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総 合 振 込 

企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行
うことができます。 

手順1 業務を選択 
「一括データ伝送サービス」 
メニューをクリックしてくだ 
さい。続いて業務選択画面が 
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。 

総合振込 
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手順2 作業内容を選択 

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

※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 
※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を開始できます。 
※「振込ファイル受付」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を開始できます。 
※「作成中振込ファイルの削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを削除できます。 
※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 
※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。 
※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 
※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。 
※「振込先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除
が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。

振込データの新規作成 
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1234567 テスト口座 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

0101123456 

振込指定日 

支払口座 

次へ

手順3 振込指定日・決済口座情報入力 

振込指定日・決済口座情報入 
力が表示されます。「振込指 
定日」（任意で「取引メモ」） 
を入力し、支払口座一覧から 
支払口座を選択後、「次へ」ボ 
タンをクリックしてください。 

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日） 

委託者名 
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手順4 振込先口座指定方法を選択 

                                  振込先口座指定方法選択画面 
が表示されます。 
振込先一覧登録済の振込先の 
場合は、「総合振込先口座一 
覧から選択」ボタンをクリッ 
クし、手順5-1へお進みくださ 
い。 

                                  はじめての振込先の場合は、 
                                  「新規に振込先口座を入力」 

ボタンをクリックし、手順5- 
2へお進みください。 

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。 
 選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。  
※「総合振込金額CSVファイル取込」（ビジネスIBのみの機能）ボタンをクリックすると、総合振込の金額ファイルにより、振込先
と金額を指定できます。  
※「他業務の登録振込先口座から選択」「振込振替先一覧」や「給与・賞与振込先口座一覧」から振込先を選択できます。 また「給 
 与・賞与振込金額CSVファイル読込」（ビジネスIBのみの機能）ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額CSVファイルに 
より振込先と金額を指定できます。 

総合振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力 
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手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録振込先口座選択画面が表 
示されます。登録振込先一覧か 
ら振込先をチェックし、「次へ」 
ボタンをクリックして、手順6 
へお進みください。

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。 

登録振込先一覧 

次へ
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次へ

振込先情報 

振込先登録 

手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力） 

新規振込先口座入画面が 
表示されます。振込先情 
報・振込先登録（表参照） 
を入力し、「次へ」ボタン 
をクリックしてください。 



7 

入力項目 入力内容 

振込先情報

金融機関名 ・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。 

支店名 ・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。 
科目 ・科目を選択してください。 
口座番号 ・半角数字7桁以内で入力してください。 
受取人名 ・半角30文字以内で入力してください。 
登録名 ・全角30文字以内[半角可]で入力してください。 

EDI情報／ 
顧客コード 

・EDI情報は半角20文字以内で入力してください。 
・EDI情報（XML対応形式）は半角5000文字以内[全角可]で入力してください。 
・顧客コード1／2は半角数字10桁以内で入力してください。 

補助画面から
EDI入力 

補助画面からEDI情報（XML対応形式）を入力することができます。 

支払金額 ・半角数字10桁以内で入力してください。 

手数料 
・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。
・「先方負担（指定金額）」は半角数字4桁以内で入力してください。 

振込先登録
振込先登録 ・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。 
所属グループ ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 
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手順6 支払金額を入力 

支払金額入力画面が表示さ 
れます。「支払金額」「手数 
料」を入力し、「金額入力終 
了」ボタンをクリックしてく 
ださい。 

※「修正」ボタンをクリックすると、手順5-2に戻り、振込先の情報を修正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、手順4に戻り、振込先を追加することができます。 
※「支払い金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新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。 

支払金額 

手数料 

金額入力終了
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手順7 内容確認 

内容確認[画面入力]画面 
が表示されます。「承認 
者」を選択し、「確定」ボ 
タンをクリックしてくだ 
さい。 

本店営業部（101）普通 1234567

0101123456 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ 

承認者 

確定



10 

※「取引・決済口座情報の修正」ボタンをクリックすると、決済口座情報修正画面にて、取引・決済口座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、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。 
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力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。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、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。 



