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第 5  章

　　　　管理業務



　　ここでは、管理者でのシステムへのログオン／ログオフについて説明します。

（１） システムにログオンする

管理者でビジネスダイレクトにログオンします。電子証明書方式とＩＤパスワード

方式の場合では、ログオン方式が異なります。

（２） システムからログオフする

ビジネスダイレクトの使用が終了したら、ログオフします。
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5.1　ログオン／ログオフ



（1）システムにログオンする
　　管理者でビジネスダイレクトにログオンします。電子証明書方式の場合とＩＤパスワード

　　方式の場合では、ログオン方式が異なります。

　　●　電子証明書方式の場合

① 　ビジネスダイレクトのトップページを
　開きます。

② 　『管理者ログオン』をクリックします。

③ 　『電子証明書方式』をクリックします。

⇒　電子証明書の選択画面が表示されます。

④ 　管理者の電子証明書を選択し、『ＯＫ』
　をクリックします。

※　電子証明書の番号として、「利用者番号

　（ご契約先ID）」＋「金融機関コード(1001)」

　　が表示されています。

⇒　「ご契約先ログオン」画面が表示されます。

※　「キーを使用するためのアクセス許可の要求」画面

　　が表示された場合は、『アクセス許可の付与』に

　　チェックを入れ、『ＯＫ』をクリックします。

⑤ 　『ご契約先暗証番号』を入力し、『ログオン』
　をクリックします。

⇒　「ご契約先ワンタイムパスワード入力」画面が表示

　　されます。

※　「ご契約先暗証番号」は、開通確認時に設定した

　　ご契約先暗証番号です。

開通確認については、「3.3管理者の開通

確認を行う」参照

※　ソフトウェアキーボードを使用する場合は、『ソフト

　　ウェアキーボードを開く』をクリックします。

　　 ソフトウェアキーボードの使い方について

は、1.2「(3)ソフトウェアキーボードに

ついて」参照

※　ログオンを取り止める場合は、『閉じる』をクリック

　　します。

※　「ご契約先暗証番号」の入力値をクリアする場合は、

　　『クリア』をクリックします。
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参照

参照



⑥ お客様カードを参照して、画面に表示される
カタカナに該当する欄の確認用パスワード
を入力します。

たとえば、画面に「オ」と「ウ」が表示され
ている場合は、お客様カードの「オ」と「ウ」
の欄に書いてあるパスワード「89」と「45」
を、画面のそれぞれの欄に入力します。

※　入力値をクリアする場合は、『クリア』をクリック

　　します。

⑦ 　『OK』をクリックします。

⇒　管理者のログオンが完了し、ビジネスダイレクトが

　　起動します。

　　「ご契約先ステータス」画面が表示されます。

　　　　「ご契約先ステータス」画面の見方については、

　　　　5.9「(1) ご契約先ステータス」参照
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補足

◆ 手順④で入力した「利用者番号（ご契約先ＩＤ）」で既にログオン中の場合、または

前回ログオン時にブラウザを閉じてしまったなどの理由で正常にログオフされていな

い場合、「ご契約先再ログオン」画面が表示されます。

この場合は、『ご契約先暗証番号』を入力して『ログオン』をクリックしてください。

※ ソフトウェアキーボードを使用する場合は、

『ソフトウェアキーボードを開く』をクリックします。

ソフトウェアキーボードの使い方にについては、1.2「（3）ソフト

ウェアキーボードについて」参照

◆ 「ご契約先暗証番号」「ご契約先確認暗証番号」の有効期限は 90 日間です。

設定してから 90 日を経過すると、ログオン直後の「ご契約先ステータス」

画面に有効期限超過のメッセージが表示されます。

ご契約先暗証番号とご契約先確認暗証番号が長期間変更されていません。

画面上段の「ご契約先認証情報変更」メニューから、変更してください。

変更しなくても引き続きご利用いただけますが、セキュリティ向上のためには、

変更することをお勧めします。

◆ 「ご契約先暗証番号」「ご契約先確認暗証番号」の変更方法については、

「5.2ご契約先情報の管理」参照

参照

参照

参照



　　●　ＩＤパスワード方式の場合

① 　ビジネスダイレクトのトップページを
　開きます。

② 　『管理者ログオン』をクリックします。

③ 　『ＩＤパスワード方式』をクリックします。

⇒　「ご契約先ログオン」画面が表示されます。

④ 　『利用者番号（ご契約先ＩＤ）』を入力します。

※　「利用者番号（ご契約先ＩＤ）」は、お客様カードに

　　記載されています。

⑤ 『ご契約先暗証番号』を入力します。

※　「ご契約先暗証番号」は、開通確認時に設定した

　　ご契約先暗証番号です。

開通確認については、「3.3管理者の開通

確認を行う」参照

※　ソフトウェアキーボードを使用する場合は、『ソフト

　　ウェアキーボードを開く』をクリックします。

　　 ソフトウェアキーボードの使い方について

は、1.2「(3)ソフトウェアキーボードに

ついて」参照

⑥ 『ログオン』をクリックします。

※　ログオンを取り止める場合は、『閉じる』をクリック

　　します。

※　「ご契約先暗証番号」の入力値をクリアする場合は、

　　『クリア』をクリックします。

⇒　「ご契約先ワンタイムパスワード入力」画面が表示

　　されます。

⑦ お客様カードを参照して、画面に表示される
カタカナに該当する欄の確認用パスワード
を入力します。

たとえば、画面に「オ」と「ウ」が表示され
ている場合は、お客様カードの「オ」と「ウ」
の欄に書いてあるパスワード「89」と「45」
を、画面のそれぞれの欄に入力します。

