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第 ９  章

（ファイル伝送の共通操作）

　　　日常業務

外部データを利用して振込／振替データを一括作成する

振込／振替データの送受信結果を印刷する

送受信結果未確認／ファイル伝送中断結果を確認する



　　ここでは、マスタ登録時の共通操作について説明します。

（1）　検索グループ名称を登録する

　　　　マスタを分類するための「グループ」を設定します。グループを設定して

　　　　おくと振込／振替データなどの作成時にマスタ抽出に利用でき、便利です。

（2）　金融機関・支店名称を検索する

　　　　マスタの口座情報を設定するときに、金融機関および支店名称を検索します。

（3）　マスタを修正／削除する

　 　　　　既存のマスタを選択して、修正／削除します。

（4）　外部ファイルを利用してマスタを一括登録する

　　　　全銀ファイルまたはCSV形式のファイルを取り込んで、マスタを一括登録

　　　　します。

（5）　マスタをCSVデータでダウンロードする

　　　　マスタデータをCSV形式のファイルにダウンロードします。
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9.1　受取人／従業員／支払人マスタ登録



（1）検索グループ名称を登録する

　　マスタを分類するための「グループ」を設定します。グループを設定しておくと、

　　振込／振替データなどの作成時にマスタ抽出に利用でき、便利です。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

② 　『検索グループ名称登録』をクリック
　します。

⇒　「検索グループ名称登録」画面が表示されます。

③ 　「グループ名称」に、マスタを分類する
　ための検索グループ名称を、半角12文字
　（全角6文字）で入力します。

※　グループ名称は、8個まで登録できます。

※　グループの内容が判断できるようなグループ

　　名称をつけると便利です。

④ 　『登録』をクリックします。

⇒　「検索グループ名称登録確認」画面が表示

　　されます。

⑤ 　登録内容を確認します。
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（２）金融機関・支店名称を検索する

　　マスタの口座情報を設定するときに、金融機関名と支店名を検索します。

※　以下の画面は、総合振込の個別入力の場合の例です。

① 　「個別入力」画面などで、金融機関を
　検索します。
　「金融機関コード」欄の右側の『検索』
　をクリックします。

⇒　「金融機関名検索」画面が表示されます。

② 　金融機関の検索条件を選択します。

設定項目
金融機関種類  プルダウンメニューから、以下のいず

 れかを選択します。

 ・銀行

　 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行

　外国銀行など

 ・信用金庫

　 信金中央金庫、信用金庫

 ・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、

　農業協同組合など

　頭文字  選択する金融機関名の頭文字を選択し

 ます。

 「ア」～「ワ」のいずれかをクリック

 します。

※　選択した頭文字に該当する金融機関

　　が存在しない場合、「該当する金融

　　機関がありません」というメッセー

　　ジが表示されます。

⇒　「金融機関選択」画面が表示され、検索条件に

　　該当する金融機関が一覧表示されます。

③ 　選択する金融機関の「選択」欄にチェック
　を入れ、『次へ』をクリックします。

⇒　元の画面（「個別入力」画面など）に戻ります。

　　選択した金融機関（金融機関コード、金融機関

　　カナ名称、金融機関漢字名称）の情報が自動

　　入力されています。
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説　　明

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ登録」画面

・「従業員マスタ登録」画面

・「支払人マスタ登録」画面

・「個別入力」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」、9.2「(1)個別入力で振込／振替データを作成する」
参照



