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1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

初期設定（マスターユーザの場合）

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくためには、ログインIDの取得および電

子証明書を発行していただきます。 

ログインIDの取得

お申込み後、「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクトご利用開始登録情報のご通知」（以下、通知

書という。）が届きましたら、「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」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ください。 

ご利用の前に通知書をお手元にご用意ください。

電子証明書方式のお客さまの場合でも、ログインＩＤ取得をしていない

場合は、ログインIDの取得をしてください。

［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。 



1. 「口座情報登録」画面が表示されます。

通知書に表示の代表口座の支店番号、科目、口座番号と、初回ログインパスワー

ド、初回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。 

サービス開始登録

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



2. 「サービス開始登録」画面が表示されます。

利用者名、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。 

ログインID、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、お客さまが任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字記号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。

・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）

・入力されたログインIDが既に他のお客さま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。

ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは、お忘れになら

ないようにご注意ください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



3. 「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。 

4. 「サービス開始登録結果」画面が表示されます。

ご確認後、ご利用のログイン認証方式に応じて下記操作を行ってください。 

◆ 電子証明書方式のお客さまの場合

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。

「証明書発行確認」画面が表示されますので、「電子証明書発行」を行ってください。

◆ ID・パスワード方式のお客さまの場合

ご確認後、［ログインへ］ボタンをクリックしてください。

「ログイン」画面が再度表示されますので、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」を行ってください。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

初期設定（マスターユーザの場合）

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくためには、ログインID・電子証明書を発

行していただきます。 

電子証明書発行

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をはじめてご利用のお客さまは、「電子証明書発行」を行

う前に、必ず「ログインIDの取得」を行ってください。 



4. 「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］ボタンをクリックしてくださ

い。 

5. 「証明書発行確認」画面が表示されます。

［発行］ボタンをクリックしてください。 

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。

『しがぎん』Biz ダイレクトへのログイン時に「ログインID」の入力は不要

となりますが、スマートフォン専用画面でログインする際に「ログイン

ID」「ログインパスワード」が必要となりますので、お忘れにならないよ

うにご注意ください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

「サービス開始登録結果」画面で［電子証明書発行へ］ボタンをクリック

した場合でも、本画面が表示されます。



6. 『Web アクセスの確認』という表題のダイアログが表示されます。

内容をご確認後、［はい］をクリックしてください。

※ブラウザの設定によっては本画面が表示されない場合があります。手順[7.]へ

お進みください。 

7. 「証明書発行処理中」画面が表示され、しばらくすると画面が自動的に切替わりま

す。

8. 『Web アクセスの確認』という表題のダイアログが表示されます。

内容をご確認後、［はい］をクリックしてください。

※ブラウザの設定によっては本画面が表示されない場合があります。手順[9.]へ

お進みください。 



9. 「証明書発行結果」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本画面を閉じるとともに、表示されている

すべてのブラウザ画面を閉じてください。 

ご発行いただいた電子証明書をご利用いただくためには、一旦すべて

のブラウザ画面を閉じて、再度ブラウザを立ち上げていただき、当行

ホームページからログインいただく必要があります。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「ログイン」画面が表示されます。 

初期設定（マスターユーザの場合）

初回ログイン



電子証明書方式のお客さまの場合

［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、電子証明書を選択のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

「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を開く］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。 



4. 「トランザクション認証利用開始登録」画面が表示されます。

操作方法は、「はじめてご利用のお客さま」へお進みください。

ID・パスワード方式のお客さまの場合

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］ボタンをク

リックしてください。

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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[6.]へお進みください。 

6. 「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（ログイン日時）や当行からの

お知らせを確認することができます。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「ログイン」画面が表示されます。 

初期設定（マスターユーザの場合）

ログイン



電子証明書方式のお客さまの場合

［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、電子証明書を選択のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

パスワードが180日間変更されていない場合は、「パスワード期限切

れ」画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。

登録メールアドレスが無効の場合は、「メールアドレス訂正」画面が表

示ますので、新しいメールアドレスを設定してください。 

「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を開く］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。 



4. 「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[5.]へお進みください。 

ID・パスワード方式のお客さまの場合

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］ボタンをク

リックしてください。

パスワードが180日間変更されていない場合は、「パスワード期限切

れ」画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。

登録メールアドレスが無効の場合は、「メールアドレス訂正」画面が表

示ますので、新しいメールアドレスを設定してください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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（ログイン日時）や当行からの

お知らせを確認することができます。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

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「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくため

には、電子証明書の発行が必要です。 

電子証明書発行



4. 「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］ボタンをクリックしてくださ

い。 

5. 「証明書発行確認」画面が表示されます。

［発行］ボタンをクリックしてください。 

6. 『Web アクセスの確認』という表題のダイアログが表示されます。

内容をご確認後、［はい］をクリックしてください。

※ブラウザの設定によっては本画面が表示されない場合があります。手順[7.]へ

お進みください。 

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



7. 「証明書発行処理中」画面が表示され、しばらくすると画面が自動的に切替わりま

す。

8. 『Web アクセスの確認』という表題のダイアログが表示されます。

内容をご確認後、［はい］をクリックしてください。

※ブラウザの設定によっては本画面が表示されない場合があります。手順[9.]へ

お進みください。 

9. 「証明書発行結果」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本画面を閉じるとともに、表示されている

すべてのブラウザ画面を閉じてください。 

ご発行いただいた電子証明書をご利用いただくためには、一旦すべて

のブラウザ画面を閉じて、再度ブラウザを立ち上げていただき、当行

ホームページからログインいただく必要があります。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「ログイン」画面が表示されます。 