※　入力値をクリアする場合は、『クリア』をクリック

　　します。

⑧ 　『OK』をクリックします。
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参照

参照

参照



⇒　管理者のログオンが完了し、ビジネスダイレクトが

　　起動します。

　　「ご契約先ステータス」画面が表示されます。

　　　　「ご契約先ステータス」画面の見方については、

　　　　5.9「(1) ご契約先ステータス」参照
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参照

補足

◆ 手順④で入力した「利用者番号（ご契約先ＩＤ）」で既にログオン中の場合、または

前回ログオン時にブラウザを閉じてしまったなどの理由で正常にログオフされていな

い場合、「ご契約先再ログオン」画面が表示されます。

この場合は、『利用者番号（ご契約先ＩＤ）』『ご契約先暗証番号』を入力して

『ログオン』をクリックしてください。

※ ソフトウェアキーボードを使用する場合は、

『ソフトウェアキーボードを開く』をクリックします。

ソフトウェアキーボードの使い方にについては、1.2「（3）ソフト

ウェアキーボードについて」参照

◆ 「ご契約先暗証番号」「ご契約先確認暗証番号」の有効期限は 90 日間です。

設定してから 90 日を経過すると、ログオン直後の「ご契約先ステータス」

画面に有効期限超過のメッセージが表示されます。

ご契約先暗証番号とご契約先確認暗証番号が長期間変更されていません。

画面上段の「ご契約先認証情報変更」メニューから、変更してください。

変更しなくても引き続きご利用いただけますが、セキュリティ向上のためには、

変更することをお勧めします。

◆ 「ご契約先暗証番号」「ご契約先確認暗証番号」の変更方法については、

「5.2ご契約先情報の管理」参照

参照

参照



（1）システムからログオフする

　　ビジネスダイレクトの使用が終了したら、ログオフします。

① 　管理者メニュー右上の『ログオフ』を
　クリックします。

⇒　「ご契約先ログオフ」画面が表示されます。

② 　『OK』をクリックします。

※　ログオフを取り止める場合は、『キャンセル』

　　をクリックします。

③ 　『閉じる』をクリックします。

⇒　ブラウザが閉じます。
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補足 ◆ 取引終了時には、必ずログオフしてください。



　　ここでは、ご契約先情報の管理について説明します。

（1） ご契約先暗証番号を変更する

「ご契約先暗証番号」を変更します。

セキュリティ向上のため、定期的に変更することをお勧めします。

（2） ご契約先確認暗証番号を変更する

「ご契約先確認暗証番号」を変更します。

セキュリティ向上のため、定期的に変更することをお勧めします。

（3） ご契約先Ｅメールアドレスを変更する

ご契約先のＥメールアドレスを変更します。

人事異動による管理者の変更、プロバイダの変更などにより、管理者のＥメール

アドレスが変更となった場合に設定してください。
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5.2　ご契約先情報の管理



（1）ご契約先暗証番号を変更する

　　「ご契約先暗証番号」を変更します。

① 　管理者メニューで、『ご契約先認証情報
　変更』－『ご契約先暗証番号変更』を
　クリックします。

⇒　「ご契約先暗証番号変更」画面が表示されます。

② 　『現在のご契約先暗証番号』を入力します。

③ 　『新しいご契約先暗証番号』を入力し、
　確認のために『新しいご契約先暗証番号
　再入力』にもう一度入力します。

※　ソフトウェアキーボードを使用する場合は、

　　『ソフトウェアキーボードを開く』をクリック

　　します。

参照 ソフトウェアキーボードの使い方につい

ては、1.2「(3)ソフトウェアキーボー

ドについて」参照

④ 　『OK』をクリックします。

※　変更を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　入力値をすべてクリアする場合は、『クリア』を

　　クリックします。

⇒「ご契約先暗証番号変更完了」画面が表示されます。
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参照



（2）ご契約先確認暗証番号を変更する

　　「ご契約先確認暗証番号」を変更します。

① 　管理者メニューで、『ご契約先認証情報
　変更』－『ご契約先確認暗証番号変更』
　をクリックします。

⇒　「ご契約先確認暗証番号変更」画面が表示され

　　ます。

② 　「現在のご契約先確認暗証番号」を入力
　します。

③ 　『新しいご契約先確認暗証番号』を入力
　し、確認のために『新しいご契約先確認
　暗証番号再入力』にもう一度入力します。

④ 　『OK』をクリックします。

※　変更を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　入力値をすべてクリアする場合は、『クリア』を