④ 　支店を検索します。
　「支店コード」欄の右側の『検索』を
　クリックします。

⇒　「支店名検索」画面が表示されます。

※　金融機関を設定せずに「支店コード」欄の

　　右側の『検索』をクリックすると、「金融機関

　　名検索」画面が表示されます。

　　まず金融機関を設定してください。

⑤ 　支店の検索条件を選択します。

設定項目
 頭文字

 『ア』～『ワ』／『英数』のいずれか

 をクリックします。

 ※　選択した頭文字に該当する支店

  　　が存在しない場合、「該当する

 　　支店がありません」というメッ

 　　セージが表示されます。

⇒　「支店選択」画面が表示され、選択した金融

　　機関の支店のうち、検索条件に該当する支店

　　が一覧表示されます。

⑥ 　選択する支店の「選択」欄にチェックを
　入れ、『次へ』をクリックします。

⇒　元の画面（「個別入力」画面など）に戻ります。

　　選択した支店の情報（支店コード、支店カナ

　　名称、支店漢字名称）が自動入力されています。
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説　　明
 選択する支店名の頭文字を選択します。



（3）マスタを修正／削除する
　　(3)-1　マスタを修正する

　　既存のマスタデータを選択して、修正します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

② 　以下のいずれかをクリックします。
　『受取人マスタ登録』／『従業員マスタ
　登録』／『支払人マスタ登録』

⇒　マスタ一覧画面が表示されます。

③ 　必要に応じて、マスタを検索します。
　検索種別と表示順を選択し、『検索』を
　クリックします。
設定項目
 検索種別  プルダウンメニューから、「全検索」

「コード」「検索用カナ名称」「検索

 グループ」のいずれかを選択します。

　　　　　マスタの検索については、

　　　　　参照

 表示順  マスタの表示順を選択します。

 プルダウンメニューから、以下の

 いずれかを選択します。

 ※　ここで設定した表示順は、印刷時

　　 にも反映されます。

⇒　マスタ一覧に、該当するマスタデータが一覧

　　表示されます。

④ 　修正するマスタデータの「選択」欄に
　チェックを入れます。

※　マスタデータが20件を超える場合は、プルダウ

　　ンメニューから、表示する範囲を選択します。

　　『＞＞』または『＜＜』をクリックして、次の

　　範囲に表示を切り替えることもできます。

⑤ 　『修正』をクリックします。
⇒　登録画面が表示されます。
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説　　明

　　　　　9.2「(2) マスタを呼び出す」

コード1／コード2／名称順／口座順

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ一覧」画面

・「従業員マスタ一覧」画面

・「支払人マスタ一覧」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」
参照

参照
◆ 各マスタデータの修正可能な項目については、8.2「(2)-3受取人マスタを修正／削除する」、

8.3「(2)-3従業員マスタを修正／削除する」、8.4「(2)-3支払人マスタを修正／削除する」参照

参照



⑥ 　必要に応じて項目を修正し、『登録』を
　クリックします。

　　(3)-2　マスタを削除する

　　既存のマスタデータを選択して、削除します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

② 　以下のいずれかをクリックします。
　『受取人マスタ登録』／『従業員マスタ
　登録』／『支払人マスタ登録』

⇒　マスタ一覧画面が表示されます。

③ 　必要に応じて、マスタを検索します。
　検索種別と表示順を選択し、『検索』を
　クリックします。

設定項目
 検索種別  プルダウンメニューから、「全検索」

「コード」「検索用カナ名称」「検索

 グループ」のいずれかを選択します。

　　　　　マスタの検索については、

　　　　　参照

 表示順  マスタの表示順を選択します。

 プルダウンメニューから、以下の

 いずれかを選択します。

 ※　ここで設定した表示順は、印刷時

　　 にも反映されます。

⇒　マスタ一覧に、該当するマスタデータが一覧

　　表示されます。
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　　　　　9.2「(2) マスタを呼び出す」