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

初回ログイン



電子証明書方式のお客さまの場合

［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、電子証明書を選択のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

「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を開く］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。 



4. 「トランザクション認証利用開始登録」画面が表示されます。

操作方法は、「はじめてご利用のお客さま」へお進みください。

ID・パスワード方式のお客さまの場合

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］ボタンをク

リックしてください。

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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[6.]へお進みください。 

6. 「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。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[8.]へお進みください。 

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、お客さま

が任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字記号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。

・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）

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



7. 「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。 

8. 「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（ログイン日時）や当行からの

お知らせを確認することができます。 



1. 当行ホームページの「法人のお客さま向け　インターネットバンキング『しがぎん』

Bizダイレクト」ボタンをクリックしてください。 

2. 「『しがぎん』Bizダイレクト」トップ画面が表示されますので、

［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

3. 「ログイン」画面が表示されます。 

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

ログイン



電子証明書方式のお客さまの場合

［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、電子証明書を選択のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

パスワードが180日間変更されていない場合は、「パスワード期限切

れ」画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。

登録メールアドレスが無効の場合、一般ユーザの方は「メールアドレス

確認」画面が表示されますので、現在のメールアドレスを確認のうえ、

マスターユーザまたは管理者ユーザへ修正依頼をしてください。

管理者ユーザの方は「メールアドレス訂正」画面が表示されますので、

新しいメールアドレスを設定してください。 

「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を開く］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。 



4. 「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[5.]へお進みください。 

ID・パスワード方式のお客さまの場合

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］ボタンをク

リックしてください。

パスワードが180日間変更されていない場合は、「パスワード期限切

れ」画面が表示されますので、新しいパスワードを設定してください。

登録メールアドレスが無効の場合、一般ユーザの方は「メールアドレス

確認」画面が表示されますので、現在のメールアドレスを確認のうえ、

マスターユーザまたは管理者ユーザへ修正依頼をしてください。

管理者ユーザの方は「メールアドレス訂正」画面が表示されますので、

新しいメールアドレスを設定してください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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（ログイン日時）や当行からの

お知らせを確認することができます。 



トランザクション認証

トランザクション認証とは、トークン上に表示された取引情報（振込金額や振込先口

座情報など）を利用者が確認して認証を行う方法です。

MITB（Man In The Browser）攻撃による被害を未然に防ぎ、インターネット上の取引

を非常に安全に行うことができます。 

概要

トランザクション認証用トークンとは、取引情報を元に生成された二次元コードを読

み取り、暗証番号（トランザクション認証番号）を表示させる、小型の端末です。

本トークンは、以下のような特徴を持っています。

・小型なため、持ち運びが便利です。

・耐久性があり、壊れにくくなっています。

・電池を交換することで、長期間のご利用が可能です。



・中央ボタンの長押し（2秒）は電源OFFとなるので注意してください。

・自動電源OFFとなるまでの時間は、40秒、60秒、90秒と表示されてい

る画面によって異なります。

・カメラが起動後、約20秒の間に二次元コードを読み取らなかった場

合は、エラー画面に切り替わります。 



トランザクション認証

初期設定



1. 二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示されるトークン認証コー

ド（12桁）を入力し、［トークン認証］ボタンをクリックしてください。 

はじめてご利用になるお客さま

二次元コードの読み取り方法

①トークンの「中央ボタン」を長押し

（2秒）し、電源をONにしてください。 

②「右ボタン（Continue）」を押し、カ

メラを起動させてください。 

③『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト画面の

二次元コードにカメラを合わせてく

ださい。 



2. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示されるトランザクション

認証番号（8桁）を入力し、トークンの画面が設定完了となっていることを確認のう

え、［認証確認］ボタンをクリックしてください。 

二次元コードの読み取り方法

①トークンの「右ボタン（Done）」を

押してください。 

②「右ボタン（Yes）」を押してくださ

い。 

③「右ボタン（Continue）」を押してく

ださい。 

④『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト画面の

二次元コードにカメラを合わせてく

ださい。 

認証確認の完了後、トークン設定を完了してください。

トークン設定を完了し忘れた場合、電話による初期化手続きが必要と

なりますので、ご注意ください。



トークン設定の完了方法

①トークンの「右ボタン（Done）」を

押してください。 

②再度、「右ボタン（Yes）」を押して

ください。 

③この画面「The device is 

activated.」が表示されると、トーク

ン設定の完了です。 

引き続き、『初回ログイン』へお進みください。 



トランザクション認証

初期設定



1. 「トランザクション認証利用開始登録選択」画面で利用開始登録済みトークンを選

択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

他のユーザが利用しているトークンをご利用になるお客さま

トークンコードの確認方法

ご利用になるトークンのトークンコードを下記手順でご確認のうえ、

該当のトークンコードを選択してください。 

①電源OFFの状態で、トークンの

「左ボタン」を押したまま「中央ボタ

ン」を長押しし、メニューを表示して

ください。 

②「Token info」が選択されているこ

とを確認し、「右ボタン（OK）」を押し

てください。 

③画面上に「トークンコード」が表

示されます。 



2. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

二次元コードをトークンのカメラで読み取り、トークンに表示されるトランザクション

認証番号（8桁）を入力し、［認証確認］ボタンをクリックしてください。 

引き続き、『初回ログイン』へお進みください。 



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、当行からのお知らせの

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

作の確認ができます。 

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 お知らせ
当行からのお知らせがある場合、画面上に表示さ