　　クリックします。

⇒　「ご契約先確認暗証番号変更完了」画面が表示

　　されます。
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（3）ご契約先Ｅメールアドレスを変更する

　　「ご契約先Ｅメールアドレス」を変更します。

① 　管理者メニューで、『ご契約先認証情報
　変更』－『ご契約先Eメールアドレス変更』
　をクリックします。

⇒　「ご契約先Eメールアドレス変更」画面が表示

　　されます。

② 　『新しいご契約先Eメールアドレス』を
　入力し、確認のために『新しいご契約先
　Eメールアドレス再入力』にもう一度
　入力します。

③ 　『OK』をクリックします。

※　変更を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　入力値をすべてクリアする場合は、『クリア』を

　　クリックします。

⇒　「ご契約先Eメールアドレス変更完了」画面が

　　表示されます。
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　　契約口座ごとに、限度額やコメントなどの変更を行います。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『契約口座情報変更』をクリック
　します。

⇒　「契約口座情報選択」画面が表示されます。

② 　契約口座情報を変更する口座の「選択」欄
　にチェックを入れ、『変更』をクリック
　します。

⇒　「契約口座情報変更」画面が表示されます。

③ 　変更する情報を入力します。

　　　　設定項目については、後述の「● 「契約口座

　　　　情報変更」画面の設定項目」参照

④ 　変更する場合は、『ご契約先確認暗証
　番号』を入力し、『OK』をクリック
　します。

※　変更を取り止める場合は『キャンセル』をクリック

　　します。

※　入力値をすべてクリアする場合は、『クリア』を

　　します。

●　「契約口座情報変更」画面の設定項目
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　　￥0になります。

　ファイル伝送限度額
　　（ファイル伝送を

5.3　契約口座情報の管理

　オンライン限度額

※　事前登録振込限度額は、

設定項目
　コメント

説　　明
必要に応じて､コメントを半角40文字以内(全角20文字以内)で入力します。
「契約口座情報選択」画面の「コメント」欄に表示されます。

必要に応じて、以下の限度額について、一回単位／一日単位の限度額をそ
れぞれ半角数字で設定します。
・振替限度額

また、以下の画面の「コメント」欄にも反映されます。
・総合振込の「振込指定日入力」画面
・給与・賞与振込の「振込指定日入力」画面
・預金口座振替の「引落指定日入力」画面

　　　ご契約の場合）

・預金口座振替限度額

・事前登録振込限度額
・都度指定振込限度額
・収納サービス限度額
必要に応じて、以下の限度額について、一回単位の限度額をそれぞれ半角
数字で設定します。
・総合振込限度額
・給与振込限度額
・賞与振込限度額

　　当金庫未使用のため、

補足
◆ ご契約先全体の限度額については、「ご契約先限度額変更」画面で変更できます。

「5.6 ご契約先限度額の管理」参照

参照

※ 限度額の変更については、ビジネスダイレクト申込書

にご記入いただいた限度額の範囲で、設定を行うこと

ができます。上限限度額を変更する場合はお取引店窓

口でのお申し込みが必要となります。

※ 限度額の変更については、ビジネスダイレクト申込書

にご記入いただいた限度額の範囲で、設定を行うこと

ができます。上限限度額を変更する場合はお取引店窓

口でのお申し込みが必要となります。



　　ここでは、利用者情報の管理について説明します。

（1） 利用者情報（利用者暗証番号の再設定、権限／利用者限度額など）を変更する

利用者暗証番号の再設定や、権限／利用者限度額などの変更を行います。

（2） 利用者を削除する

登録されている利用者を削除します。

セキュリティ向上のため、ビジネスダイレクトを利用する必要がなくなった利用者

情報は削除してください。

（3） 利用者電子証明書の再発行・失効を行う（電子証明書方式の場合）

登録済利用者の電子証明書の再発行または失効を行います。

（4） 利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止を行う

登録済利用者の利用者ワンタイムパスワードの再発行または使用中止を行います。

（5） サービス停止／停止解除／暗証番号ロック解除について設定する

利用者のサービス停止／停止解除／暗証番号ロック解除について設定します。

一時的に利用者のサービスを停止したり、その解除を行うことができます。
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5.4　利用者の管理

補足 ◆ ビジネスダイレクトの利用者が追加になったときは、利用者を追加登録します。

参照 ◆ 利用者の追加登録については、「3.5 利用者の登録・電子証明書の発行を行う」参照



（1）利用者情報（利用者暗証番号の再設定、
　　　　　　　　　　権限／利用者限度額など）を変更する

　　利用者暗証番号の再設定や、権限／利用者限度額などの変更を行います。

●　電子証明書方式の場合

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『利用者情報登録／変更』を
　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 　利用者情報を変更する利用者の「選択」
　欄にチェックを入れ、『変更』をクリック
　します。

