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業務の流れ 

お申込口座は当金庫にて登録済みです。 

 

ご注意 ： 画面は、実際の画面とは異なります。 

≪P.1≫ 代表口座・利用口座のうち、指定した口座の残高

照会を行います。（複数口座指定可能） 

代表口座・利用口座から資金移動先口座（振替先

口座や振込先口座）に、資金移動を行います。 

・資金移動日を指定することもできます。 

・都度振込先口座の登録を行うこともできます。 

≪P.2≫ 

≪P.1≫ 代表口座・利用口座のうち、指定された１口座の

入出金明細照会を行います。 

資金移動と資金移動予約取消の取引履歴の照会

を行います。 

都度指定にて新規登録、修正、削除等を行います。 

≪P.9≫ ≪P.7≫ 

資金移動予約の照会や取消を行います。 

≪P.8≫ 

事前処理 

日常処理 
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１．残高照会 

① 残高照会を行う口座を選択します。 

a. 口座を選択してください。 

※ 複数同時に選択することができます。 

b. 登録してある口座全ての照会を行う場合は、 

全選択 をクリックしてください。 

c. 選択後、実行 をクリックしてください。 

 

 

② 選択した口座の残高照会結果が表示されます。 

※ 画面表示結果を印刷して残す場合はブラウザの印刷ボタン 

       [メニュー]をご利用願います。 

※ ご利用のサービスが終了してから別のサービスをご利用になる場

合は、画面上部のメニューフレームのボタンよりご利用サービスを

選択してください。 

 

 

２．入出金明細照会 

① 入出金明細照会を行う口座と照会範囲を選択します。 

a. 口座を１つ選択してください。 

b. 照会範囲の指定を行ってください。 

指定した範囲の入出金データが対象となります。 

・週単位指定 当月の第 1 週～第 6 週（月曜日～日曜日）の

いずれかを選択 

・月単位指定 当月又は先月を選択 

・日指定 照会範囲の開始(From)と終了(To)を選択 

c. 選択後、実行 をクリックしてください。 

 

 

② 選択した口座の入出金明細結果が表示されます。 

a. 入出金明細結果を CSV形式で保存する場合はファイル出力を 

クリックしてください。 

 CSV形式とは、各項目を[カンマ]で区切ったファイル形式です。 

 明細件数を問わず、全ての明細が 1 ファイルとして保存できます。 

b. 入出金明細結果を印刷される場合は印刷をクリックしてください。 

 

 

 

１.                                

a. 

c. 

b. 

a. 

c.   b. 

a. 

b. 
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３．資金移動 

① 支払元口座を選択します。 

a. 支払元口座を１つ選択してください。 

b. 次へ をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

② 資金移動先口座を選択します。 

未登録の資金移動先口座（当庫）を選択 ⇒⑤へ 

未登録の資金移動先口座（他金融機関）を選択 ⇒③へ 

総合振込、給与・賞与振込で利用の口座を検索 ⇒⑦へ 

口座番号・口座名義人を指定して口座を検索 ⇒⑨へ 

直近２ヶ月以内の資金移動履歴から口座を検索 ⇒⑩へ 

都度指定口座(法人 IBから登録)のみ表示 ⇒⑪へ 

事前登録口座(当庫にて登録)のみ表示 ⇒⑫へ 

登録済の口座（表示された口座）から選択  

⇒左画像内の選択をクリックし⑭へ 

※ 資金移動先口座が 20 件を超える場合は、次ページ または 

前ページ で別口座を参照できます。 

※ 状態が「利用不可」の口座は選択できません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

③ 資金移動先金融機関を検索します。 

a. 金融機関種類を選択してください。 

・銀行 都市銀行、地方銀行、 

第二地方銀行、外国銀行等 

・信用金庫 信用金庫、信金中央金庫 

・信用組合・商工中金 信用組合、商工組合中央金庫 

・ゆうちょ銀行・その他 ゆうちょ銀行、労働金庫、農業協同

組合等 

b. 該当する金融機関の頭文字を選択してください。 

※ 金融機関の頭文字がアルファベットの場合、英数ボタンを押して 

ください。 

 