コード1／コード2／名称順／口座順

説　　明

参照

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ一覧」画面

・「従業員マスタ一覧」画面

・「支払人マスタ一覧」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」

なお、一括削除については5.8「マスタデータの一括削除」を参照願います。

参照



④ 　削除するマスタデータの「選択」欄に
　チェックを入れます。

※　複数選択も可能です。ただし、ページをまたいで

　　複数選択することはできません。

※　一覧のすべての口座を選択する場合は、

　　『全選択』をクリックします。

※　マスタデータが20件を超える場合は、プルダウ

　　ンメニューから、表示する範囲を選択します。

　　『＞＞』または『＜＜』をクリックして、次の

　　範囲に表示を切り替えることもできます。

⑤ 　『削除』をクリックします。

⇒　削除確認画面が表示されます。

※　マスタの詳細を確認してから削除する場合は、

　　「受取人マスタ一覧」画面などで、「カナ名称

　　／漢字名称」のリンクをクリックします。

　　受取人マスタの場合、この方法で削除できる

　　のは、種別が「総振」の場合のみです。

⑥ 　内容を確認し、『削除』をクリックします。

⇒　確認メッセージが表示されます。

⑦ 　『ＯＫ』をクリックします。
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（4）外部ファイルを利用してマスタを一括登録する

　　全銀ファイルまたはCSV形式のファイルを取り込んで、マスタを一括登録します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　取込みファイルを準備します。

　　　　取込可能なCSVファイルの仕様については、

　　　　後述の「●取込可能なCSVファイル仕様」

　　　　参照

② 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

③ 　以下のいずれかをクリックします。
　『受取人マスタ登録』／『従業員マスタ
　登録』／『支払人マスタ登録』

⇒　マスタ一覧画面が表示されます。

④ 　『外部ファイル入力』をクリックします。

⇒　「外部ファイル入力」画面が表示されます。
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補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ一覧」画面

・「従業員マスタ一覧」画面

・「支払人マスタ一覧」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」

参照

参照



⑤ 　取込みファイルを選択し、『アップロード』
　をクリックします。

設定項目
ファイル  ファイル種別を選択します。

種別  プルダウンメニューから、『全銀

 ファイル』または『CSVファイル』

 のいずれかを選択します。

ファイル  『参照』をクリックして、アップロ

パス名  ードするファイルを選択します。

※　受取人マスタ登録の場合は「全銀ファイル」が

※　取り込めるCSVファイルの仕様については、 　　「全銀ファイル（手数料区分：当方負担）」

　　後述の「●取込可能なCSVファイル仕様」 　　「全銀ファイル（手数料区分：先方負担）」

　　参照 　　の2種類に分かれます。

⑥

⑦

⑧
⇒「アップロード中」画面が表示されます。

アップロードが完了した際は、自動的に次画面
に遷移します。
⇒「外部ファイル入力結果」画面が表示されます。

⑨

【入力データが相違していた場合】
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開くをクリックします。

⇒「外部ファイル入力」画面に戻ります。

『アップロード』をクリックします。

【正常にアップロードできた場合】 次へをクリックします。
⇒「受取人マスタ一覧」画面に戻りま
す。

アップロードした受取人情報は、受取
人マスタ一覧に追加されています。

※アップロードする外部ファイルが所定のフォー
マットと相違している場合は、エラーが画面に表
示されます。

説　　明

事前に作成しておいた、マスタ情報の
ファイルを選択します。
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【同一データが登録されていた場合】