11 

手順8 確定 

                                                                     確定結果[画面入力]画面が 
表示されますので、確定結果 
をご確認ください。 

※「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。 

本店営業部（101）普通 1234567 

0101123456 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ 確定結果 



12 

給与・賞与振込 

給 与 ・ 賞 与 振 込 

企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができま
す。 

手順1 業務を選択 

「一括データ伝送サービス」 
メニューをクリックしてくだ 
さい。続いて業務選択画面が 
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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手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示され 
                                  ますので、「給与振込データの 

新規作成」または「賞与振込 
データの新規作成」ボタンを 
クリックしてください。

※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 
※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の取引を開始できます。 
※「振込ファイル受付」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の取引を開始できます。 
※「作成中振込ファイルの削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルの削除ができます。 
※「振込データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、取引履歴を照会できます。 
※「振込データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。 
※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 
※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先口座の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。 
※「振込先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、振込先グループの新規登録や登録振込先グループの変更、削除
が可能です。また、登録振込先の構成情報をファイルに出力できます。 

給与振込データの新規作成

賞与振込データの新規作成
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1234567  テスト口座

0101123456
ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

振込指定日 

委託者名 

次へ

支払口座一覧 

手順3 振込指定日・決済口座情報を入力 

振込指定日・決済口座情報入 
力画面が表示されます。「振
込指定日」（任意で「取引メ
モ」）を入力し、支払口座一覧
から支払口座を選択後、「次
へ」ボタンをクリックしてく
ださい。 

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日） 
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手順4 振込先口座指定方法を選択 

振込先口座指定方法選択画 
                                    面が表示されます。 
                                                                     振込先一覧登録済の振込先 

の場合は、「給与・賞与振込 
先口座一覧から選択」ボタン 
をクリックし、手順5-1へお 
進みください。 
はじめての振込先の場合は、 
「新規に振込先口座を入力」 
ボタンをクリックし、手順 
5-2へお進みください。 

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。 
選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。  
※「給与・賞与振込金額CSVファイル取込」（ビジネスIBのみの機能）ボタンをクリックすると、給与・賞与振込の金額ファイルに
より、振込先と金額を指定できます。  

給与・賞与振込先口座一覧から選択

新規に振込先口座を入力 
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手順5-1 振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

                                  登録振込先口座選択画面が表 
示されます。登録振込先一覧 
から振込先をチェックし、「次 
へ」ボタンをクリックして、 
手順6へお進みください。 

※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。 

登録振込先一覧 

次へ
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手順5-2 振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表 
示されます。振込先情報・振込 
先登録（表参照）を入力し、「次 
へ」ボタンをクリックしてくだ 
さい。

入力項目 入力内容 

振込先情報

金融機関名 ・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。

支店名 ・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。 

科目 ・科目を選択してください。 
口座番号 ・半角数字 7桁以内で入力してください。 
受取人名 ・半角 30 文字以内で入力してください。 
登録名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 
社員番号 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。 
所属コード ・半角数字 10 桁以内で入力してください。 

支払金額 ・半角数字 10 桁以内で入力してください。 

振込先登録
振込先登録 ・振込先を登録する場合は、「振込先に登録する」をチェックしてください。 

所属グループ ・振込先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

振込先情報 

振込先登録 

次へ
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手順6 支払金額を入力

支払金額入力画面が表示さ 
れます。「支払金額」を入力 
し、「金額入力終了」ボタン 
をクリックしてください。 

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、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、入力項目を未入力状態に更新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。 

支払金額 

金額入力終了 
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手順7 内容確認 

内容確認[画面入力]画面 
が表示されます。「承認 
者」を選択し、「確定」ボ 
タンをクリックしてくだ 
さい。 

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

0101123456                                 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

承認者 

確定
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※「取引・決済口座情報の修正」ボタンをクリックすると、決済口座情報修正画面にて、取引・決済口座情報を修正することができ
ます。 