④ 選択した頭文字に該当する金融機関が表示されます。 

a. 資金移動先の金融機関を選択してください。 

b. 次へ をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

a. 

b. 

a. 

b. 

b. 

a. 
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⑤ 資金移動先金融機関の支店を検索します。 

該当する支店の頭文字を選択してください。 

※ 英数字の支店名称を検索する場合は、英数 をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

⑥ 選択した頭文字に該当する支店が表示されます。 

a. 資金移動先の支店を選択してください。 

b. 次へ をクリックしてください。 

⇒⑬へ 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑦ 口座マスタ検索条件を選択します。 

a. 対象マスタ、検索種別、条件を選択・入力してください。 

b. 次へ をクリックしてください。 

※１ 対象マスタは「受取人マスタ」と「従業員マスタ」です。 

※２ 検索種別による各条件設定画面は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

b. 

全検索 検索用カナ名称（登録されたカナ字句） 

検索グループ（予め登録されたグループ） コード（受取人コード 1、2、従業員コード 1、2） 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 

a. 

b. 
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⑧ 検索された資金移動先口座が表示されます。 

選択をクリックしてお選びください。   ⇒⑭へ 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑨ 口座番号または口座名義人を指定して検索します。 

a. 口座番号または口座名義人を入力してください。 

b. 検索対象にチェックを入れてください。 

「資金移動、総合振込で利用の口座」 

資金移動先または総合振込先として登録されている

中から検索。 

「給与・賞与振込で利用の口座」 

                                        給与・賞与振込先として登録されている中から検索。 

c.検索をクリックしてください。 

検索結果が表示されましたら選択をクリックしてお選び

ください。   ⇒⑭へ 

 

※キャンセルをクリックすると検索せずに前画面に戻ります。 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑩ 直近 2 ヶ月の資金移動履歴から選択します。 

選択をクリックしてお選びください。  ⇒⑭へ 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑪ 都度指定口座のみ表示します。 

都度指定登録先(インターネットバンキング上でご登録さ

れた先)に絞って表示されます。 

選択をクリックしてお選びください。  ⇒⑭へ 

a. 

b. 

c. 
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⑫ 事前登録先のみ表示します。 

  事前登録先(書面にてご登録された先)に絞って表示さ

れます。 

選択をクリックしてお選びください。  ⇒⑭へ 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⑬ 選択した金融機関名・支店名が表示されます。 

a. 資金移動先口座情報の科目を選択してください。 

b. 口座番号を入力してください。 

c. 次へ をクリックしてください。 

※ 口座番号は、半角の数字でご入力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 資金移動情報を入力します。 

a. 支払金額を入力してください。 

b. 先方負担手数料を選択してください。 

・設定する 振込金額の自動計算を行います。 

・設定なし 振込金額の自動計算を行いません。 

c. 資金移動指定日を、当日～7営業日先の営業日のう

ちから選択してください。 

d. EDI 情報、振込依頼人、コメント欄は必要に応じて入

力してください。（左表を参照してください。） 

e. 入力完了 をクリックしてください。 

※ コメント欄は取引履歴照会に反映されますので覚え書きにご使用く

ださい。 

※ クリア をクリックすると入力した値を削除します。 

※ 入力項目にエラーがあると、エラー内容を表示します。その際、エラ

ーの内容によっては、エラー表示画面にボタンがない場合がありま

す。その場合は、ブラウザの戻るボタンをクリックして前画面にお戻

りください。 

 

a. 

ｃ. 

b. 

a. 
b. 

c. 

e. 

d. 