【一度の登録件数が上限値を超えた場合】

※アップロードした外部ファイルのうち、正常処
理と異常処理が混在する場合は、正常処理され受
取人情報のみ追加されます。

※外部ファイルを使用して一度に登録できる上限
は、500件までです。



　　● 取込可能なCSVファイル仕様

　　一括登録に使用できるCSVファイルの仕様は、以下のとおりです。

　　＜受取人マスタ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

№ 項　目 区分

1 金融機関コード※  数字－半角4桁 必須  0126

2  金融機関カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ﾄｳﾎｳ

3  金融機関漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  東邦

4  支店コード※  数字－半角3桁 必須  212

5  支店カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ｺｵﾘﾔﾏｵﾛｼﾏﾁ

6  支店漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  郡山卸町

7  預金種目  数字－半角1桁 必須  1

8  口座番号※  数字－半角7桁 必須  1000001

9  受取人カナ名  英数カナ－半角30桁まで 必須  ｶ)ｱｲｽﾞｼﾁﾌｸｼﾖｳｼﾞ

10  受取人漢字名  漢字－全角48桁まで 任意  会津七福商事

11  顧客コード1※  数字－半角10桁まで 任意

12  顧客コード2※  数字－半角10桁まで 任意

13  振込指定区分  数字－半角1桁（「7」 必須  7

 または「8」）

14  手数料区分  数字－半角1桁（「0」 必須  0:当方／1:先方  0

 または「1」）

15  検索グループ  数字－半角8桁（「0」 任意  10000000

 または「1」）

　　＜従業員マスタ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

№ 項　目 区分

1 金融機関コード※  数字－半角4桁 必須  1111

2  金融機関カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ｱｲｳｴｵ

3  金融機関漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  あいうえお銀行

4  支店コード※  数字－半角3桁 必須  001

5  支店カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ﾎﾝﾃﾝ

6  支店漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  本店

7  預金種目  数字－半角1桁 必須  1

8  口座番号※  数字－半角7桁 必須  0000006

9  従業員カナ名  英数カナ－半角30桁まで 必須  ｼﾝｷﾝﾊﾅｺ

10  従業員漢字名  漢字－全角48桁まで 任意  信金花子

11  従業員コード1※  数字－半角10桁 任意

12  従業員コード2※  数字－半角10桁 任意

13  検索グループ  数字－半角8桁（「0」 任意  10000000

 または「1」）
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タイプ／桁数 入力例備　考

 0000000002

 0000000006

 0000000001

 0000000002

タイプ／桁数 備　考 入力例

1:普通預金／2:当座預金

4:貯蓄預金／9:その他

※ビジネスダイレクトでは

　「その他」の口座へは

　振込できません

 7:電信振込／8:文書振込

※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:普通預金／2:当座預金



　　＜支払人マスタ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

№ 項　目 区分

1  委託者コード  数字－半角10桁 任意 ファイル出力時は、  0000000001

設定されません。

2 金融機関コード※  数字－半角4桁 必須  1111

3  金融機関カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ｼﾝｷﾝ

4  金融機関漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  デモ信用金庫

5  支店コード※  数字－半角3桁 必須  001

6  支店カナ名  英数カナ－半角15桁まで 任意  ﾎﾝﾃﾝ

7  支店漢字名  漢字－全角30桁まで 任意  本店

8  預金種目  数字－半角1桁 必須  1

9：その他

9  口座番号※  数字－半角7桁 必須  1111111

10  支払人カナ名  英数カナ－半角30桁まで 必須  ｶ)ｼﾝｷﾝｼﾖｳｼﾞ

11  支払人漢字名  漢字－全角48桁まで 任意  （株）しんきん商事

12  支払人コード※  数字－半角20桁 任意  0000000004

13  検索グループ  数字－半角8桁（「0」 任意  10000000

 または「1」）
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1:普通預金／2:当座預金

※ビジネスダイレクトでは

　「その他」の口座へは

　振込できません

入力例備　考

3:納税準備金／

タイプ／桁数

補足
◆ ※の付いた項目は、桁数に満たなくてもかまいません。検索処理時に、不足の桁数分の「0」が

冒頭に付与されて処理されます。