れます。

③ 電子証明書の更新

電子証明書の有効期限満了の40日前になると、

［電子証明書の更新］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。

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。承認待ちまたは作成中の取引の件

数をご確認のうえ、［一覧表示］ボタンをクリックし

てください。

⑤ お知らせの確認
取引に関するお知らせの確認および削除ができま

す。

⑥ 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。



電子証明書

電子証明書更新

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。

電子証明書の失効については、「電子証明書失効」をご参照ください。 



1. 「ログイン」画面が表示されます。 

2. 「証明書更新選択」画面が表示されます。

「更新する」を選択し、［実行］ボタンをクリックしてください。 

ログイン時に更新する場合

［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、電子証明書を選択のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

「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を開く］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。 

ログイン後に電子証明書の更新を行う場合は、「更新しない」を選択し

てログインを行ってください。



3. 「証明書発行確認」画面が表示されます。

ご確認後、［発行］ボタンをクリックしてください。

以降の操作は「電子証明書発行」をご参照ください。 

1. ［ホーム］メニュー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ので、［更新］ボタンをクリックしてください。 

2. 「証明書発行確認」画面が表示されます。

ご確認後、［発行］ボタンをクリックしてください。

以降の操作は「電子証明書発行」をご参照ください。 

ログイン後に更新する場合



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［限度額設定］ボタンをクリックしてください。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

限度額設定

取引限度額を変更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のログイン時のみ表示されます。

※管理者権限を付与されていない一般ユーザは、企業情報を照会することができま

す。 



3. 「企業情報変更」画面が表示されます。

取引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。 

4. 「企業情報変更確認」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。 

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

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。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

企業情報の照会

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。 



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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

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〕の登録／変更］ボタンをクリックしてください。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

先方負担手数料〔総合振込〕の登録／変更

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を登録・変更することが

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。 



3. 「先方負担手数料［総合振込］変更」画面が表示されます。

支払金額範囲、振込パターンごとの手数料を入力し、［変更］ボタンをクリックしてく

ださい。 

4. 「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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

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〕の照会］ボタンをクリックしてください。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

先方負担手数料〔総合振込〕の照会

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。 



3. 「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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［当方負担手数料〔総合振込〕の登録／変更］ボタンをクリックしてください。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

当方負担手数料〔総合振込〕の登録／変更

総合振込の振込データ作成時に使用する当方負担手数料を登録・変更することが

できます。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 

※ライトコースのみご利用いただけます。 



3. 「当方負担手数料［総合振込］変更」画面が表示されます。

振込金額範囲、振込パターンごとの手数料を入力し、［変更］ボタンをクリックしてく

ださい。 

4. 「当方負担手数料［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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［当方負担手数料〔総合振込〕の照会］ボタンをクリックしてください。 

企業管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただくための取引限度額、振込手数料を変

更・照会することができます。 

当方負担手数料〔総合振込〕の照会

総合振込時に使用する当方負担手数料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。 

※ライトコースのみご利用いただけます。 



3. 「当方負担手数料［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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

利用者（社員）のID登録

・ 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2名分の利用者（社員）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3名までご利用可能です。）

・マスターユーザは、利用者（社員）を管理者ユーザおよび一般ユーザとして登録し、

その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。

・管理者権限を付与された管理者ユーザは、企業管理および利用者管理（利用者

（社員）のID登録／変更／削除）を行うことが可能です。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［利用者（社員）のID登録／変更／削除］ボタンをクリックしてください。 

3. 「利用者一覧」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。 



4. 「利用者登録［基本情報］」画面が表示されます。

一般ユーザのログインID、ログインパスワード、利用者名、メールアドレス、管理者

権限、スマートフォン利用有無を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

ログインIDおよびログインパスワードは、マスターユーザおよび管理者

ユーザが任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字記号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。

・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）

・入力されたログインIDが既に他のお客さま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IDおよび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。

スマートフォンをご利用する利用者（社員）の場合、スマートフォン専用

画面でログインする際に、「ログインＩＤ」および「ログインパスワード」が

必要になりますので、利用者（社員）へ必ずお伝えください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「利用者登録［権限］」画面が表示されます。

必要なサービスの利用権限を設定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

（権限について）

【明細照会】

サービス利用権限 説明

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



【資金移動】

総合振込

依頼

（画面入力）

総振データの作成／編集／削除／状況照会／引

戻しができます。 

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による総振データの作成／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

企業内の他の利用者が依頼者／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）

給振データの作成／編集／削除／状況照会／引

戻しができます。また総合振込のデータ作成時に

給与・賞与振込先を参照もできます。 

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による給振データの作成／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

企業内の他の利用者が依頼者／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。

口座振替

依頼

（画面入力）

口振データの作成／編集／削除／照会／引戻し

ができます。

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による口振データの作成／編集

／削除／状況照会／引戻しができます。

口振先管理
口座振替における口振先の登録／変更／削除が

できます。 

全取引照会
企業内の他の利用者が依頼者／承認者となって

いる取引を含む全取引の状況照会ができます。

口座振替

結果照会
口座振替の結果照会ができます。

地方税納入

サービス

依頼

（画面入力）

納入データの作成／編集／削除／照会／引戻し

ができます。

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による納入データの作成／編集

／削除／照会／引戻しができます。

納入先管理
地方税納入サービスにおける納入先の登録／変

更／削除ができます。

全取引照会

企業内の他の利用者が依頼者／承認者となって

いる取引を含む地方税納入サービス全取引の照

会ができます。

【承認】

承認

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

認取消ができます。 

給与・賞与

振込

口座振替

地方税納入

サービス



6. 「利用者登録［口座］」画面が表示されます。

利用可能口座を選択のうえ、利用者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。 

［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。



7. 「利用者登録確認」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トランザクション認証番号を入力し、［実

