。

※スマートフォン操作には、ワンタイムパスワードのご利用が必須となります。詳しくは、「ワンタイムパスワード」をご参照くだ

さい。

※「シングル承認」、「ダブル承認」の詳細につきましては、「企業情報の変更」をご参照ください。

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

依頼データの承認（振込・振替）
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1.

2.

3.

ワンタイムパスワードは自動的に入力されるため、手入力は不要です。 

ワンタイムパスワードアプリの［ログイン］ボタンをタップしてください。 

都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをタップしてください。 

スマートフォン専用の「ログイン」画面が表示されます。

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをタップしてください。 
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4.

5.

ダブル承認の一次承認時の場合、「承認待ち取引一覧(振込・振替（一次承認待ち））」から選択してください。

ダブル承認の 終承認時の場合、「承認待ち取引一覧(振込・振替（ 終承認待ち））」から選択してください。

［差戻し］ボタンをタップすると、依頼者によりデータを編集することができます。

［削除］ボタンをタップすると、取引を削除することができます。削除されたデータの照会は可能です。

［限度額表示］ボタンをタップすると、取引限度額を表示することができます。

振込・振替における振込先口座確認機能は承認時（ダブル承認の場合は 終承認時）に適用されます。

振込先口座確認について、金融機関により一部ご利用できない場合があります。

振込先口座が存在しない場合は、次画面で振込先口座誤り画面が表示されます。ご指定の振込先をご確認

のうえ、再度お取引ください。

スマートフォン専用の「トップページ」画面が表示されます。

［承認］ボタンをタップしてください。 

「取引一覧」画面が表示されます。

承認待ち取引一覧（振込・振替）から対象の取引を選択し、［承認］ボタンをタップしてください。 
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6. 「内容確認［振込・振替］」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［承認実行］ボタンをタップしてください。 
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7.

依頼者が入力した受取人名が、口座確認機能により変更される場合がありますので、特に慎重に承認してく

ださい。

振込先の「科目」・「口座番号」・「受取人名」が相違していると、振込・振替できない場合があります。その場

合、組戻し手続きが必要になることがあります（振込手数料の他に組戻し手数料が発生する場合がありま

す）ので、入力内容については十分にご確認願います。

「先方負担手数料」と「振込・振替手数料」に差額がある場合、画面内表中の先方負担手数料の金額欄に「*」

が表示されます。

また、「※先方負担手数料欄に"*"が表示されている場合は、手数料との間に差額が生じています。」のメッ

セージが表示されます。 

ダブル承認の場合、一次承認者と 終承認者の承認が必要となります。 

「承認結果［振込・振替］」画面が表示されます。

承認結果をご確認ください。
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承認

確定依頼された振込・振替データ、総合振込、給与・賞与振込データ、請求データ、ファイル伝送データを承認することができ

ます。

承認権限を持たないユーザは、依頼データの承認を行うことはできません。 

指定された承認者により、承認待ち状態の取引を承認することができます。

また、差戻しやデータの削除を行うこともできます。 

依頼者と承認者が異なる場合は、指定された承認者が承認を行う必要があります。 

依頼データの承認（総合振込 給与・賞与振込 口座振替（データ伝送））
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1.

複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

［差戻し］ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。

［削除］ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを削除することができます。削除されたデータは照会のみすること

ができます。

［限度額表示］ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。 

［承認］メニューをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、 承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞与振込 口座振替）から承認する取引

を選択し、［承認］ボタンをクリックしてください。 
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2.

※以下は総合振込の操作例です。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

複数の取引を選択した場合は、［中断して次の取引へ］ボタンをクリックすると、表示されている取引の承認を中断し、次

の取引の承認を行うことができます。 

「内容確認［総合振込］」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、［承認実行］ボタンをクリックしてください。 
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3.

複数の取引を選択し、全件分承認が行われていない場合は、［次の取引へ］ボタンが表示されます。

ご確認後、［次の取引へ］ボタンをクリックすると、次の承認を行うことができます。 

「承認結果［総合振込］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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承認

確定依頼された振込・振替データ、総合振込、給与・賞与振込データ、請求データ、ファイル伝送データを承認することができ

ます。

承認権限を持たないユーザは、依頼データの承認を行うことはできません。 

指定された承認者により、承認待ち状態の取引を承認することができます。

また、データの削除を行うこともできます。 

依頼者と承認者が異なる場合は、指定された承認者が承認を行う必要があります。 

依頼データの承認（ファイル伝送）
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1.