（5）マスタをCSVデータでダウンロードする

　　受取人／従業員／支払人マスタをCSV形式のファイルでダウンロードします。

※　以下の画面は、受取人マスタの場合の例です。

① 　「受取人マスタ一覧」画面などで、
　『ファイル出力』をクリックします。

⇒　「ファイル出力」画面が表示されます。

② 　『ダウンロード』をクリックします。

⇒　ダイアログボックスが表示されます。

※　お客様の環境によっては、ブラウザに結果が

　　表示されます。

③ 　『保存』をクリックします。

　9-14

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ一覧」画面

・「従業員マスタ一覧」画面

・「支払人マスタ一覧」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」
参照



　　ここでは、振込／振替データ作成時の共通操作について説明します。

（1）　個別入力で振込／振替データを作成する

　　　　受取人／従業員／支払人情報と支払（振替）金額情報を個別に入力して

　　　　振込／振替データを作成します。

（2）　マスタを呼び出す

　　　　受取人／従業員／支払人マスタに登録されている情報を呼び出します。

（3）　外部データを利用して振込／振替データを一括作成する

　 　　　　CSV形式のファイルを取り込んで、振込／振替データを一括作成します。

（4）　既存の振込／振替データを修正／再利用する

　　　　未送信の振込／振替データを修正します。また、送信済の振込／振替データ

　　　　を再利用して、新しい振込／振替データを作成することもできます。

（5）　既存の振込／振替データを削除する

　　　　既存の振込／振替データを削除します。

（6）　振込／振替データをダウンロードする

　　　　振込／振替データを全銀フォーマットのファイルでダウンロードします。
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9.2　振込／振替データの作成

補足
◆ 振込・・・・・・・総合振込、給与・賞与振込のことをさします。

◆ 振替（請求）・・・預金口座振替のことをさします。



（1）個別入力で振込／振替データを作成する

　　マスタに登録されていない受取人／従業員／支払人情報と支払金額情報を個別に

　　入力して、振込／振替データを作成します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

以下は、総合振込を例に解説します。

給与、賞与振込の場合は、【給】、預金口座振替の

場合は、【預】の記号の解説を参照してください。

② 　『データ作成』をクリックします。

⇒　「振込データ選択」画面が表示されます。

【給】「振込データ選択」

【預】「振替データ選択」画面になります。

③ 　『新規』をクリックします。

⇒　「振込指定日入力」画面が表示されます。

【給】「振込指定日入力」画面になります。

【預】「引落指定日入力」画面になります。

④ 　振込データについて設定し、『次へ』を
　をクリックします。

⇒　「振込金額入力」画面が表示されます。

　　画面中央に、マスタ情報が一覧表示されます。

　　画面上部には、依頼人情報が表示されます。

【給】　同様の手順になります。

【預】「振込金額入力」画面となり、委託者情報

　　　　が表示されます。
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⑤ 　「振込金額入力」画面などで、
　『個別入力』をクリックします。

⇒　「個別入力」画面が表示されます。

【給】同様の手順になります。

【預】「振替金額入力」画面になります。

⑥ 　受取人／従業員／支払人情報と支払／
　振込／請求金額情報を入力します。

●マスタに未登録のデータの場合

　受取人／従業員／支払人情報と支払／
　振込／請求金額情報を設定し、設定内容
　をマスタへ登録します。

　１．受取人／支払金額情報を入力し、
　　　『登録』をクリックします。

設定項目については、後述の「●

「個別入力」画面の設定項目」参照

⇒　マスタ登録確認画面が表示されます。

【給】従業員／振込金額情報

【預】支払人／請求金額情報

　２．『登録』をクリックします。

⇒　マスタへ登録されます。

※　登録を取り止める場合は『キャンセル』を

　　クリックします。

●マスタに登録済のデータの場合

　受取人／従業員／支払人情報と支払／
　振込／請求金額情報を設定し、振込／
　振替データの作成を行います。

　１．受取人／支払金額情報を入力し、
　　　『登録』をクリックします。

【給】従業員／振込金額情報

【預】支払人／請求金額情報

設定項目については、後述の「●

「個別入力」画面の設定項目」参照

　引き続き、振込／振替データの作成を
　行います。
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参照

参照



●マスタからデータを呼び出す場合

　登録済のマスタから受取人／従業員／
　支払人情報を呼び出して、振込／振替
　データの作成を行います。

　１．『マスタ呼出』をクリックします。

⇒　マスタ呼出画面が表示されます。

　２．振込／振替先の条件（対象マスタ
　　　および検索種別）を指定し、『検索』
　　　をクリックします。

マスタの検索については、後述の

「(2) マスタを呼び出す」参照

⇒　「個別入力」画面に戻ります。検索条件

　　に合った受取人／従業員／支払人情報が

　　自動入力されています。

　３．『登録』をクリックします。

　引き続き、振込／振替データの作成を
　行います。

※　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。

※　「振込金額一覧」／「振替金額一覧」画面に

　　戻る場合は、『一覧入力』をクリックします。

　9-18

参照

  