※「給与（賞与）振込へ切替」ボタンをクリックすると、決済口座情報修正画面にて、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、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。 
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力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。 
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、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。 
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手順8 確定

                                                                      確定結果[画面入力]画面が 
表示されますので、内容を 
ご確認ください。 

※「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。 

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

0101123456                                 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ
確定結果 
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口座振替

資金回収

地銀自動会計

口座情報および、日付、金額を指定した取引先金融機関より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を
行うことができます。 

手順1 業務を選択 

                                                                      「一括データ伝送サービ 
ス」メニューをクリックし 
てください。続いて業務選 
択画面が表示されますので、 
「口座振替」「資金回収」 
「地銀自動会計」のいずれ 
かのボタンをクリックして 
ください。 

 口 座 振 替（資金回収） 
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手順2 作業内容を選択

                                                                   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。 

※「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 
※「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。 
※「請求ファイル受付」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。 
※「作成中請求ファイルの削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを削除できます 
※「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 
※「請求データの月別・日別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。 
※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 
※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。 
※「請求先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録や登録請求先グループの変更、削除
が可能です。また、登録請求先の構成情報をファイルに出力できます。 
※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。 

請求データの新規作成 
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1234567 テスト口座   

0101123456     

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾃｽﾄﾌﾘｺﾐ      

引落指定日 

入金口座一覧 

委託者名 

次へ

手順3 引落指定日・入金先情報を入力 
                                                                     引落指定日・入金先情報入力 

画面が表示されます。 
「引落指定日」（任意で「取引 
メモ」）を入力し、入金口座 
一覧から入金口座を選択後、 
「次へ」ボタンをクリックし 
てください。 

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は請求データ作成日） 

手順4 請求先口座指定方法を選択 

請求先指定方法選択画面が表 
示されます。 
請求先一覧登録済の請求先の 
場合は、「請求先口座一覧から 
選択」ボタンをクリックし、 
手順5-1へお進みください。 
はじめての請求先の場合は、 
「新規に請求先口座を入力」ボ 
タンをクリックし、手順5-2へ 
お進みください。 

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所
属させている全口座を請求先として指定します。 
※「金額ＣＳＶファイルの取込」（ビジネスIBのみの機能）ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金
額を指定できます。  

請求先口座一覧から選択 

新規に請求先口座を入力 
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手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）

登録請求先口座選択画面が表 
示されます。登録請求先一覧か 
ら請求先をチェックし、「次へ」 
ボタンをクリックし、手順6へ 
お進みください。 

登録請求先一覧 

次へ

※請求先を追加する際、登録されてい
る引落金額をコピーして使用する場合
は、「登録引落金額を使用する」を選択
してください。 
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手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）

                                                                    新規請求先口座入力画面が表 
示されます。請求先情報・請 
求先登録（表参照）を入力し、 
「次へ」ボタンをクリックし、 
手順6へお進みください。 

入力項目 入力内容 

請求先情報

金融機関名 ・「金融機関名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索することができます。

支店名 ・「支店名を検索」ボタンをクリックすると、文字ボタンで支店を検索することができます。 

科目 ・科目を選択してください。 
口座番号 ・半角数字7桁以内で入力してください。 
預金者名 ・半角30文字以内で入力してください。 
登録名 ・全角30文字以内[半角可]で入力してください。 
顧客番号 ・半角20文字以内で入力してください。 
引落金額 ・半角数字10桁以内で入力してください。 

請求先登録
請求先登録 ・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。 
所属グループ ・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 

請求先情報 

請求先登録 

次へ
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引落金額 

金額入力終了 

手順6 引落金額を入力

                                                                  引落金額入力画面が表示されま 
す。「引落金額」を入力し、「金 
額入力終了」ボタンをクリック 
してください。 

※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、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、入力項目を未入力状態に更新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。
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承認者 

確定

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座    

0101123456   

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ       

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表 
示されます。「承認者」を選択 
し、「確定」ボタンをクリック 
してください。 