入力項目 入力可能文字 入力可能桁数 

EDI情報 半角英数、半角カタカナ大文字 

半角記号 ￥ 「 」 （ ） － ／ ． 

２０桁 

振込依頼人 ４８桁 

コメント欄 半角英数、半角カタカナ 

全角文字 

半角３０桁 

全角１５桁 
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⑮ 資金移動の確認画面が表示されます。 

支払元口座、資金移動先口座、金額、資金移動指定日・

予定日等に誤りが無いか確認してください。 

a. トークンをご利用の場合は取引認証モード(注)で表

示されたワンタイムパスワードを入力してください。 

トークンをご利用でない場合は利用者確認暗証番号

を入力してください。 

b. 送信 をクリックしてください。 

※１ キャンセル をクリックすると送信処理は行いません。 

※２ 振込指定日が休業日の場合、また当日を指定した１５：００以降

のお取引等、振込指定日と振込予定日が異なる場合があります。

必ず振込予定日を確認してください。 

(注)取引認証モードとは 

トークンに振込先の口座番号を入力することで、振込情報の改

ざんを防ぐ方式です。 

        ハードウェアトークンの場合は③を押してから振込先口座番号

を入力し、OKを押してください。 

        ソフトウェアトークンの場合は、画面下部の取引情報入力（この

ボタンが表示されていない場合は画面右上の三をタップしモード

切替を行ってください)をタップ。振込先口座番号を入力し、確定

をタップしてください。 

        お取引に必要なワンタイムパスワードが表示されます。 

 

 

⑯ 資金移動取引の受付が完了します。 

受付番号、状態が「処理完了」（予約の場合「受付完了」）

であることを確認してください。 

a. 引き続き資金移動を行なう場合は、了解 をクリック

してください。   ⇒①へ 

b. 未登録の資金移動先口座を入力し資金移動を行な

った場合、資金移動先口座登録 をクリックすると資

金移動先の口座を登録できます。 ⇒⑰へ 

c. 印刷される場合は印刷をクリックしてください。 

※ 状態でエラーが表示されていて内容がご不明の場合は、当金庫に

お問い合わせください。 

 

⑰ 資金移動先口座登録完了画面が表示され、都度資金移

動先が登録されます。 

引き続き資金移動を行なう場合は、了解 をクリックしてく

ださい。    ⇒①へ 

※ 登録できる資金移動先件数は、ファイル伝送（総合振込、給与･賞

与振込）をご契約の場合は、「受取人マスタ」「従業員マスタ」と合わ

せて 9999 件です。 

※ ⑭画面で先方負担手数料「設定する」を選択した時の振込金額の計算方法 

支払金額－先方負担手数料＝振込金額 

（相手に支払う金額）－（相手が持つ手数料）＝（実際に振込む金額） 

振込金額＋振込手数料＝合計支払金額 

（実際に振込む金額）＋（振込手数料）＝（支払元口座から引落される金額） 

※ ⑭画面で「設定なし」を選択した時は、先方負担手数料が 0 円で計算されるた

め、支払金額と振込金額は同じになります 

※。  

a.     b.   c. 

a. 

b. 
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４．資金移動予約照会・取消 

① 資金移動予約を照会する範囲を指定します。 

a. 検索の対象となる資金移動日の範囲を指定してくだ

さい。 

b. 予約取消  をクリックしてください。照会のみの場合は

結果照会をクリックしてください。 

 

 

 

 

② 資金移動予約の一覧が表示されます。 

a. 取消を行う予約取引を選択してください。 

b. 取消 をクリックしてください。 

※ 予約明細が 100 件を超える場合は、次ページ または、 

前ページ で予約明細が参照できます。 

 

 

 

 

 

③ 取消確認画面が表示されます。内容を確認してください。 

a. トークンをご利用の場合はワンタイムパスワードモー

ド（注）で表示されたワンタイムパスワードを入力して

ください。 

トークンをご利用でない場合は利用者確認暗証番号

を入力してください。 

b. 送信 をクリックしてください。 

印刷する場合は印刷をクリックしてください。 

⇒④へ 

※ キャンセル をクリックすると、取消を中断して②へ戻ります。 

       （注）ワンタイムパスワードモードとは 

        ３０秒毎に作成される使い捨てのパスワードによる認証です。 

        ハードウェアトークンの場合は①を押すとワンタイムパスワード

が表示されます。 

         ソフトウェアトークンの場合はアプリを起動するとワンタイムパ

スワードが表示されます。（カラーは赤です。） 

 