行］ボタンをクリックしてください。 



8. 「利用者登録結果」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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①登録対象者のログインID

②利用者区分

が同じであることを確認し、入力してください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

［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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

利用者（社員）のID変更／削除

・ 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2名分の利用者（社員）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3名までご利用可能です。）

・マスターユーザは、利用者（社員）を管理者ユーザおよび一般ユーザとして登録し、

その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。

・管理者権限を付与された管理者ユーザは、企業管理および利用者管理（利用者

（社員）のID登録／変更／削除）を行うことが可能です。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［利用者（社員）のID登録／変更／削除］ボタンをクリックしてください。 

3. 「利用者一覧」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。 

［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

く管理者ユーザ・一般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。 



4. 「利用者変更［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。 

電子証明書をご利用のお客さまは、ログインIDは変更できません。

ログインIDおよびログインパスワードを変更する場合は、マスターユー

ザおよび管理者ユーザが任意の文字列をお決めいただいて入力して

ください。

・半角英数字記号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。

・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）

・入力されたログインIDが既に他のお客さま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IDおよび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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「利用者変更［権限］」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。

（権限について）

【明細照会】

サービス利用権限 説明

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



【資金移動】

総合振込

依頼

（画面入力）

総振データの作成／編集／削除／状況照会／引

戻しができます。 

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による総振データの作成／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

企業内の他の利用者が依頼者／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）

給振データの作成／編集／削除／状況照会／引

戻しができます。また総合振込のデータ作成時に

給与・賞与振込先を参照もできます。 

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による給振データの作成／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

企業内の他の利用者が依頼者／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。

口座振替

依頼

（画面入力）

口振データの作成／編集／削除／照会／引戻し

ができます。

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による口振データの作成／編集

／削除／状況照会／引戻しができます。

口振先管理
口座振替における口振先の登録／変更／削除が

できます。 

全取引照会
企業内の他の利用者が依頼者／承認者となって

いる取引を含む全取引の状況照会ができます。

口座振替

結果照会
口座振替の結果照会ができます。

地方税納入

サービス

依頼

（画面入力）

納入データの作成／編集／削除／照会／引戻し

ができます。

依頼

（ファイル

受付）

外部ファイル送信による納入データの作成／編集

／削除／照会／引戻しができます。

納入先管理
地方税納入サービスにおける納入先の登録／変

更／削除ができます。

全取引照会

企業内の他の利用者が依頼者／承認者となって

いる取引を含む地方税納入サービス全取引の照

会ができます。

【承認】

承認

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

認取消ができます。 

給与・賞与

振込

口座振替

地方税納入

サービス



6. 「利用者変更［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。 

［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。



7. 「利用者登録確認」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トランザクション認証番号を入力し、［実

行］ボタンをクリックしてください。 



8. 「利用者登録結果」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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①変更対象者のログインID

②利用者区分

が同じであることを確認し、入力してください。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

［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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［利用者のサービス停止／解除］ボタンをクリックしてください。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

利用者のサービス停止／解除

マスターユーザおよび管理者ユーザは、自身を含むユーザのサービス停止または

停止解除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のログイン時のみ表示されます。 



3. 「利用者のサービス停止・解除一覧」画面が表示されます。

サービス状態を変更する利用者、変更後の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。

4. 「利用者のサービス停止・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。 

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

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。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

パスワード変更

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」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。マスターユーザおよび管理者ユーザが、他のユーザのパスワードを変更する場

合は、「利用者（社員）のID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。 



3. 「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の変更要否を選択のうえ、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。 

4. 「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。 

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、お客さま

が任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字記号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。

・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）

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［電子証明書失効］ボタンをクリックしてください。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

電子証明書失効

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できます。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 



3. 「利用者一覧」画面が表示されます。

電子証明書の失効を行う利用者を選択し、［失効］ボタンをクリックしてください。 

4. 「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。 

5. 「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。 

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

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「電子証明書発行」を

行ってください。



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［トランザクション認証の利用停止解除］ボタンをクリックしてください。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

トランザクション認証利用停止解除

マスターユーザおよび管理者ユーザは、自身および自身と同じトークンをご利用の

ユーザを除くユーザのトランザクション認証の利用停止状態を解除することができま

す。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 



3. 「トランザクション認証利用停止解除一覧」画面が表示されます。

トランザクション認証の利用停止状態を解除する利用者を選択のうえ、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。 

4. 「トランザクション認証利用停止解除結果」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。 

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



1. ［管理者メニュー］をクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［利用者管理］ボタンをクリックしてくださ

い。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［トランザクション認証のトークン失効］ボタンをクリックしてください。 

利用者管理

「『しがぎん』Ｂｉｚダイレクト」をご利用いただく利用者（社員）のID登録／変更／削除、

サービス停止／解除、パスワード変更、電子証明書失効、トランザクション認証利用

停止解除、トランザクション認証トークン失効ができます。 

トランザクション認証トークン失効

マスターユーザおよび管理者ユーザは、ユーザのトークンを失効することができま

す。

トークンを失効すると、選択されたユーザはトランザクション認証ができなくなります。

トークン失効をしたユーザは、次回ログイン時にトークン利用開始登録ができます。

※マスターユーザおよび管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。 



3. 「トランザクション認証トークン失効」画面が表示されます。

トランザクション認証のトークン失効を行う利用者を選択のうえ、確認用パスワード

を入力し、［失効］ボタンをクリックしてください。 

4. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

トランザクション認証番号を入力し、［認証］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を開く］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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①失効対象者のログインID

