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一括伝送の概要

データ作成～承認期限について

メニューボタンについて

・振込、振替、納付データを一括して作成し、福岡銀行に伝送することができます。データ作成後の承認操作に
ついては「9.承認」をご参照ください。承認期限までに承認操作を終える必要がありますのでご注意ください。
・作成権限をもたないユーザの方は、依頼データの作成を行うことはできません。
・依頼データを作成したユーザ（「依頼者」といいます）と別に、依頼データの承認権限者（「承認者」といいます）を
設定することができます。
・承認権限を持つ利用者（ユーザ）の方が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、データの
作成完了後、データの承認を行うことができます。

口座振替・ワイドネット・Qネットの場合、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。振替結果照会

振込（請求 /納付）先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。
また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

 
振込（請求/納付）
先の管理

最終承認者の承認が完了するまでの間、承認待ちデータの依頼者による引戻し
（取り下げ）ができます。また一次承認者による引戻しも可能です（自動的に依
頼者へ差戻しされます。）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。

承認待ちデータの引戻し

過去に行った取引の状況を照会できます。振込（請求/納付）
データの取引状況照会

作成途中やエラーまたは承認者による差戻しとなった振込（請求 /納付）ファ
イルを再送、削除できます。
また、総合振込の場合はここから振込振替への切替ができます。給与・賞与振
込の場合は総合振込への切替ができます。

 作成中振込（請求/納付）
ファイルの再送・削除

 
 

会計ソフト等を用いて作成されたファイルを、振込（請求 /納付）データとし
て登録することができます。（ファイル受付）
※ファイル受付では先方負担手数料が差引かれません。

 振込（請求/納付）
ファイルによる新規作成

過去の取引を再利用して、取引を開始できます。また、ここから ”切替済み ”
の取引も再利用できます。
 過去の振込（請求/納付）

データからの作成

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。ただし、一時保
存したりエラーになったデータを編集できるのは、そのデータを作成した依頼
者のみとなります。また、総合振込の場合は、ここから振込振替へ切替えがで
きます。給与・賞与振込の場合は総合振込へ切替えができます。

 作成中振込（請求/納付）
データの修正・削除

作業内容ボタン名
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総合振込
・総合振込では、取引毎に振込先口座情報および日付、金額を指定し、支払口座から複数の振込を一括で
送信することができます。
・総合振込は、ブラウザ画面上で事前に登録した振込先および過去の振込履歴から選択し振込をする方法と
会計ソフト等を用いて作成されたファイルを取込み振込する方法があります。
・振込データの新規作成は振込指定日14営業日前から。
・承認期限は、振込指定日の前営業日16:00。
・ブラウザ入力での振込先登録可能件数は、最大20,000件になります。
・1振込データにおける送信可能明細件数
　　★ブラウザ入力・・・・・最大5,000件
　　★ファイル受付・・・・・最大50,000件
　　　※同一の振込指定日の振込データを2回以上に分けて送信することも可能です。

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「総合振込」をクリックしてください
1

１．総合振込の振込先登録（ブラウザ編）



8 . 一括伝送

03

「振込先の管理」をクリックしてくだ
さい

2

作業内容を選択手順2

振込先新規登録・変更・削除手順3

「新規登録」をクリックしてください3
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振込先情報入力手順4

振込先情報を入力後、
「ワンタイムパスワード」を入力し、
「登録」をクリックしてください

4

登録完了
「トップページ」をクリックしてくだ
さい

5

必須項目

必須項目

振込先登録完了手順5

振込先を続けて登録される場合は、
「振込先の追加登録へ」をクリック
してください



8 . 一括伝送

05

２．総合振込の新規データ作成（ブラウザ編）

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「総合振込」をクリックしてください
1

「振込データの新規作成」をクリック
してください

2

作業内容を選択手順2
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9999999

9999999

999999999

「振込指定日」を入力後、
支払口座を選択し、
「次へ」をクリックしてください

3

振込元情報入力手順3

「総合振込先口座一覧から選択」を
クリックしてください

4

振込先口座指定方法選択手順4

・取引名（任意）を入力することができ
ます。取引名が未入力の場合、
「○月○日作成分」をセットいたします。
（○月○日は操作当日の日付です）

カレンダーマークをクリックすると
振込が可能な日付の範囲内で振込
指定日を選択することができます
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振込先を登録振込先一覧から選択し、
「次へ」をクリックしてください
5