複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

［削除］ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを削除することができます。削除されたデータは照会のみすること

ができます。

［限度額表示］ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。 

［承認］メニューをクリックしてください。

「取引一覧」画面が表示されますので、承認待ち取引一覧（ファイル伝送）から承認する取引を選択し、［承認］ボタンを

クリックしてください。 
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2.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

承認実行後、しばらくすると「処理中」画面が表示される場合があります。

送信が完了すると、自動で手順[3.]の画面に切り替わりますので、しばらくお待ちください。

複数の取引を選択した場合は、［中断して次の取引へ］ボタンをクリックすると、表示されている取引の承認を中断し、次

の取引の承認を行うことができます。 

「内容確認［ファイル伝送］」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードおよびサイクルコードを入力し、［承認実行（送信）］ボタンをクリックしてください。 
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3.

複数の取引を選択し、全件分承認が行われていない場合は、［次の取引へ］ボタンが表示されます。

ご確認後、［次の取引へ］ボタンをクリックすると、次の承認を行うことができます。 

「承認結果［ファイル伝送］」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

取引状況照会

一定期間に取引された振込・請求データの詳細を照会することができます。

※照会できるのは、データ伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）の取引となります。

振込・振替の状況照会は「振込データの状況照会・取消」をご参照ください。

税金・各種料金の払込みのお取引は、「税金・各種料金の状況照会」をご参照ください。 

お取引の詳細や履歴を照会することができます。

照会可能期間は、 終操作日から70日間となります。

※ 終操作日とは、保存、確定、承認、差戻し、承認取消、引戻しのいずれかの 終操作日をいいます。 

※以下は総合振込の操作例です。

個別の取引状況

［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの取引状況照会］ボタンをクリックしてください。 
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3.

4.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より操作日・振込（引落）指定日を設定することができます。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示するこ

とができます。

［履歴照会］ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。 

ファイル形式を選択し、［ファイル取得］ボタンをクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、

選択したファイル形式で保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「取引一覧（伝送系）」画面が表示されます。

照会する取引を選択し、［照会］ボタンをクリックしてください。 

「取引状況照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

取引状況照会

一定期間に取引された振込・請求データの詳細を照会することができます。

※照会できるのは、データ伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）の取引となります。

振込・振替の状況照会は「振込データの状況照会・取消」をご参照ください。

税金・各種料金の払込みのお取引は、「税金・各種料金の状況照会」をご参照ください。 

受付日または受付月単位の各種依頼の件数や承認済み金額を照会することができます。

日別受付状況照会可能期間は、 終操作日から40日間、月別受付状況照会可能期間は、 終操作日から12ヶ月間となり

ます。

※ 終操作日とは、保存、確定、承認、差戻し、承認取消、引戻しのいずれかの 終操作日をいいます。 

※以下は総合振込の操作例です。

取引受付状況

［振込・振替］［総合振込 給与賞与振込］［口座振替］のいずれかのメニューをクリックしてください。

［総合振込 給与賞与振込］の場合、続いて「業務選択」画面が表示されますので、［総合振込］または［給与・賞与振

込］ボタンをクリックしてください。
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2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込データの日別・月別状況照会］ボタンをクリックしてください。 

393 / 408 ページ



3. 「取引状況照会方法選択」画面が表示されます。

［日別受付状況照会］または［月別受付状況照会］ボタンをクリックしてください。 
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4. 「日別受付状況照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

操作履歴照会

すべてのユーザの操作履歴を照会することができます。

操作履歴は、過去100日間照会することができます。 

マスターユーザおよび全操作履歴の照会権限を持つユーザは、すべてのユーザの操作履歴を照会することができます。

全操作履歴の照会権限を持たないユーザは、ご自身の操作履歴のみ照会することができます。 

操作履歴の照会

［管理］メニューをクリックしてください。

「業務選択」画面が表示されますので、［操作履歴照会］ボタンをクリックしてください。 
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2.