が同じであることを確認し、入力してください。



5. 「トランザクション認証トークン失効結果」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。



1. ［照会サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「口座選択」画面が表示されます。

残高を確認する口座をチェックし、［照会］ボタンをクリックしてください。 

残高照会

現在残高、前日残高、前月末残高を確認することができます。 

残高照会



3. 「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。 

［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。 



1. ［照会サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「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し、［照会］ボタンをクリックして

ください。 

入出金明細照会

入出金明細を過去2ヶ月分照会することができます。 

入出金明細照会

照会期間

日付範囲で指定
利用者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。（ 大63日分）

入出金明細情報の 大表示件数は、口座単位ごとに999件です。

［カレンダーを表示］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。 



3. 「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。 

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チェックした場合は、［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替えることができます。

［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。

［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。 



総合振込・給与振込・賞与振込

概要

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。

振込の基本的な流れは下図の通りです。 

事前準備

通常処理



総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総振・給振データの新規作成

総振・給振マスタ一覧

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〔総

合振込〕の登録／変更」をご参照ください。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

※以下は総合振込の操作例です。



3. 「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

4. 「振込先指定方法選択」画面が表示されます。

［総合振込マスタから選択］ボタンをクリックしてください。 

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 

［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（未登録）の振込先の入力使用］ボタンについては、「新規の振

込先指定」をご参照ください。 



5. 「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。 

複数の振込先口座をチェックした場合は、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

既に廃止または異動されています。 



6. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込先一覧から振込先をご確認後、すべ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。 

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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて総振・給振データの承認を

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、総振・給振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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総振・給振データの新規作成

グループ一覧



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

※以下は総合振込の操作例です。

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 



4. 「振込先指定方法選択」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。 

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。 



6. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込先一覧から振込先をご確認後、すべ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。 

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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて総振・給振データの承認を

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、総振・給振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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総振・給振データの新規作成

新規の振込先指定

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総

振・給振データを作成することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「振込元情報入力」画面が表示されます。

振込指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

※以下は総合振込の操作例です。

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 



4. 「振込先指定方法選択」画面が表示されます。

［新規（未登録）の振込先の入力使用］ボタンをクリックしてください。 



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。 

［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。

登録名はお客さま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。 



6. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

トランザクション認証番号を入力し、［認証］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[7.]へお進みください。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①金融機関名（カナ）

②支店コード-科目コード-口座番号

③受取人名（カナ）

④EDI情報／顧客コード

が同じであることを確認し、入力してください。



7. 「支払金額入力」画面が表示されます。

振込先一覧から振込先をご確認後、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。 

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。 



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。 



9. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて総振・給振データの承認を

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、総振・給振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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

外部ファイル送信（ファイル受付）

外部ファイル送信

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、総振・給振データとして登録することが

できます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［外部ファイル送信］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

※以下は総合振込の操作例です。

［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。

取引名はお客さま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。 



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、トランザクション認証番号を入力し、［確

定］ボタンをクリックしてください。 



5. 「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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①支払件数合計

②該当明細件数１

③振込先口座情報１

④該当明細件数２

⑤振込先口座情報２

が同じであることを確認し、入力してください。

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。 データの引戻し方法については「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、続けて総振・給振データの承認を

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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総振・給振データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

承認者の承認が完了するまでの間、担当者により承認待ち取引データを引戻し（取

り下げ）することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［未承認（承認待ち）の引戻］ボタンをクリックしてください。 

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］ボタンをクリックしてください。 

※以下は総合振込の操作例です。



4. 「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。 

5. 「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。 

［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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総振・給振データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［承認済の取消］ボタンをクリックしてください。 

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。 

※以下は総合振込の操作例です。

承認取消可能取引一覧に表示されていない取引は承認取消をするこ

とができません。 



4. 「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。 

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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。 

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［データ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」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。 

総合振込・給与振込・賞与振込

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

承認時限
振込指定日の1営業日前

12:00まで

給与・賞与振込

承認時限

本支店
振込指定日の1営業日前

12:00まで

他行あて
振込指定日の3営業日前

21:00まで

画面入力 外部ファイル送信

総振・給振データ
○

（500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、総振・給振データの作成を行うことはできません。

総振・給振データを作成した担当者と別に、総振・給振データの承認をする承認者を

必要とします。

承認権限を持つユーザが総振・給振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、総振・給振データの作成完了後、ログアウトせずに総振・給振データの

承認を行うことができます。 

総合振込への切替



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。 

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。 



4. 「切替確認」画面が表示されます。

切替内容をご確認後、［総合振込へ切替］ボタンをクリックしてください。 



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。 



6. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて総振・給振データの承認を

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、総振・給振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［データ伝送履歴

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。 



口座振替

概要

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。

口座振替の基本的な流れは下図の通りです。 

事前準備

通常処理



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振データの新規作成

口振先口座一覧



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 



4. 「口振先指定方法選択」画面が表示されます。

［口座振替マスタから選択］ボタンをクリックしてください。 

5. 「登録口振先口座選択」画面が表示されます。

対象となる口振先、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。 

複数の口振先口座をチェックした場合は、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、口振先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている口振先口座は、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」と表示されている口振先口座は、金融機関または支店が

既に廃止または異動されています。 



6. 「引落金額入力」画面が表示されます。

口振先一覧から口振先をご確認後、すべての口振先の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。 

口振先一覧から明細の［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。

［口座振替先の追加］ボタンをクリックすると、口振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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて口振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。口振先一覧の［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、口振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［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振データの新規作成