表示項目 説　　明
 電子証明書  電子証明書が利用可能な利用者は「○」

 が付いています。

 電子証明書が未取得、失効、または有効

 期限が切れている利用者は「－」が付い

 ています。

 ※電子証明書方式をご契約の場合のみ表

 　示されます。ＩＤパスワード方式をご

 　契約の場合は表示されません。

 利用者  利用者ワンタイムパスワードを利用して

 ワンタイム  いる場合は「○」が付いています。

 パスワード  利用者ワンタイムパスワードを利用して

 いない場合は「－」が付いています。

 利用中止  暗証番号ロックによりサービスの利用が

 できない利用者は「○」が付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

 事故登録  管理者の事故登録により、利用者のサー

 ビスが停止している利用者は、「○」が

 付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

 収納サービス  番号の入力誤りを繰り返したことにより

 　　　封鎖  収納サービス取引が封鎖している利用者

 は「○」が付いています。

 収納サービス取引のご利用ができる利用

 者は「－」が付いています。

 収納サービス  収納サービス封鎖を繰り返したことによ

 　累積封鎖  り収納サービスの利用ができない利用者

 は「○」が付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

⇒　「利用者情報変更」画面が表示されます。
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参照 ◆ 利用者情報の登録については、「3.5 利用者の登録・電子証明書の発行を行う」参照



③ 　利用者情報を修正します。

利用者情報の設定項目については、「3.5

利用者の登録・電子証明書の発行を行う」

参照

※「利用者ID」「Eメールアドレス」は変更できません。

「利用者Ｅメールアドレス」の変更につい

ては、「10.1（3）自分の利用者Ｅメール

アドレスを設定／変更する」参照

※　電子証明書が発行されている場合は、電子証明書の

　　詳細情報が表示されます。

電子証明書の詳細情報については、後述の

「(3) 利用者電子証明書の再発行・失効を

行う」参照

※　利用者の修正を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　『クリア』をクリックすると、入力した情報が

　　すべてクリアされ、変更前の状態に戻ります。

※　ソフトウェアキーボードを使用する場合は、

　　『ソフトウェアキーボードを開く』をクリック

　　します。

ソフトウェアキーボードの使い方について

は、1.2「(3)ソフトウェアキーボードに

ついて」参照

④ 　利用者情報を変更したら、『ご契約先確認
　暗証番号』を入力し、『OK』をクリック
　します。

⇒　利用者情報が変更されます。
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参照

参照

参照

参照

補足

◆ 利用者が利用者暗証番号を失念した場合

利用者から、利用者暗証番号を忘れてしまった連絡があった場合は、設定しなおす必要が

あります。

設定しなおす場合は、「利用者情報変更画面」で「利用者暗証番号」を新たに入力し、

確認のために「利用者暗証番号再入力」にもう一度入力します。

利用者に新しい利用者暗証番号を通知してください。セキュリティ保護の観点から利用者

が再度変更されることをお勧めします。

10.1「利用者情報の変更」参照

◆ 利用者が利用者確認暗証番号を失念した場合も上記同様の取扱いとなります。

◆ 利用者が利用者ワンタイムパスワードを失念した場合

利用者から、利用者ワンタイムパスワードを忘れてしまった連絡があった場合は、再発行

する必要があります。再発行する場合は、「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行」

画面で行います。

利用者に新しい利用者ワンタイムパスワードを通知してください。

5.4「利用者の管理」（4）「利用者ワンタイムパスワードの再発行・

使用中止を行う」参照

参照



●　ＩＤパスワード方式の場合

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『利用者情報登録／変更』を
　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 　利用者情報を変更する利用者の「選択」
　欄にチェックを入れ、『変更』をクリック
　します。

表示項目 説　　明
 利用者  利用者ワンタイムパスワードを利用して

 ワンタイム  いる場合は「○」が付いています。

 パスワード  利用者ワンタイムパスワードを利用して

 いない場合は「－」が付いています。

 利用中止  暗証番号ロックによりサービスの利用が

 できない利用者は「○」が付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

 事故登録  管理者の事故登録により、利用者のサー

 ビスが停止している利用者は、「○」が

 付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

 収納サービス  番号の入力誤りを繰り返したことにより

 　　　封鎖  収納サービス取引が封鎖している利用者

 は「○」が付いています。

 収納サービス取引のご利用ができる利用

 者は「－」が付いています。

 収納サービス  収納サービス封鎖を繰り返したことによ

 　累積封鎖  り収納サービスの利用ができない利用者

 は「○」が付いています。

 サービスのご利用ができる利用者は「－」

 が付いています。

⇒　「利用者情報変更」画面が表示されます。
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③ 　利用者情報を修正します。

利用者情報の設定項目については、「3.5

利用者の登録・電子証明書の発行を行う」

参照

※「利用者ID」「Eメールアドレス」は変更できません。

「利用者Ｅメールアドレス」の変更につい

ては、「10.1（3）自分の利用者Ｅメール

アドレスを設定／変更する」参照

※　利用者の修正を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　『クリア』をクリックすると、入力した情報が