登録振込先口座選択手順5

「支払金額」を入力し、
「確定画面へ」をクリックしてください
6

支払金額を入力手順6

振込先口座は複数選択可能

支払金額を入力

変更可能



8 . 一括伝送

08

データ花子承認者

内容確認［画面入力］手順7

※金額のチェックが必要な方は「印刷」
をクリックしチェックしてください

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

振込先の内容を確認後、
「承認者」を選択し、
「一時保存」をクリックしてください

7

印刷される場合はこちらをクリック

・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。
・「取引・振込元情報の修正」をクリック
すると、取引情報を修正することができ
ます。
・「明細の修正」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」
をクリックすると、続けて振込データの承
認を行うことができます。
・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。 
・「印刷」をクリックすると、印刷用PDFフ
ァイルが表示されます。

内容確認
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保存結果手順8

データが一時保存されたので
「トップ」または「ログアウト」が
可能です

8
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３．総合振込データの一時保存→確定（ブラウザ編）

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「総合振込」をクリックしてください
1

「作成中振込データの修正・削除」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

・総合振込データの新規作成で一時保存したものを確定します。
　※一時保存したデータは、取引・振込元情報・明細（委託者コード・振込指定日・金額など）の修正が
　　できます。
・修正が発生しない場合は、承認者へ確定データとして作成します。
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新規データで一時保存したデータを
選択し、「修正」をクリックしてください

3

作成中取引を選択手順3

振込先の内容を確認後、修正箇所が
あれば訂正し「確定」をクリックして
ください

承認者へデータがいきます

4

内容確認［画面入力］手順4

振込指定日、支払口座等の修正

明細の修正

データ花子承認者

コメント

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

一時保存
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確定結果［画面入力］が表示されます
確定結果をご確認ください

「トップページへ」をクリック
してください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

確定結果［画面入力］手順5
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給与（賞与）振込
・給与（賞与）振込は、ブラウザ画面上で事前に登録した振込先および過去の振込履歴から選択し振込を
する方法と会計ソフト等を用いて作成されたファイルを取込み振込する方法があります。
・振込データの新規作成は振込指定日１４営業日前から。
・承認期限
　　　　★当行宛のみの場合・・・振込指定日の前営業日１６：００
　　　　★他行宛を含む場合・・・振込指定日の2営業日前１0：００
・ブラウザ入力での振込先登録可能件数は、最大２０，０００件になります。
・１振込データにおける送信可能明細件数　　　　
　　★ブラウザ入力・・・・・最大５，０００件
　　★ファイル受付・・・・・最大５０，０００件
　　　※同一の振込指定日の振込データを２回以上に分けて送信することも可能です。

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「給与・賞与振込」をクリックしてくだ
さい

1

４．給与（賞与）振込の振込先登録（ブラウザ編）
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「振込先の管理」をクリックしてくだ
さい

2

作業内容を選択手順2

振込先新規登録・変更・削除手順3

「新規登録」をクリックしてください3
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振込先情報入力手順4

振込先情報を入力後、
「ワンタイムパスワード」を入力し、
「登録」をクリックしてください

4

登録完了
「トップページ」をクリックしてくだ
さい

5

必須項目

振込先登録完了手順5

振込先を続けて登録される場合は、
「振込先の追加登録へ」をクリック
してください



8 . 一括伝送

16

５．給与（賞与）振込の新規データ作成（ブラウザ編）

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「給与・賞与振込」をクリックしてくだ
さい

1

「給与振込データの新規作成」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

賞与データ作成時は
こちらをクリックしてください
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「振込指定日」を入力し、
支払口座を選択後、
「次へ」をクリックしてください

3

9999999

9999999

999999999

振込元情報入力手順3

「給与・賞与振込先口座一覧から選択」
をクリックしてください

4

振込先口座指定方法選択手順4

カレンダーマークをクリックすると
振込が可能な日付の範囲内で振込
指定日を選択することができます

・取引名（任意）を入力することができ
ます。取引名が未入力の場合、
「○月○日作成分」をセットいたします。
（○月○日は操作当日の日付です）
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振込先を登録振込先一覧から
選択し、
「次へ」をクリックしてください