グループ一覧



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 



4. 「口振先指定方法選択」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。 

5. 「口振先グループ選択」画面が表示されます。

口振先グループ、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。 



6. 「引落金額入力」画面が表示されます。

口振先一覧から口振先をご確認後、すべての口振先の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。 

口振先一覧から明細の［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。

［口座振替先の追加］ボタンをクリックすると、口振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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて口振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。口振先一覧の［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、口振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［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振データの新規作成

新規の口振先指定

お取引の都度、金融機関名、支店名を検索して、登録されていない口振先への口振

データを作成することができます。



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［データ作成（金額入力）］ボタンをクリックしてください。 

3. 「入金先情報入力」画面が表示されます。

引落指定日を入力し、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボ

タンをクリックしてください。 

［カレンダーを表示］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。

取引名はお客さま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。 



4. 「口振先指定方法選択」画面が表示されます。

［新規（未登録）の口座振替先の入力使用］ボタンをクリックしてください。 

5. 「新規口振先口座入力」画面が表示されます。

口振先の金融機関名、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。 

［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。

登録名はお客さま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。

今後も口振先として利用する場合は、「口振先に登録する」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、登録された口振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。 



6. 「引落金額入力」画面が表示されます。

口振先一覧から口振先をご確認後、口振先の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。 

口振先一覧から明細の［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。

［口座振替先の追加］ボタンをクリックすると、口振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。 



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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて口振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。口振先一覧の［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、口振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。 



8. 「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。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振ファイルの受付

口振ファイルの新規作成

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

す。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［外部ファイル送信］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

［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。

取引名はお客さま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。 



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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて口振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。 



5. 「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。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

承認者の承認が完了するまでの間、担当者により承認待ち取引データを引戻し（取

り下げ）することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［未承認（承認待ち）の引戻］ボタンをクリックしてください。 

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］ボタンをクリックしてください。 



4. 「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。 

5. 「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。 

［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［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

口座振替

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

承認時限※ 引落指定日の2営業日前

21:00まで

※契約により異なります 

画面入力 外部ファイル送信

口振データ
○

（500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、口振データの作成を行うことはできません。

口振データを作成した担当者と別に、口振データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる口振データは1口振データのみです。

承認権限を持つユーザが口振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、口振データの作成完了後、ログアウトせずに口振データの承認を行うことが

できます。 

口振データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［承認済の取消］ボタンをクリックしてください。 

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。 

承認取消可能取引一覧に表示されていない取引は承認取消をするこ

とができません。 



4. 「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。 

5. 「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。 

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

ご依頼の内容は、口座振替「作業内容選択」画面の［データ伝送履歴

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［口座振替］ボタンをクリックしてくださ

い。 

2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［口座振替結果照会］ボタンをクリックしてください。 

口座振替

口座振替結果を照会することができます。

口座振替結果は、登録日の120日後まで照会することができます。 

口座振替結果照会



3. 「口座振替結果一覧」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 

4. 「口座振替結果詳細」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。 

［ファイル取得へ］ボタンをクリックした場合は、「口座振替結果ファイル

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、［口座振替結果一覧へ］ボタンをク

リックすると、「口座振替結果一覧」へ戻ることができます。 

［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。 



地方税納入サービス

概要

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。

納入の基本的な流れは下図の通りです。 

事前準備

通常処理



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入データの新規作成

納入先一覧



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「納入元情報入力」画面が表示されます。

納入月（指定日）、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボタン

をクリックしてください。 

取引名はお客さま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。 



4. 「納入先指定方法選択」画面が表示されます。

［地方税納入マスタから選択］ボタンをクリックしてください。 

5. 「登録納入先選択」画面が表示されます。

対象となる納入先、登録納入件数／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。 

複数の納入先をチェックした場合は、一括で納入を行うことができま

す。

［詳細］ボタンをクリックすると、納入先の詳細が表示されます。 



6. 「納入金額入力」画面が表示されます。

納入先一覧から納入先をご確認後、給与税納入件数、給与税納入金額を入力

し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

納入先一覧から明細の［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。

［納入先の追加］ボタンをクリックすると、納入先を追加することができ

ます。

［クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて納入データの承認を行うこ

とができます。

［取引・納入元情報の修正］ボタンをクリックすると、納入元情報を修正

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、「納入金額入力」画面が表示さ

れます。納入先一覧の［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、納入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、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入データの新規作成

グループ一覧



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「納入元情報入力」画面が表示されます。

納入月（指定日）、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボタン

をクリックしてください。 

取引名はお客さま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。 



4. 「納入先指定方法選択」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。 

5. 「納入先グループ選択」画面が表示されます。

納入先グループ、登録納入件数／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。 



6. 「納入金額入力」画面が表示されます。

納入先一覧から納入先をご確認後、給与税納入件数、給与税納入金額を入力

し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

納入先一覧から明細の［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。

［納入先の追加］ボタンをクリックすると、納入先を追加することができ

ます。

［クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて納入データの承認を行うこ

とができます。

［取引・納入元情報の修正］ボタンをクリックすると、納入元情報を修正

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、「納入金額入力」画面が表示さ

れます。納入先一覧の［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、納入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、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入データの新規作成

新規の納入先指定

お取引の都度、市区町村コード、市区町村名を入力して、登録されていない納入先

への納入データを作成することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［取引開始【承認要】］ボタンをクリックしてください。 

