
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。
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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。

95 / 408 ページ



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。 

98 / 408 ページ



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。 

109 / 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。 

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。 
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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。 
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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。 
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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。 

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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