5

登録振込先口座選択手順5

「支払金額」を入力後、
「確定画面へ」をクリックしてください
6

支払金額を入力手順6

振込先口座は複数選択可能

支払金額を入力
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データ花子承認者

内容確認［画面入力］手順7

※金額のチェックが必要な方は「印刷」
をクリックしチェックしてください

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

振込先の内容を確認後、
「承認者」を選択し、
「一時保存」をクリックしてください

7

印刷される場合はこちらをクリック

・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。
・「取引・振込元情報の修正」をクリック
すると、取引情報を修正することができ
ます。
・「賞与振込へ切替」をクリックすると、給
与で作成したデータを賞与に切替でき
ます。
・「明細の修正」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」
をクリックすると、続けて振込データの承
認を行うことができます。
・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。 
・「印刷」をクリックすると、印刷用PDFフ
ァイルが表示されます。

内容確認

保存結果手順8

データが一時保存されたので
「トップ」または「ログアウト」が
可能です

8
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６．給与（賞与）振込データの一時保存→確定（ブラウザ編）

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「給与・賞与振込」をクリックしてくだ
さい

1

・給与（賞与）振込データの新規作成で一時保存したものを確定します。
　※一時保存したデータは、取引・振込元情報・明細（委託者コード・振込指定日・金額など）の修正が
　　できます。
・修正が発生しない場合は、承認者へ確定データとして作成します。

「作成中振込データの修正・削除」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2
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新規データで一時保存したデータを
選択し、「修正」をクリックしてください

3

作業内容を選択手順3

一時保存

データ花子承認者

内容確認［画面入力］手順4

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

振込先の内容を確認後、
修正箇所があれば訂正し
「確定」をクリックしてください
　↓
承認者へデータがいきます

4

・取引・振込元情報の修正
　振込指定日の変更等
・賞与振込へ切替
　給与で作成したデータを
　賞与に切替できます。

明細の修正
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確定結果［画面入力］が表示されます
確定結果をご確認ください

「トップページへ」をクリック
してください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

確定結果［画面入力］手順5
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口座振替
・貴社から幣行へ口座振替（Ｑネット代金回収・ワイドネット）請求データを送信いただき、引落指定日に
お客さまの口座から引落しします。
・口座振替（Ｑネット代金回収・ワイドネット）は、ブラウザ画面上で事前に登録した請求先および過去の
振替履歴から選択し請求をする方法と会計ソフト等を用いて作成されたファイルを取込み請求する
方法があります。
・請求データの新規作成は引落指定日１４営業日前から。
・口座振替の承認期限は、引落指定日の３営業日前１６：００。
・Ｑネット代金回収の承認期限は、引落指定日の５営業日前１６:００。
・ワイドネットの承認期限は、引落指定日の７営業日前１６：００。
・ブラウザ入力での請求先登録可能件数は、最大２０，０００件になります。
・１請求データにおける送信可能明細件数　　　　
　　★ブラウザ入力・・・・・最大５，０００件
　　★ファイル受付・・・・・最大５０，０００件

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「口座振替」をクリックしてください
1

ワイドネットの場合はこちら

Ｑネット代金回収の場合はこちら

７．口座振替の請求先登録（ブラウザ編）
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「請求先の管理」をクリックしてくだ
さい

2

作業内容を選択手順2

「新規登録」をクリックしてください3

請求先新規登録・変更・削除手順3
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請求先情報入力手順4

請求先情報を入力後、
「登録」をクリックしてください
4

登録完了
「トップページ」をクリックしてくだ
さい

5

必須項目

請求先登録完了手順5

請求先を続けて登録される場合は、
「請求先の追加登録へ」をクリック
してください
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業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「口座振替」をクリックしてください
1

「請求データの新規作成」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

８．口座振替の新規データ作成（ブラウザ編）

ワイドネットの場合はこちら

Ｑネット代金回収の場合はこちら
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「引落指定日」を入力後、
「次へ」をクリックしてください
3

入金先情報入力手順3

「請求先口座一覧から選択」を
クリックしてください

4

請求先口座指定方法選択手順4

・取引名（任意）を入力することができ
ます。取引名が未入力の場合、
「○月○日作成分」をセットいたします。
（○月○日は操作当日の日付です）

複数ある場合、ご確認ください

カレンダーマークをクリックすると
引落しが可能な日付の範囲内で引
落指定日を選択することができます
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登録請求先一覧から選択し、
「次へ」をクリックしてください
5