　　すべてクリアされ、変更前の状態に戻ります。

※　ソフトウェアキーボードを使用する場合は、

　　『ソフトウェアキーボードを開く』をクリック

　　します。

ソフトウェアキーボードの使い方について

は、1.2「(3)ソフトウェアキーボードに

ついて」参照

④ 　利用者情報を変更したら、『ご契約先確認
　暗証番号』を入力し、『OK』をクリック
　します。

⇒　利用者情報が変更されます。
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参照

参照

参照

補足

◆ 利用者が利用者暗証番号を失念した場合

利用者から、利用者暗証番号を忘れてしまった連絡があった場合は、設定しなおす必要が

あります。

設定しなおす場合は、「利用者情報変更画面」で「利用者暗証番号」を新たに入力し、

確認のために「利用者暗証番号再入力」にもう一度入力します。

利用者に新しい利用者暗証番号を通知してください。セキュリティ保護の観点から利用者

が再度変更されることをお勧めします。

10.1「利用者情報の変更」参照

◆ 利用者が利用者確認暗証番号を失念した場合も上記同様の取扱いとなります。

◆ 利用者が利用者ワンタイムパスワードを失念した場合

利用者から、利用者ワンタイムパスワードを忘れてしまった連絡があった場合は、再発行

する必要があります。再発行する場合は、「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行」

画面で行います。

利用者に新しい利用者ワンタイムパスワードを通知してください。

5.4「利用者の管理」（4）「利用者ワンタイムパスワードの再発行・

使用中止を行う（利用者ワンタイムパスワードを利用の場合）」

参照

参照



（2）利用者を削除する
　　登録されている利用者を削除します。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　 　変更』－『利用者情報登録／変更』を

　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 削除する利用者の「選択」欄にチェック
を入れ、『登録抹消』をクリックします。

⇒　「利用者情報登録抹消確認」画面が表示されます。

③ 　内容を確認します。

④ 　削除する場合は、『ご契約先確認暗証番号』
　を入力し、『OK』をクリックします。

⇒　削除を取り止める場合は『キャンセル』をクリック

　　します。
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補足 ◆ 削除した利用者ＩＤは、しばらくの間再登録できません。



（3）利用者電子証明書の再発行・失効を行う
　　登録済利用者の電子証明書の再発行または失効を行います。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『利用者情報登録／変更』を
　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 　電子証明書の再発行または失効を行う
　利用者の「選択」欄にチェックを入れ、
　『変更』をクリックします。

⇒　「利用者情報変更」画面が表示されます。
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補足

◆ 電子証明書の再発行・失効が必要な場合

以下の場合に必要となります。

・ 再発行

パソコンの変更・紛失・盗難などの場合

証明書の更新を失念して無効になってしまった場合

・ 失効

利用者ＩＤは継続するが、しばらく利用しない場合

◆ 再発行した場合、再発行前の電子証明書は無効になります。すみやかに（80日以内）取得

の手続きを行ってください。



③ 　電子証明書を再発行する場合は『再発行』
　電子証明書を失効する場合は『失効』を
　クリックします。

⇒　電子証明書が既に取得されている場合は、

　　電子証明書の詳細情報が表示されます。

項　目 説　　明
電子証明書 　電子証明書の累積発行枚数が表示

　発行番号 　されます。

電子証明書 「取得待」または「有効」が表示

ステータス 　されます。

電子証明書 　電子証明書の発行日が表示され

発行データ 　ます。

　登録日

電子証明書 　電子証明書ステータスが「有効」

　シリアル 　の場合に、取得済電子証明書の

　　　番号 　シリアル番号が表示されます。

電子証明書 　電子証明書ステータスが「有効」

　有効期間 　の場合に、取得済電子証明書の

　終了日時 　有効期限が表示されます。

④ 　『ご契約先確認暗証番号』を入力し、
　『ＯＫ』をクリックします。

　　※　管理者電子証明書の再発行には、所定の手続きが必要となります。

　　　　手続きの方法につきましては、お取引店、または、北海道信用金庫テレホンバンク

　　　　までお問い合わせください。
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（4）利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止を行う
　　登録済利用者の利用者ワンタイムパスワードの再発行または使用中止を行います。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『利用者情報登録／変更』を
　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

●　利用者ワンタイムパスワードを再発行する場合

② 　利用者ワンタイムパスワードの再発行を
　行う利用者の「選択」欄にチェックを
　入れます。

③ 　『発行／再発行』をクリックします。

⇒　「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行」

　　画面が表示されます。

④ 　「ご契約先確認暗証番号」を入力し、
　『ＯＫ』をクリックします。

⇒　「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行

　　完了」画面が表示されます。

※　表示されている内容を印刷する場合は、

　　『印刷』をクリックします。

⑤ 　『ＯＫ』をクリックします。
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補足

◆ 利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止が必要な場合

以下の場合に必要となります。

・ 再発行

利用者ワンタイムパスワードを失念してしまった場合

・ 使用中止

◆ 再発行した場合、再発行前の利用者ワンタイムパスワードは無効になります。



●　利用者ワンタイムパスワードを使用中止する場合

② 　利用者ワンタイムパスワードの使用中止
　を行う利用者の「選択」欄にチェックを
　入れます。

③ 　『使用中止』をクリックします。

⇒　「利用者ワンタイムパスワード使用中止」

　　画面が表示されます。

④ 　「ご契約先確認暗証番号」を入力し、
　『ＯＫ』をクリックします。

⇒　「利用者ワンタイムパスワード使用中止

　　完了」画面が表示されます。

⑤ 　『ＯＫ』をクリックします。
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　　利用者のサービス停止／停止解除について設定します。