※「取引・入金口座情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・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、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。 
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力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。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、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。  
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本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

0101123456     

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ     

確定結果 

手順8 確定

確定結果[画面入力]画面が表 
示されますので、確定結果をご 
確認ください。 

※「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。 
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個人住民税（地方税）納付

企業が持つ預金口座から、各社員の市町村税納付情報および、日付、金額を指定し、代行納付を行うこと
ができます。 
手順1 業務を選択 

「一括データ伝送サービ 
ス」メニューをクリックし 
てください。続いて業務選 
択画面が表示されますので、 
「個人住民税（地方税）納
付」のボタンをクリックし 
てください。 

 個 人 住 民 税 (地 方 税) 納 付 
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納付データの新規作成 

手順2 作業内容を選択 

                                                                     作業内容選択画面が表示さ 
れますので、「納付データの 
新規作成」ボタンをクリック 
してください。 

※「作成中納付データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。 
※「過去の納付データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、地方税納付の取引を開始できます。 
※「納付ファイル受付」ボタンをクリックすると、納付ファイルの指定により、地方税納付の取引を開始できます。 
※「作成中納付ファイルの削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった納付ファイルの削除ができます。 
※「納付データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 
※「納付データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。 
※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。 
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。 
※「納付先の管理」ボタンをクリックすると、納付先の新規登録や、登録納付先の変更、削除が可能です。 
※「納付先グループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、納付先グループの新規登録や登録納付先グループの変更、削除
が可能です。また、登録納付先の構成情報をファイルに出力できます。
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支払口座一覧 

次へ

特別徴収義務者の所在地 

1011234567 委託者コード 

委託者名 

1234567 テスト口座 

納付先一覧から選択 

新規に納付先を入力 

手順3 指定日・決済口座情報を入力 
指定日・決済口座情報入力画 
面が表示されます。 
「特別徴収義務者の所在地」 
「委託者名」（任意で「納付月 
（指定日）」「取引メモ」）を 
入力し、支払口座一覧から支 
払口座を選択後、「次へ」ボ 
タンをクリックしてくださ 
い。 

※取引メモが未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は納付データ作成日） 

手順4 納付先指定方法を選択

                                                                     納付先指定方法選択画面が 
                                                                     表示されます。 
                                                                     納付先一覧登録済の納付先 

の場合は、「納付先一覧から 
選択」ボタンをクリックし、 
手順5-1へお進みください。 
はじめての納付先の場合は、 
「新規に納付先を入力」ボタ 
ンをクリックし、手順5-2へ 
お進みください。 

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、納付先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所
属する全納付先を指定します。 
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次へ

登録納付先一覧 

手順5-1 納付先を選択（登録納付先選択）

登録納付先選択画面が表示さ 
れます。登録納付先一覧から納 
付先をチェックし、「次へ」ボ 
タンをクリックして、手順6へ 
お進みください。 

※納付先を追加する際、登録されてい
る給与税納付件数、給与税納付金額を
コピーして使用する場合は、「登録納
付件数、金額を使用する」を選択して
ください。 
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次へ

納付先情報 

納付先登録 

手順5-2 納付先を選択（新規納付先入力）

新規納付先入力画面が表示さ 
れます。納付先情報・納付先 
登録（表参照）を入力し、「次 
へ」ボタンをクリックして、 
手順6へお進みください。 

入力項目 入力内容 

納付先情報 

市区町村コード ・半角数字 6桁で入力してください。 
市区町村名 ・半角 15文字以内で入力してください。 
登録名 ・全角 30文字以内[半角可]で入力してください。 
指定番号 ・半角 15文字以内で入力してください。 
異動 ・「あり」または「なし」を選択してください。 

給与税 
・「給与税納付件数」は半角数字 5桁以内で入力してください。 
・「給与税納付金額」は半角数字 9桁以内で入力してください。 

退職税 

・「人員」は半角数字 3桁以内で入力してください。 
・「支払金額」は半角数字 10桁以内で入力してください。 
・「市区町村民税」は半角数字 9桁以内で入力してください。 
・「都道府県民税」は半角数字 9桁以内で入力してください。 