登録請求先口座選択手順5

「引落金額」を入力し、
「確定画面へ」をクリックしてください
6

引落金額入力手順6

請求先口座は複数選択可能
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データ花子承認者

コメント

内容確認［画面入力］手順7

※金額のチェックが必要な方は「印刷」
をクリックしチェックしてください

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

請求先の内容を確認後、
「承認者」を選択し
「一時保存」をクリックしてください

7

印刷される場合はこちらをクリック

・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。
・「取引・入金先情報の修正」をクリック
すると、取引情報を修正することができ
ます。
・「明細の修正」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」
をクリックすると、続けて振込データの承
認を行うことができます。
・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。 
・「印刷」をクリックすると、印刷用PDFフ
ァイルが表示されます。

内容確認

保存結果手順8

データが一時保存されたので
「トップ」または「ログアウト」が
可能です

8
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業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「口座振替」をクリックしてください
1

「作成中請求データの修正・削除」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

・口座振替データの新規作成で一時保存したものを確定します。
　※一時保存したデータは、取引・入金先情報・明細（委託者コード・引落指定日・金額など）の修正が
　　できます。
・修正が発生しない場合は、承認者へ確定データとして作成します。

９．口座振替データの一時保存→確定（ブラウザ編）
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データ花子承認者

コメント

作成中取引選択手順4

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

請求先の内容を確認後、
修正箇所があれば訂正し
「確定」をクリックしてください
　↓
承認者へデータがいきます

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

4

取引・入金先情報の修正

明細の修正

作成中取引選択手順3

新規データで一時保存したデータを
選択し、「修正」をクリックしてください

3

一時保存 2件 2,000,000
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確定結果［画面入力］が表示されます
確定結果をご確認ください

「トップページへ」をクリック
してください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

確定結果［画面入力］手順5

データ花子

2件

2,000,000円
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地方税納付
・お客さまが送信したデータに基づき、各市町村あてに地方税（個人住民税特別徴収分）の納付ができ
ます。
・地方税は、ブラウザ画面上で事前に登録した納付先および過去の納付データ履歴から選択し納付を
する方法と地銀協規定形式で作成されたファイルを取込み納付する方法があります。
・納付データの新規作成は納付指定日１４営業日前から。
・承認期限は、納付指定日の4営業日前１６：００。
・ブラウザ入力での納付先登録可能件数は、最大２，０００件になります。
・１納付データにおける送信可能明細件数　　　　
　　★ブラウザ入力・・・・・最大５００件
　　★ファイル受付・・・・・最大1０，０００件

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「地方税納付」をクリックしてください
1

10．地方税納付の納付先登録（ブラウザ編）
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「納付先の管理」をクリックしてくだ
さい

2

業務を選択手順2

「新規登録」をクリックしてください3

納付先新規登録・変更・削除手順3
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※「市区町村コード」
　「市町村名（カナ）」
　「指定番号」は入力必須項目です

納付先情報入力手順4

納付先情報を入力後、
「登録」をクリックしてください
4

登録完了
「トップページ」をクリックしてくだ
さい

5

納付先登録完了手順5
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業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「地方税納付」をクリックしてください
1

「納付データの新規作成」を
クリックしてください

2

業務を選択手順2

11．地方税納付の新規データ作成（ブラウザ編）
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納付月（指定日）を確認後、
「次へ」をクリックしてください
3

納付元情報入力手順3

「納付先一覧から選択」を
クリックしてください

4

納付先指定方法選択手順4

納付月（指定日）を確認
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登録納付先一覧から選択し、
「次へ」をクリックしてください
5

登録納付先選択手順5

納付件数・金額を入力後、
「確定画面へ」をクリックしてください
6

納付金額入力手順6

納付先を選択

給与税の場合

退職の場合



8 . 一括伝送

39

データ花子承認者

コメント

保存結果手順8

データが一時保存されたので
「トップ」または「ログアウト」が
可能です

8

内容確認［画面入力］手順7

※金額のチェックが必要な方は「印刷」
をクリックしチェックしてください

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

納付内容を確認後、
「承認者」を選択し、
「一時保存」をクリックしてください

7

印刷される場合はこちらをクリック

・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。
・「取引・納付元情報の修正」をクリック
すると、取引情報を修正することができ
ます。
・「明細の修正」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」
をクリックすると、続けて振込データの承
認を行うことができます。
・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。 
・「印刷」をクリックすると、印刷用PDFフ
ァイルが表示されます。