　　・　利用者のサービスを停止する

　　・　利用者のサービスを停止を解除する

　　・　暗証番号ロックによりサービスが利用できなくなった利用者のサービス中止を解除する

　　・　収納サービス封鎖により収納サービスが利用できなくなった利用者の収納サービス中止

　　　　を解除する

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『利用者情報登録／変更』を
　クリックします。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 　対象の利用者を選択して、サービス停止／
　停止解除について設定します。

＜事故登録＞ 『事故登録理由』と

管理者の事故登録により、『ご契約先確認暗証番

＜事故登録解除＞ 『ご契約先確認暗証番

事故登録を解除して利用者 号』を入力して『事故

登録解除』をクリック

します。

＜利用中止解除＞ 『ご契約先確認暗証番

暗証番号ロックにより 号』を入力して『利用

中止解除』をクリック

します。

＜収納サービス封鎖＞ 『ご契約先確認暗証番

番号の入力誤りを繰り返し 号』を入力して『封鎖

（累積封鎖）解除』を

クリックします。

　

＜収納サービス累積封鎖＞

収納サービス封鎖を繰り返
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状況 設定方法

（5）サービス停止／停止解除／暗証番号ロック解除について設定する

したことにより収納サービ

　スの利用ができない場合

録』をクリックします。

利用者のサービスが停止

する場合

のサービス停止を解除する

場合

サービスの中止を解除

　　　　　　する場合

たことにより収納サービス

の利用ができない場合

号』を入力して『事故登



　　ファイル伝送を行う際に必要な情報を変更／参照します。

　　全銀パスワードやファイルアクセスキーを登録しておくと、ファイル伝送（送受信）時に

　　その都度入力する手間が省けます。

① 　管理者メニューで、
　『ご契約先管理情報変更』－
　『ファイル伝送契約情報変更／参照』
　をクリックします。

⇒　「ファイル伝送契約情報変更」画面が表示

　　されます。

② 　必要に応じて、ファイル伝送契約情報を
　入力します。

設定項目については、後述の「●「

ファイル伝送契約情報変更」画面の

設定項目」参照

③ 　『ご契約先確認暗証番号』を入力し、
　『登録』をクリックします。

⇒　登録が完了すると、完了メッセージが出力

　　されます。

●「ファイル伝送契約情報変更」画面の設定項目
＊の付いた項目は任意項目です。必要に応じて設定してください。

設定項目

枝番コード 枝番コードを選択します。

コメント＊ 必要に応じて、ファイル伝送契約情報の用途などを、コメントとして入力します。

ここで入力したコメントは、データ受信業務を行う際の契約情報選択画面に表示されます。

全銀 申込書に記載されている「全銀パスワード」を、半角英数字（大文字）６桁で入力します。

パスワード ※　全銀パスワード未設定の場合、伝送（送受信）時に毎回入力する必要があります。

ファイル 申込書に記載されている「ファイルアクセスキー」を、半角英数字（大文字）６桁で入力します。

アクセスキー ファイルアクセスキーは、「総合振込」などの業務ごとに設定します。

※　ファイルアクセルキー未設定の場合、伝送（送受信）時に毎回入力する必要があります。
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5.5　ファイル伝送契約情報の管理
　　　（ファイル伝送をご契約の場合）

説　　明

補足
◆ ファイル伝送契約情報は申込書（控）に記載されていますので、参照してください。

不明点につきましては、当金庫へお問い合わせください。

参照

 

 

 

 



　　ご契約先全体の限度額の変更を行います。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『ご契約先限度額変更』を
　クリックします。

⇒　「ご契約先限度額変更」画面が表示されます。

※　事前登録振込限度額は、当金庫未使用のため、

　　￥0になります。

② 　変更する情報を入力します。

設定項目については、5.3「●「

契約口座情報変更」画面の設定項目

」参照

③ 　変更する場合は、『ご契約先確認暗証
　番号』を入力し、『ＯＫ』をクリック
　します。

※　変更を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

※　『クリア』をクリックすると、入力した

　　情報がすべてクリアされ、変更前の状態

　　に戻ります。

⇒　「ご契約先限度額変更完了」画面が表示

　　されます。

5-25　　

5.6　ご契約先限度額の管理

補足
◆ ご契約口座ごとの限度額は、「契約口座情報選択」画面で変更できます。

「5.3 契約口座情報の管理」参照

参照



　　ここでは、振込手数料テーブルの参照／変更について説明します。

　　手数料計算方法についても併せて説明します。

（1） 振込手数料テーブルを参照する

振込先区分ごとの当方負担手数料または先方負担手数料を参照します。

（2） 振込手数料テーブルを変更する

　振込手数料を設定します。

（3） 手数料計算機能について

手数料計算機能は、オンライン資金移動取引や総合振込のデータ作成時に「先方

負担手数料」を選択した場合に、手数料マスタの情報から差引手数料を算定し、

資金移動金額を自動計算する機能です。

（1）振込手数料テーブルを参照する
　　振込先区分ごとの当方負担手数料または先方負担手数料を参照します。

　　手数料を参照できる振込先区分は、以下のとおりです。

・ 同金庫　同支店内

・ 同金庫　他支店内

・ 他行向け電信扱い

・ 他行向け文書扱い 　※　ビジネスダイレクトでは、「文書振込」はお取り扱いできません。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』－『振込手数料マスタ登録／変更
　／参照』をクリックします。