納付先登録 
納付先登録 ・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。 
所属グループ ・納付先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。 
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金額入力終了 

給与税情報 

退職税情報 

手順6 納付金額を入力

                                                                    納付金額入力画面が表示され 
ます。給与税情報・退職税情 
報を入力し、「金額入力終了」 
ボタンをクリックしてくださ 
い。 

※「納付先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、納付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、入力項目を未入力状態に更新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。
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確定

承認者 

1011234567

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

手順7 内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示さ 
れます。「承認者」を選択し、「確 
定」ボタンをクリックしてください。 

                                       ※「取引・決済口座情報の修正」ボタンをク 
リックすると、決済口座情報修正画面にて、 
取引・決済口座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、 
納付金額入力画面にて、明細を修正するこ 
とができます。 

                                                                              ※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コ 
メント」を入力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。 

                                                                              ※「確定して承認へ」ボタンをクリックする 
と、承認権限のあるユーザが、自身を承認 
者として設定した場合に、続けて納付デー 
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。 
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確定結果 
本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

1011234567     

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ  

手順8 確定

確定結果[画面入力]画面が表 
示されますので、確定結果を 
ご確認ください。 

※「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。 
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総合振込～
個人住民税納付 

過去の振込（請求・納付） 
データからの作成

過去の取引を再利用して取引を開始できます。また、”切替済み”の取引も再利用できます。 
手順1 業務を選択 

「一括データ伝送サービス」 
メニューをクリックしてくだ 
さい。 
続いて業務選択画面が表示さ 
れますので、「総合振込」～「個 
人住民税納付」のいずれかの 
ボタンをクリックしてくださ 
い。 

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示さ 
れますので、「過去の振込（請 
求・納付）データからの作成」 
ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

過去の取引データからの作成 
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過去取引一覧 

再利用 

手順3 過去取引を選択

                                                                                     過去取引選択画面が表示されます。 
過去取引一覧から再利用する過去取 
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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本店営業部（101）普通 1234567 

0101123456            

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ           

確定

承認者 

手順4 内容確認 

内容確認[画面入力]画面が表 
示されます。「承認者」を選択 
し、「確定」ボタンをクリック 
してください。 

                                                                                     ※「取引・決済口座情報の修正」ボ 
                                            タンをクリックすると、決済口座 

情報修正画面にて、取引・決済口 
座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、支払金額入力画面にて、 
明細を修正することができます。 
※承認者へのメッセージとして、任 
意任意で「コメント」を入力する 
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。 
※「確定して承認へ」ボタンをクリ 
ックすると、承認権限のあるユー 
ザが、自身を承認者として設定し 
た場合に、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。 
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手順5 確定

                                                                     確定結果[画面入力]画面が 
表示されますので、確定結果 
をご確認ください。 

※「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。 

本店営業部（101）普通 1234567 

0101123456 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ 確定結果 
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総合振込～
個人住民税納付 

振込（請求・納付） 
ファイル受付

振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。 
手順1 業務を選択 

「一括データ伝送サービス」 
メニューをクリックしてくだ 
さい。 
続いて業務選択画面が表示さ 
れますので、「総合振込」～「個 
人住民税納付」のいずれかの 
ボタンをクリックしてくださ 
い。 

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示さ 
れますので、「振込（請求・ 
納付）ファイル受付」ボタン 
をクリックしてください。 

ファイル受付 
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ファイルを選択 

ファイル受付 ファイル受付 

手順3 振込ファイルを選択 

新規ファイル受付画面が表示さ 
れます。「ファイルを選択」ボタ 
ンをクリックし、受付ファイル 
を選択してください。（任意で 
「取引メモ」）ファイル形式を選 
択後、「ファイル受付」ボタンを 
クリックしてください。
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手順 4 内容確認

内容確認[ファイル受付]画面が表 
示されます。ファイル内容をご確認 
のうえ、「確定」ボタンをクリック 
して手順5へお進みください。

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。 
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データ
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。  