内容確認
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業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「地方税納付」をクリックしてください
1

「作成中納付データの修正・削除」を
クリックしてください

2

業務を選択手順2

・地方税納付データの新規作成で一時保存したものを確定します。
　※一時保存したデータは、取引・納付元情報・明細（委託者コード・金額など）の修正ができます。
・修正が発生しない場合は、承認者へ確定データとして作成します。

12．地方税納付データの一時保存→確定（ブラウザ編）
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新規データで一時保存したデータを
選択し、「修正」をクリックしてください

3

作成中取引選択手順3

一時保存

作成中取引選択手順4

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

納付明細の内容を確認後、
修正箇所があれば訂正し
「確定」をクリックしてください
　↓
承認者へデータがいきます

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

4

データ花子承認者

コメント

取引・納付元情報の修正

明細の修正

作成中取引選択手順4
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確定結果［画面入力］が表示されます
確定結果をご確認ください

「トップページへ」をクリック
してください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

確定結果［画面入力］手順5
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・会計ソフト等を用いて作成されたファイルを振込データとして取込することができます。
　※ファイル受付では、先方負担手数料が差引かれません。
・資金決済口座の委託者コードをあらかじめ、ブラウザ画面上で確認のうえ、データを作成してくだ
さい。
・一度に送信できる件数は、最大５０，０００件です。

※お手持ちの会計ソフト等で振込データを作成される場合、以下の点にご注意ください。
　・受付できるファイル形式は、全銀協規定形式およびＣＳＶ形式です。
　・文字コードはシフトＪＩＳで作成してください。
　・振込データに改行コードを含める場合は、データレコード（１２０バイト）＋「ＣＲ＋ＬＦ」（２バイト）の
　１２２バイトで作成してください。

13．総合振込の新規データ　ファイル受付

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「総合振込」をクリックしてください
1
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「振込ファイルによる新規作成」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

「ファイルを選択」をクリックし、
会計ソフト等で作成したファイルを
取込
「ファイル形式」を選択後、
「ファイル受付」をクリックしてください

3

新規ファイル受付手順3

ファイルを選択

ファイル形式を選択
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　1件

　1,000,000円

　315円

データ花子承認者

コメント

内容確認［ファイル受付］手順4

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

会計ソフト等で作成された内容が
表示されますので確認のうえ
「承認者」を選択し、
「ワンタイムパスワード」入力後、
「確定」をクリックしてください

4
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　1件

　1,000,000円

　315円

データ花子

確定結果［ファイル受付］手順5

トップページへ手順6

ログアウトで終了です6

確定内容を確認し、
「トップページへ」を
クリックしてください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5
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・会計ソフト等を用いて作成されたファイルを振込データとして取込することができます。
・資金決済口座の委託者コードをあらかじめ、ブラウザ画面上で確認のうえ、データを作成してくだ
さい。
・一度に送信できる件数は、最大５０，０００件です。

※お手持ちの会計ソフト等で振込データを作成される場合、以下の点にご注意ください。
　・受付できるファイル形式は、全銀協規定形式およびＣＳＶ形式です。
　・文字コードはシフトＪＩＳで作成してください。
　・振込データに改行コードを含める場合は、データレコード（１２０バイト）＋「ＣＲ＋ＬＦ」（２バイト）の
　１２２バイトで作成してください。

14．給与（賞与）振込の新規データ　ファイル受付

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「給与・賞与振込」をクリックしてくだ
さい

1
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「振込ファイルによる新規作成」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

「ファイルを選択」をクリックし、
会計ソフト等で作成したファイルを
取込
「ファイル形式」を選択後、
「ファイル受付」をクリックしてください

3

新規ファイル受付手順3

ファイルを選択

ファイル形式を選択
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内容確認［ファイル受付］手順4

　1件

　1,000,000円

データ花子承認者

コメント

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

会計ソフト等で作成された内容が
表示されますので確認のうえ
「承認者」を選択し、
「ワンタイムパスワード」入力後、
「確定」をクリックしてください

4
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　1件

　1,000,000円

データ花子

確定結果［ファイル受付］手順5

確定内容を確認し、
「トップページへ」を
クリックしてください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