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「操作履歴照会」画面が表示されます。

検索条件を入力し、［検索］ボタンをクリックすると、操作履歴情報の一覧が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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税金・各種料金の払込み

お申込いただいた口座からPay-easy（収納サービス）による税金・各種料金の払込みを行うことができます。

「法人JAネットバンクサービス」上から払込情報を入力する方法（「払込情報表示パスワード」を入力する方法と、「確認番号」

を入力する方法があり、収納機関により方法が異なります。）と、収納機関のホームページから連携する方法の2種類があり

ます。

「払込情報表示パスワード」および「確認番号」は、収納機関により払込書等であらかじめお客様に通知されたパスワード・番

号です。当JAがお送りしたパスワード・番号ではありません。

民間収納機関の収納サービスをご利用の際は、「ワンタイムパスワード」の入力が必要です。

払込情報表示パスワード方式
収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客様を確認し、払込情報を確定

する方式

確認番号方式 払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認し、払込情報を確定する方式

税金・各種料金の払込みの流れは下図の通りです。 

概要
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税金・各種料金の払込み

お申込いただいた口座から税金や公共料金、各種料金の払込みを行うことができます。

また、払込みを行った過去100日分の取引履歴を確認することができます。 

以下は民間企業へお支払いになる場合の手順です。 

税金・各種料金の払込み
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1.

2.

［税金各種払込］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［税金・各種料金の払込み］ボタンをクリックしてください。 

「支払口座選択」画面が表示されます。

支払口座を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 
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3.

収納機関番号は、払込書に記載されている半角の英数字（5桁）を入力してください。 

「収納機関番号入力」画面が表示されます。

払込書に記載されている収納機関番号を入力し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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4.

お客様番号には、払込書に記載されているお客様番号の『-』（ハイフン）を除いて入力してください。

国庫金・地方公共団体へお支払いになる場合、納付番号、納付区分には、払込書に記載されている納付番号、納付区

分の『-』（ハイフン）を除いて入力してください。

特定の払込書の内容を表示し払込む場合は、「確認番号」を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

未払い分の払込書の情報を表示し払込む場合は、「払込情報表示パスワード」を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてくだ

さい。

「払込情報入力」画面が表示されます。

お客様番号を入力のうえ、払込書を照会する方式を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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5. 「払込金額指定」画面が表示されます。

払込みを行う払込書を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。
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6.

7.

ワンタイムパスワードは、民間収納機関の収納サービスをご利用の際に入力が必要です。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「払込金額指定」画面で複数の払込書にチェックをつけた場合、［次の払込を実行］ボタンが表示されます。

［次の払込を実行］ボタンをクリックすると次の「払込結果」画面が表示されます。

未納の払込書がある場合、［他の払込情報入力へ］ボタンが表示されます。

［他の払込情報入力へ］ボタンをクリックすると、「払込情報取得」画面が表示されます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「払込内容確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 

「払込結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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1.

税金・各種料金の払込み

お申込いただいた口座から税金や公共料金、各種料金の払込みを行うことができます。

また、払込みを行った過去100日分の取引履歴を確認することができます。 

収納機関のホームページから当JAの口座を選択し、払込むことができます。 

［ログイン］ボタンをクリックし、証明書を選択してください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情

報を確認のうえ、［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

収納機関のホームページから連携

当JAにて払込み可能な収納機関のホームページから当JAの「ログイン」画面にアクセスします。
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2.

「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ログイン後、「支払口座選択」画面が表示されます。

ログイン後の操作は「税金・各種料金の払込み」をご参照ください。 
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1.

税金・各種料金の払込み

お申込いただいた口座から税金や公共料金、各種料金の払込みを行うことができます。

また、払込みを行った過去100日分の取引履歴を確認することができます。 

［税金各種払込］メニューをクリックしてください。

「作業内容選択」画面が表示されますので、［払込みデータの状況照会］ボタンをクリックしてください。 
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2.

3.

［カレンダー］ボタン をクリックすると、カレンダー画面より受付日を設定することができます。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示するこ

とができます。 

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。 

「取引一覧」画面が表示されます。

照会する取引を選択し、［照会］ボタンをクリックしてください。 

「取引状況照会結果」画面が表示されます。

ご確認後、［ホームへ］ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。 
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