3. 「納入元情報入力」画面が表示されます。

納入月（指定日）、委託者コードを選択のうえ、委託者名を確認して、［次へ］ボタン

をクリックしてください。 

取引名はお客さま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。 



4. 「納入先指定方法選択」画面が表示されます。

［新規（未登録）の納入先の入力使用］ボタンをクリックしてください。 

5. 「新規納入先入力」画面が表示されます。

納入先の市区町村コード、市区町村名、指定番号、異動、給与税を入力し、［次

へ］ボタンをクリックしてください。 

登録名はお客さま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、「市区町村名」が登録されます。

今後も納入先として利用する場合は、「納入先に登録する」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、登録された納入先には今回入力した給与税納入件数は登録

給与税納入件数として、給与税納入金額は登録給与税納入金額とし

て登録されます。 



6. 「納入金額入力」画面が表示されます。

納入先一覧から納入先をご確認後、給与税納入件数、給与税納入金額を入力

し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

納入先一覧から明細の［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。

［納入先の追加］ボタンをクリックすると、納入先を追加することができ

ます。

［クリア］ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

［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。 



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。 



8. 「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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて納入データの承認を行うこ

とができます。

［取引・納入元情報の修正］ボタンをクリックすると、納入元情報を修正

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、「納入金額入力」画面が表示さ

れます。納入先一覧の［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、納入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、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入ファイルの受付

納入ファイルの新規作成

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

す。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［外部ファイル送信］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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、［ファイル受付］ボタンをクリックしてください。 

［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。

取引名はお客さま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。 



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。 

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。 データの引戻し方法については「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、続けて納入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。 



5. 「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。 

ご依頼の内容は、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入データの引戻し・承認取消

承認待ちデータの引戻し

承認者の承認が完了するまでの間、担当者により承認待ち取引データを引戻し（取

り下げ）することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［未承認（承認待ち）の引戻］ボタンをクリックしてください。 

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］ボタンをクリックしてください。 



4. 「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。 

5. 「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。 

［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、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されますので、［地方税納入サービス］ボタンをクリック

してください。 

地方税納入サービス

地方税納入サービスの依頼データを一括して作成することができます。 

承認時限 納入指定日の2営業日前21:00まで

※納入指定日は毎月10日です。

10日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。

画面入力 外部ファイル送信

納入データ
○

（500件）

○

（10,000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、納入データの作成を行うことはできません。

納入データを作成した担当者と別に、納入データの承認をする承認者を必要としま

す。

1委託者番号につき、1指定日に承認できる納入データは1納入データのみです。

承認権限を持つユーザが納入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、納入データの作成完了後、ログアウトせずに納入データの承認を行うことが

できます。 

納入データの引戻し・承認取消

承認済みデータの承認取消



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［承認済の取消］ボタンをクリックしてください。 

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。 

承認取消可能取引一覧に表示されていない取引は承認取消をするこ

とができません。 



4. 「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。 

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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 



5. 「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。 

ご依頼の内容は、地方税納入サービス「作業内容選択」画面の［デー

タ伝送履歴照会］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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。振込・口振・納入先グループを登録する取引

種別に応じ、［総合振込］［給与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービス］ボ

タンをクリックしてください。

データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

グループの登録

登録された振込・口振・納入先を、支払日や部署ごとに分類した振込・口振・納入先

グループとして、総振・給振・口振・納入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・口振・納入先グループは、総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納入

サービスで個別に 大20グループまでご登録いただけます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［その他管理］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

※以下は総合振込サービスの操作例です。

振込・口振・納入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・口振・納入先の登録

• 振込・口振・納入先の変更／削除

• 振込・口振・納入先ファイル取込



4. 「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。 

5. 「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。 

6. 「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。 

［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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。振込・口振・納入先グループの変更・削除す

る取引種別に応じ、［総合振込］［給与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービ

ス］ボタンをクリックしてください。

データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

グループの変更／削除



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［その他管理］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

※以下は総合振込サービスの操作例です。

振込・口振・納入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・口振・納入先の登録

• 振込・口振・納入先の変更／削除

• 振込・口振・納入先ファイル取込



4. 「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。 

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。 

6. 「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。 

［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・口振・納入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・口振・納入先は削除され

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・口振・納入先グループの所属を

変更することができます。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。振込・口振・納入先を登録する取引種別に

応じ、［総合振込］［給与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービス］ボタンをク

リックしてください。 

データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

振込・口振・納入先の登録

頻繁にご利用になる振込先口座（口振先口座・納入先）を、ブラウザ画面上で500件

までご登録いただけます。

登録した振込先口座（口振先口座・納入先）は、振込先口座（口振先口座・納入先）

一覧からの振込（口振・納入）時、または他サービスの登録振込先一覧からの総合

振込を行う場合にご利用いただけます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込先マスタの管理（登録・変更・削除）］ボタンをクリックしてください。 

※以下は総合振込サービスの操作例です。

振込・口振・納入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・口振・納入先の変更／削除

• 振込・口振・納入先ファイル取込

振込・口振・納入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



3. 「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。 

［詳細］ボタンをクリックすると、振込・口振・納入先の詳細が表示され

ます。

振込・口振・納入先の変更または削除については、「振込・口振・納入

先の変更／削除」をご参照ください。 



4. 「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、受取人名、手数料を入力し、［登録］ボタ

ンをクリックしてください。 

［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。

登録名はお客さま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（口振の場合は「預金者名」、納入の場

合は「市区町村名」）」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を

登録しておくと便利です。 



5. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

トランザクション認証番号を入力し、［認証］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[6.]へお進みください。 