トップページへ手順6

ログアウトで終了です6
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・会計ソフト等を用いて作成されたファイルを請求データとして取込することができます。
・資金決済口座の委託者コードをあらかじめ、ブラウザ画面上で確認のうえ、データを作成してくだ
さい。
・一度に送信できる件数は、最大５０，０００件です。

※お手持ちの会計ソフト等で請求データを作成される場合、以下の点にご注意ください。
　・受付できるファイル形式は、全銀協規定形式およびＣＳＶ形式です。
　・文字コードはシフトＪＩＳで作成してください。
　・請求データに改行コードを含める場合は、データレコード（１２０バイト）＋「ＣＲ＋ＬＦ」（２バイト）の
　１２２バイトで作成してください。

15．口座振替の新規データ　ファイル受付

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「口座振替」をクリックしてください
1

ワイドネットの場合はこちら

Ｑネット代金回収の場合はこちら
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「請求ファイルによる新規作成」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

「ファイルを選択」をクリックし、
会計ソフト等で作成したファイルを
取込
「ファイル形式」を選択後、
「ファイル受付」をクリックしてください

3

新規ファイル受付手順3

ファイルを選択

ファイル形式を選択
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内容確認［ファイル受付］手順4

※「確定」をした場合 
承認者へデータがいきます

※承認権限があるユーザは、そのまま
「確定して承認へ」をクリックし承認
することができます

会計ソフト等で作成された内容が
表示されますので確認のうえ
「承認者」を選択し、
「確定」をクリックしてください

4

データ花子承認者

コメント
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データ花子

確定結果［ファイル受付］手順5

確定内容を確認し、
「トップページへ」を
クリックしてください

承認者へデータがいきました

承認操作案内は、
ご利用ガイド ９.承認を
ご参照ください

5

トップページへ手順6

ログアウトで終了です6
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・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。
・［日別・月別状況照会］　
　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。

　※照会できるのは、一括伝送（総合振込、給与・賞与振込、口座振替、ワイドネット、Ｑネット、地方税納付）の
　取引となります。
　※既に承認済のデータについては依頼内容の照会のみで、修正等はできません。
　　データ承認後は本メニューで承認済となっていることを確認してください。
　　※状況照会はともに、該当取引の最終操作日以降７０日間照会可能

業務を選択手順1

取引状況照会／日別・月別状況照会

「一括伝送」メニューを選択し、
「総合振込」をクリックしてください
1

※ここでは「総合振込」の場合を
　ご説明します

16．取引状況照会
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取引を選択

「振込データの取引状況照会」を
クリックしてください

2

作業内容を選択手順2

日別・月別状況照会はこちら

照会する取引を選択し、
「照会」をクリックしてください
3

取引を選択手順3
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取引状況照会結果手順4

照会結果をご確認ください

※お控えが必要な方は
「印刷」をクリックしてください

「トップページへ」をクリックしてくだ
さい

4

印刷される場合はこちらをクリック
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・貴社から幣行へ口座振替（Ｑネット代金回収・ワイドネット）請求データを送信いただき、振替指定日に
お客さまの口座から引落した振替結果を照会することができます。
・口座振替の結果照会は、振替指定日の翌営業日後１８：００以降。
・Ｑネット代金回収の結果照会は、振替指定日の２営業日後１８:００以降。
・ワイドネットの結果照会は、振替指定日の４営業日後１８：００以降。
　※結果データ返却日から１２０日後まで照会することができます

業務を選択手順1

「一括伝送」メニューを選択し、
「口座振替」をクリックしてください
1

振替結果照会

※ここでは「口座振替」の場合を
　ご説明します

17．振替結果照会
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※「ファイル取得へ」をクリックした場合は、
振替結果ファイル取得画面が表示されま
す。内容を確認のうえ、取得明細、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、指定したファイル名、選択したファイル
形式で保存することができます。
ファイル取得後、ダイアログを閉じ、「振替
結果一覧へ」をクリックすると、振替結果
一覧画面へ戻ることができます。

「振替結果照会」をクリックしてくだ
さい

2

作業内容を選択手順2

対象の振替結果を選択し、
「照会」をクリックしてください
3

振替結果一覧手順3

振替結果を選択

ファイル取得の場合は
こちらをクリックしてください
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振替結果照会手順4

照会結果をご確認ください

※お控えが必要な方は
「印刷」をクリックしてください

「トップページへ」をクリックしてくだ
さい

4

印刷される場合はこちらをクリック
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