 

 

 

a. 

b. 

b. 

a. 

a. 

b. 
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④ 資金移動予約取消が完了しました。 

了解 をクリックすると②へ戻ります。 

印刷する場合は印刷をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 取引履歴照会  資金移動と資金移動予約取消の取引履歴の照会を行います。 

① 取引履歴を照会する期間を選択します。 

a. 取引履歴を照会する期間を選択してください。 

選択した範囲の取引が照会の対象となります。 

・週単位指定 当月の第 1～6 週のいずれかを選択 

・月単位指定 当月または先月を選択 

・日付指定 開始日と終了日を選択 

b. 選択後、実行 をクリックしてください。 

 

 

 

② 選択した期間の取引履歴が表示されます。 

印刷される場合は印刷をクリックしてください。 

※ 取引明細が１００件を超える場合は、次ページ または、 

前ページ で取引明細結果が参照できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

b. 
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６． 資金移動先口座情報（都度指定）編集 

① 資金移動先口座情報（都度指定）を編集します。 

登録新たに都度指定先の登録を行う ⇒②へ 

修正登録情報の修正を行う  ⇒③へ 

削除登録先を削除する  ⇒④へ 

印刷登録先一覧を印刷する  ⇒⑥へ 

外部ﾌｧｲﾙ入力 CSV形式で都度指定先を取込む⇒⑦へ 

※ 取込むファイルはあらかじめ用意しておく必要があります。 

 ⇒外部ファイル仕様≪別冊「共通機能」P4①-1≫の No.1～No.9 の情

報が必要となります。 

ファイル出力登録先を CSV 形式で出力する⇒⑨へ 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

② 都度指定登録を行います。 

a. 金融機関名の検索をクリックしてください。50音表が表

示されますので、金融機関種類を選択し、金融機関名

の一文字目をクリックしてください。金融機関候補が表

示されますので選択してください。 

b. 支店名の検索をクリックしてください。50 音表が表示さ

れますので、支店名の一文字目をクリックしてください。

支店候補が表示されますので選択してください。 

c. 登録口座の科目を選択してください。 

d. 登録口座の口座番号を入力してください(半角数字) 

e. 登録口座の口座名義を入力してください(半角ｶﾀｶﾅ) 

f. 登録をクリックしてください。 

g.  

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

③ 登録先の修正を行います。 

a. 金融機関名の検索をクリックしてください。50音表が表

示されますので、金融機関種類を選択し、金融機関名

の一文字目をクリックしてください。金融機関候補が表

示されますので選択してください。 

b. 支店名の検索をクリックしてください。50 音表が表示さ

れますので、支店名の一文字目をクリックしてください。

支店候補が表示されますので選択してください。 

c. 修正口座の科目を選択してください。 

d. 修正口座の口座番号を入力してください(半角数字) 

e. 修正口座の口座名義を入力してください(半角ｶﾀｶﾅ) 

f. 登録をクリックしてください。 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
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④ 登録先の削除を行います。 

a. 削除する口座を選択してください。 

※ 複数同時に選択することができます。 

b. 削除 をクリックしてください。 

※ 状態に利用不可と表示されている口座は資金移動を行うことが

できませんので削除してください。 

※ 登録されている口座が 50件を越える場合は、次ページ または

前ページ で口座情報を参照することができます。 

 

 

 

⑤  口座情報の削除が完了します。 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

⑥ 資金移動先を一覧形式で印刷します。 

印刷をクリックしてください。印刷ダイアログが開きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・ 

⑦ CSV形式で作成された資金移動先情報を取込みます。 

a. 参照をクリックし、取込む CSV ファイルを指定してくださ

い。 

b. アップロードをクリックしてください。 

 

 

 

⑧ 取り込み結果が表示されます。 
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⑨ 登録先を CSV 形式で出力します。 

保存の右にある▼をクリックし、「名前を付けて保存」を選

択してください。 

 

 

⑩ ファイル名を入力し、保存先を指定して保存をクリックし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ ダウンロードが完了します。×をクリックし閉じてくださ

い。 