6. 「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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①金融機関名（カナ）

②支店コード-科目コード-口座番号

③受取人名（カナ）

④EDI情報／顧客コード

が同じであることを確認し、入力してください。

［振込（口座振替・納入）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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。振込・口振・納入先を登録する取引種別に

応じ、［総合振込］［給与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービス］ボタンをク

リックしてください。 

データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

振込・口振・納入先の変更／削除

登録した振込・口振・納入先情報を変更・削除することができます。 



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［振込先マスタの管理（登録・変更・削除）］ボタンをクリックしてください。 

※以下は総合振込サービスの操作例です。

振込・口振・納入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・口振・納入先の登録

• 振込・口振・納入先ファイル取込

振込・口振・納入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



3. 「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。 

登録されている振込・口振・納入先を選択し、［削除］ボタンをクリック

すると、振込・口振・納入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、チェックした振込・口振・納

入先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・口振・納入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（口振先口座・納入先）

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（口振先口座・納入先）は、金

融機関または支店が既に廃止または異動されています。

振込・口振・納入先の新規登録については、「振込・口振・納入先の登

録」をご参照ください。 



4. 「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し、［変更］ボタンをクリックしてください。 

［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。 



5. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

トランザクション認証番号を入力し、［認証］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[6.]へお進みください。 

6. 「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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①金融機関名（カナ）

②支店コード-科目コード-口座番号

③受取人名（カナ）

④EDI情報／顧客コード

が同じであることを確認し、入力してください。



データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

※以下は総合振込の画面例です。

総振・給振・口振・納入先情報の照会

総振・給振・口振・納入データ作成時に、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・口振・納入先情報を照会することができます。 



総振・給振・口振・納入データの一時保存

総振・給振・口振・納入データ作成時に、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。 



総振・給振・口振・納入データの編集

各業務の「作業内容選択」画面から［作成中振込（口振・納入）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、総振・給振・口振・納入データを修

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 

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」をご参照下さい。 



総振・給振・口振・納入データの印刷

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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。振込・口振・納入先ファイルを取込する取引

種別に応じ、［総合振込］［給与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービス］ボ

タンをクリックしてください。 

データ作成時の便利機能

総振・給振・口振・納入データ作成時に、検索条件としてご利用いただける振込・口

振・納入先の登録／変更／削除、およびグループ名の登録・グループの編集を行う

ことができます。また、総振・給振・口振・納入データの照会・一時保存・データの編

集・データの印刷、振込・口振・納入先情報の取込・出力を行うことができます。 

振込・口振・納入先ファイル取込

ファイル取込により振込・口振・納入先を一括して更新することができます。

※以下は総合振込の操作例です。



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［その他管理］ボタンをクリックしてください。 

3. 「振込先管理作業内容選択」画面が表示されます。

［マスタ登録　「ファイル取込」］ボタンをクリックしてください。 

振込・口振・納入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・口振・納入先の登録

• 振込・口振・納入先の変更／削除

振込・口振・納入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



4. 「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、登録支払金額、所属グループ

を選択し、総合振込の場合は手数料を選択して、［ファイル登録］ボタンをクリックし

てください。 

5. 「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。 

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・口振・納入先を取り除き、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。 



6. 「トランザクション認証」画面が表示されます。

トランザクション認証番号を入力し、［認証］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[7.]へお進みください。 

7. 「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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①登録件数合計

②該当明細件数１

③振込先口座情報１

④該当明細件数２

⑤振込先口座情報２

が同じであることを確認し、入力してください。



1. ［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、地方税納入サービス）から承認する取引をチェックし、［承認］ボ

タンをクリックしてください。 

承認

承認権限を持つ利用者が、各サービスで確定された取引の依頼内容を確認し、取

引の承認を行うことができます。

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。 

依頼データの承認（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地方税納入

サービス）

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。

既に同一振込（取引種別、委託者コード、振込指定日・件数、支払金額合計が同一）

が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。 内容をご確認後、お取

引を継続する場合は「取引を継続する」にチェックしてください。 

複数の取引をチェックすると、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、承認待ちの取引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。 



2. 「内容確認［総合振込（給与・賞与振込／口座振替／地方税納入サービス）］」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トランザクション認証番号を入力し、［承

認実行］ボタンをクリックしてください。 

※以下は総合振込の操作例です。



3. 「承認結果［総合振込（給与・賞与振込／口座振替／地方税納入サービス）］」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。 

トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トランザクショ

ン認証用トークンに表示される

①取引種別

②振込指定日

③支払件数合計

④支払金額合計

が同じであることを確認し、入力してください。

［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。

複数の取引をチェックした場合は、［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。

［ソフトウェアキーボードを開く］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。 

複数の取引をチェックし、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。 



1. ［データ伝送サービス］メニューをクリックしてください。

「メニュー選択」画面が表示されます。照会する取引種別に応じ、［総合振込］［給

与・賞与振込］［口座振替］［地方税納入サービス］ボタンをクリックしてください。 

データ伝送履歴照会

一定期間に取引された総振・給振・口振・納入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、データ伝送サービス（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、地

方税納入サービス）の取引となります。

データ伝送履歴照会

お取引の詳細や履歴を照会することができます。

お取引の明細は、操作日より70日前まで照会することができます。 

※以下は総合振込の操作例です。



2. 「作業内容選択」画面が表示されます。

［データ伝送履歴照会］ボタンをクリックしてください。 

3. 「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。 

［カレンダーを表示］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。 



4. 「取引履歴照会結果」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。 

［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。 