確定

承認者 

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

0101123456

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

ファイル内容 
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ファイル内容 

本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座

0101123456

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ

手順5 確定 

確定結果[ファイル受付]画面が表示
                                                              されますので、ファイル内容をご確 

認ください。

※「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。 
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総合振込～
個人住民税納付 

振込（請求・納付）データの 
取引状況照会

過去に行った取引の状況を照会できます。 

●取引状況照会 
伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。 

手順1 業務を選択 
「一括データ伝送サービス」メニュ 
ーをクリックしてください。 
続いて業務選択画面が表示されま 
すので、「総合振込」～「個人住民
税納付」のいずれかのボタンをクリ 
ックしてください。 

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されます 
ので、「振込（請求・納付）データ 
の取引状況照会」ボタンをクリック 
してください。 

取引状況の照会 
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テストユーザーテストユーザー

テストユーザー テストユーザー

明細照会 

手順3 取引を選択

取引一覧（伝送系）画面が表示さ 
れます。 
取引一覧から照会する取引を選 
択し、「明細照会」ボタンをクリ 
ックしてください。

※「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。 

                                                                                 ※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。
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照会結果 

本店営業部（‘101） 普通 123467 テスト口座

01011234567 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ 

手順4 照会結果

取引状況照会結果画面が表示さ 
れますので、照会結果をご確認く 
ださい。 

                                                                                  ※総合振込の場合、取引情報に拡張EDI 
データが含まれる場合は「照会」ボタ 
ンが表示されます。「照会」ボタンを 
クリックすると、EDI情報詳細画面が 
ポップアップ表示されます。 
※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。 
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総合振込～
個人住民税納付 

振込（請求・納付）データの 
日別・月別状況照会

●受付状況照会

日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

手順1 業務を選択 
「一括データ伝送サービス」メニュ 
ーをクリックしてください。 
続いて業務選択画面が表示されま 
すので、「総合振込」～「個人住民
税納付」のいずれかのボタンをクリ 
ックしてください。 

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されます 
ので、「振込（請求・納付）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。 
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日別受付状況照会 

月別受付状況照会 

照会結果 

手順3 取引状況照会方法を選択

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。 

手順4 照会結果

日（月）別受付状況照会結果 
画面が表示されますので、照会 
結果をご確認ください。 

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日（月）を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。 
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振込振替 

承認待ちデータの引戻し 

承認待ちの取引を引戻しすることができます。（ビジネスIBのみの機能） 
※「振込振替」の場合は、手順1-1へお進みください。 
※「データ伝送」の場合は、手順2-1へお進みください。 

手順1-1 業務を選択 
「振込振替」メニューをクリック 
してください。続いて業務選択画 
面が表示されますので、「振込振 
替」ボタンをクリックしてくださ 
い。 

手順1-2 作業内容を選択

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。

⇒手順3へお進みください。

承認待ちデータの引戻し 
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総合振込～
個人住民税納付 

承認待ちデータの引戻し 

手順2-1 業務を選択 
「一括データ伝送サービス」 
メニューをクリックしてくだ 
さい。 
続いて業務選択画面が表示さ 
れますので、「総合振込」～「個 
人住民税納付」のいずれかの 
ボタンをクリックしてくださ 
い。 

手順2-2 作業内容を選択
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。 

⇒手順3へお進みください。 
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取引一覧 

引戻し 

01011234567

本店英業務（101）普通 1234567 テスト口座

01011234567

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐｺｳｻﾞ 引戻し内容 

実行 

01011234567

本店英業務（101）普通 1234567 テスト口座

01011234567

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐｺｳｻﾞ 引戻し内容 

実行 

手順3 取引を選択 

引戻し可能取引一覧画面が表 
示されます。 
取引一覧から対象の取引を選 
択し、「引戻し」ボタンをクリ 
ックしてください。

手順4 引戻し内容を確認

引戻し内容確認画面が表示されます。 
引戻し内容をご確認のうえ、「実行」ボ 
タンをクリックしてください。

※総合振込の場合、取引情報に拡張EDIデータが 
含まれる場合は「照会」ボタンが表示されます。 
「照会」ボタンをクリックすると、EDI情報詳 
細画面がポップアップ表示されます。 
※「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。
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本店営業部（101） 普通 1234567 テスト口座 