⇒　「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。

② 　参照する手数料の種類を選択します。
　「当方負担振込手数料」または「先方
　負担振込手数料」のいずれかを選択
　します。
※　総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担

　　振込手数料」のラジオボタンが表示されます。

③ 　『実行』をクリックします。
⇒　「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示

　　されます。選択した種類の手数料が、振込先

　　区分ごとに一覧表示されます。

④ 　手数料を確認します。

⑤ 　確認が終了したら、『参照終了』を
　クリックします。

⇒　「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。
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（2）振込手数料テーブルを変更する
　　振込手数料の設定や、手数料計算方法の変更を行います。

① 　管理者メニューで、『ご契約先管理情報
　変更』―『振込手数料マスタ登録／変更
　／参照』をクリックします。
⇒　「振込手数料マスタ選択」画面が表示されます。

② 　変更する手数料の種類を選択します。
　「当方負担振込手数料」または「先方
　負担振込手数料」のいずれかを選択します。
※　総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担

　　振込手数料」のラジオボタンが表示されます。

③ 　『実行』をクリックします。
⇒　「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示

　　されます。選択した種類の手数料が、振込先

　　区分ごとに一覧表示されます。

　　　●個別に手数料を設定する場合
※　通常は設定不要です。

　　振込されるお客様が振込先との契約等により、

　　先方負担手数料金額を当金庫所定の金額以外と

　　している場合は、その金額を差引いたものを

　　振込金額として計算することができます。

　　ただし、実際に口座より引落しとなる振込手数料は、

　　必ず当金庫所定の金額となります。

１. 　『個別手数料変更』をクリックします。
⇒　「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面が

　　表示されます。

※　手数料計算出方法を選択する場合は、「手数料

　　計算方法選択」のプルダウンメニューから、

　　据置型／未満手数料加算型／以上手数料加算型

　　を選択します。

2. 　基準金額の範囲を設定します。

3. 　設定した基準金額について、振込先区分
　ごとの振込手数料（差引金額）を入力し
　ます。

※　「標準手数料読込」をクリックすると、標準

　　手数料が読み込まれます。

※　手数料計算出方法を選択する場合は、「手数料

　　計算方法選択」のプルダウンメニューから、

　　据置型／未満手数料加算型／以上手数料加算型

　　を選択します。

4. 　『ご契約先確認暗証番号』を入力し。
　『マスタ登録』をクリックします。

⇒　「振込手数料マスタ変更／参照」画面に戻り

　　ます。

※　個別設定を取り止める場合は、『キャンセル』

　　をクリックします。

※　入力値をすべてクリアする場合は、『クリア』

　　をクリックします。
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　　　●当金庫が定める手数料を使用する場合