0101123456 

ﾃｽﾄｺｳｻﾞﾌﾘｺﾐﾃｽﾄ 引戻し結果 

手順5 完了

引戻し結果画面が表示されます。 
引戻し結果をご確認ください。 

※「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。 
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＜［ビジネスＩＢ］専用機能＞ 一般ファイル伝送

当行所定のフォーマットファイルを送受信することができます。

●ファイル送信

手順１ 業務を選択

トップメニューで

「一般ファイル伝送」を選択します。

続いて業務選択画面で

当該サービスを選択してください。

手順２ サービスを選択

送信するサービスをサービス情報

から選択し、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。

手順３ 送信ファイルを選択

ファイル選択画面が表示されます。 

『ファイルを選択』ボタンをクリック

し、「送信ファイル名」を設定後、

「次へ」ボタンをクリックしてください。

サービス情報

［ビジネスＩＢ］専用機能

送信ファイル名
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手順４ 送信ファイル内容を確認

ファイル容確認画面が表示されます。

ファイル情報と取引内容を確認後、

「承認者」を指定し、「確定」ボタ

ンをクリックしてください。

手順５ 確定

ファイル確定結果画面が表示さ

れます。

確定結果をご確認ください。

承認者

送信ファイル情報・取引内容

確定結果

※
※「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
※
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手順６ 承認

データを確定した後、振込データは「承認待ち」の状態となります。 

振込データは承認者による「承認」が実行されて送信完了となります。

●ファイル受信

手順１ 業務を選択

トップメニューで

「一般ファイル伝送」を選択します。

業務選択画面で

当該サービスを選択してください。

手順２ サービスの選択

画面は口座振替結果を例に表示

します。

サービス情報を選択し、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

サービス情報

［ビジネスＩＢ］専用機能
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手順３ 受信ファイルを確認

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。

手順４ 受信完了

受信完了画面が表示されます. 
照会結果をご確認下さい。

サイクルコード

照会結果

※

※ 当該サービスの受信が当日に何回目かを指定する番号（半角数字２桁）。

初期値「０１」が入っています。

※

※１

※２

口座振替結果受信（一般ファイル伝送）

※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

※１ ファイル形式を選択し「ファイル取得」をクリックすると、ファイル保存ダイアログが表示され、

選択したファイル形式、指定したファイル名で保存することができます。
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●伝送状況照会 

手順１ 業務を選択

トップメニューで

「一般ファイル伝送」を選択します。

続く業務選択画面で

当該サービを選択してください。

手順２ サービスを選択

画面は総合振込を例に表示します。

送信（受信）サービス選択画面が

表示されます。

当該のサービス情報を選択し、「伝

送の状況照会」ボタンをクリック

してください。

伝送の状況照会

［ビジネスＩＢ］専用機能
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手順３ 取引を選択

手順4 照会結果

送信（受信）内容照会画面が表示

されます。

照会結果を確認してください。

※送信一覧画面か           ら「照会」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボタンは表示されませんので、送信内容照会画面にて

照会結果をご確認ください。   

※業務選択画面において、「入出金明細照会」～「任意ファイルによる受信」ボタンをクリックした場合は、「ファイル取得」ボ

照会結果

絞り込み条件を入力し､｢絞り込み｣

ボタンをクリックすると取引一覧に

条件を満たす取引が表示されます。

取引一覧から照会したい取引を選択

し、「照会」ボタンをクリックします。

手順４ 照会結果

業務選択画面において、受信業務を選択された場合は、「ファイル取得」ボタンが表示されます。

ファイル取得されたい場合は、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。

※

絞り込み

照会

※「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