１. 　『ご契約先確認暗証番号』を入力し、
　『標準手数料使用』をクリックします。

⇒　標準手数料が読み込まれます。

　　　●手数料計算方法を変更する場合
（先方負担振込手数料のみ）

１. 　「手数料計算方法選択」のプルダウン
　メニューから、
　据置型／未満手数料加算型／以上手数料加算型

　を選択します。

2. 　『ご契約先確認暗証番号』を入力し、
　『手数料計算方法切替』をクリック
　します。

⇒　選択した計算方法による手数料が読み込まれます。

※　手数料計算方法については、後述の「（3）手数

　　料計算方法について」参照
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（3）手数料計算方法について

　　手数料計算機能は、オンライン資金移動取引や総合振込のデータ作成時に「先方負担

　　手数料」を選択した場合に、手数料マスタの情報から差引手数料を算定し、資金移動

　　金額を自動計算する機能です。

　　手数料計算には、以下の3種類の方法があります。

・ 据置型

当ビジネスダイレクトの初期値は「据置型」になっています。

・ 未満手数料加算型

合計金額の差額（差益）が発生する支払金額幅を最小限に抑える手数料計算機能です。

・ 以上手数料加算型

合計金額の差額（差損）が発生する支払金額幅を最小限に抑える手数料計算機能です。

　　●　据置型

手数料テーブルの金額範囲（計算上区分）を「基準金額」と同一とし、支払金額を

比較して先方負担の手数料を算出します。

＜例＞

支払金額が30,000円未満の場合は先方手数料を385円、30,000円以上の場合は

440円とします。

この算出方法で計算すると、支払金額が30,000円～30,439円の場合に合計支払

金額との間に差益が発生します。

計算上

差引く 振込 合計支払

先方負担 手数料 金額

手数料

385円 385円 29,999円

440円 385円 29,945円

440円 385円 30,329円

440円 385円 30,330円

440円 385円 30,384円

440円 440円 30,440円
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資金移動金額

30,000円

30,384円

30,439円

30,385円

30,440円

29,999円

55円

55円

0円

0円

55円

55円

支払金額の差額

支払金額と合計

29,944円

29,945円

29,999円

30,000円

29,614円

29,560円

支払金額

補足

◆ 手数料計算機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「資金移動情報入力」画面

・「振込金額入力」画面

・「個別入力」画面

・「受取人マスタ登録」画面

7.4「（1）資金移動を行う」、 8.2「（3）振込データを作成する」、

9.2「（1）個別入力で振込／振替データを作成する」、

8.2「（2）受取人マスタを登録する」

参照



　　●　未満手数料加算型

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の未満手数料金額を足したものを新たな

手数料テーブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担

の手数料を算出します。

＜例＞

支払金額が30,385円未満の場合は先方手数料を385円、30,385円以上の場合は

440円とします。

この算出方法で計算すると、支払金額が30,385円～30,439円の場合に合計支払

金額間に差益が発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。

計算上

差引く 振込 合計支払

先方負担 手数料 金額

手数料

385円 385円 29,999円

385円 385円 30,000円

385円 385円 30,384円

440円 385円 30,330円

440円 385円 30,384円

440円 440円 30,440円

　　●　以上手数料加算型

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の以上手数料金額を足したものを新たな

手数料テーブル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担

の手数料を算出します。

＜例＞

支払金額が30,440円未満の場合は先方手数料を385円、30,440円以上の場合は

440円とします。

この算出方法で計算すると、支払金額が30,385円～30,439円の場合に合計支払

金額間に差損が発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。

計算上

差引く 振込 合計支払

先方負担 手数料 金額

手数料

385円 385円 29,999円

385円 385円 30,000円

385円 385円 30,384円

385円 440円 30,440円

385円 440円 30,494円

440円 440円 30,440円

　5-30

30,439円 30,054円 -55円

30,440円 30,000円 0円

30,384円 29,999円 0円

30,385円 30,000円 -55円

29,999円 29,614円 0円

30,000円 29,615円 0円

支払金額の差額

30,384円 0円

30,385円 55円

29,999円

29,945円

29,999円 0円

30,000円 0円

29,614円

29,615円

支払金額 資金移動金額 支払金額と合計

30,439円 29,999円 55円

30,440円 30,000円 0円

支払金額の差額

支払金額 支払金額と合計資金移動金額



　　受取人マスタ／従業員マスタ／支払人マスタデータを一括削除します。

① 　管理者メニューで、
　『ご契約先管理情報変更』－
　『利用者情報登録／変更』をクリック
　します。

⇒　「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 　一括削除するマスタを選択します。
　『受取人マスタ』『従業員マスタ』
　『支払人マスタ』のいずれかを選択し、
　『削除』をクリックします。

⇒　マスタ削除確認画面が表示されます。

※　マスタの種類の選択肢が表示されない場合は、

　　当金庫の設定により、一括削除ができないよう

　　にしています。

③ 　内容を確認し、削除する場合は『ご契約先
　確認暗証番号』を入力し、『OK』を
　クリックします。

⇒　確認ダイアログが表示されます。

※　一括削除を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

④ 　削除する場合は、『ＯＫ』をクリック
　します。

⇒　「利用者情報選択」画面に戻ります。

※　一括削除を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。マスタ削除確認画面に

　　戻ります。
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5.8　マスタデータの一括削除



　　現在のビジネスダイレクトの利用状況および操作履歴を確認します。

（1）ご契約先ステータス

　　以下のご契約先情報と利用状況を確認できます。利用状況を確認することで、ビジネス

　　ダイレクトが不正に使用されていないかを確認できます。

・ ご契約先名

お客様の法人名称が表示されます。

・ 前回ログオン時

前回ログオン処理を行った日時が表示されます。

・ ご利用履歴

管理者・利用者のご利用履歴が過去3回分まで表示されます。

・ Ｅメールアドレス

登録されているＥメールアドレスが表示されます。

・ 利用者のご使用状況

登録してある利用者のご使用状況が表示されます。

① 　管理者メニューで、
　『ご契約先情報照会』－
　『ご契約先ステータス表示』を
　クリックします。

⇒　「ご契約先ステータス」画面が表示されます。

② 　ご契約先情報を確認します。
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5.9　現在の状況の確認



（2）操作履歴を照会する

　　管理者または利用者の操作履歴を照会します。

① 　管理者メニューで、
　『ご契約先情報照会』－
　『操作履歴照会」をクリックします。

⇒　「操作履歴照会選択」画面が表示されます。

② 　操作履歴を照会するユーザーの「選択」
　欄を選択します。
　「管理者」または「利用者」を選択
　します。

③ 　「開始範囲」で、照会する開始範囲を
　設定します。
　プルダウンメニューから、年月日、時、
　分を選択します。

④ 　「終了範囲」で、照会する終了範囲を
　設定します。
　プルダウンメニューから、年月日、時、
　分を選択します。

※　照会できる範囲は１ヶ月、件数は100件まで

　　です。

⑤ 　『次へ』をクリックします。

⇒　「操作履歴照会結果」画面が表示されます。

⑥ 　操作履歴を確認し、『ＯＫ』をクリック
　します。

⇒　「操作履歴照会選択」画面に戻ります。
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