　　●「個別入力」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。

　金融機関コード

　支店コード

　預金種目

　口座番号

　振込指定区分

　手数料区分

　検索用カナ名称  「受取人／従業員／支払人カナ名称」に入力した名称が、法人略語

 ます。変更する場合は、半角カナ／半角数字30文字以内で入力して

　グループ指定

　支払／振込／請求金額

　手数料

 　　抽出に利用でき、便利です。

 ※　「条件」は複数選択できます。その場合は、AND検索となります。

 金融機関コードを入力して『検索』をクリックすると、「金融機関カナ

 名称」と「金融機関漢字名称」が自動表示されます。

 金融機関コードが不明な場合は、『検索』をクリックすると、金融機関

 プルダウンメニューから、「当方負担」または「先方負担」を選択します。

 手数料の負担先を設定します。

　　　　手数料の自動計算については、5.7「(3)手数料計算方法について」

 受取人マスタの場合のみ設定できます。

　　　　参照

受取人/従業員/支払人カナ名称

受取人/従業員/支払人漢字名称＊  必要に応じて、漢字名称を全角文字48文字以内で入力します。漢字名称

 を入力すると、「マスタ一覧」画面などに表示されるようになります。

　　※　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。

　顧客/従業員/支払人コード1＊

　顧客/従業員/支払人コード2＊

 プルダウンメニューから、「電信振込」または「文書振込]を選択します。

 総合振込の場合のみ設定できます。

 することができます。

 ドを指定しておきます。コードを指定する場合は、「コード1」と「コ

 ード2」の組み合わせで、重複しない番号を半角数字10文字でそれぞれ

 入力してください。

 名称を頭文字から検索することができます。

　　　　金融機関名称の検索については、9.1「(2)金融機関・支店名称

　　　　を検索する」参照

 支店コードを入力して『検索』をクリックすると、「支店カナ名称」と

 「支店漢字名称」が自動表示されます。

 口座番号を半角数字7文字以内で入力します。

 カナ名称を、半角カナ／半角英数字30文字以内で入力します。

　・給与・賞与振込の場合

　　普通／当座

　　普通／当座／納税準備／その他　

　　※　ビジネスダイレクトでは「その他」の口座からは振替できません。

設定項目 説　　明

 コードを登録しておくと、振込／振替データ作成時などにマスタを抽出

 支店コードが不明な場合は、『検索』をクリックすると、支店名称を

 頭文字から検索することができます。

　　　　支店名称の検索については、9.1「(2)金融機関・支店名称を

　　　　検索する」参照

 プルダウンメニューから、以下のいずれかを選択します。

　・総合振込の場合

　　普通／当座／貯蓄／その他

　　※　ビジネスダイレクトでは「その他」の口座へは振込できません。

　・預金口座振替の場合

 「マスタ一覧」画面などで、マスタを特定の順番で並べたい場合、コー

 ください。

（「カ)」「ユ)」など）を除いて自動表示されます。変更することもでき

　　　　グループの登録については、9.1「(1)検索グループ名称を登録

　　　　する」参照

 金額を入力します。

 手数料の負担先と金額を入力します。

 ※　総合振込の場合のみ設定できます。

 指定するグループにチェックを入れます。

 ※　「グループ」とは、振込先／振替先を分類するための項目です。

 　　グループを設定しておくと、振込／振替データ作成時にマスタ
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参照

参照

参照

参照



（2）マスタを呼び出す

　　受取人／従業員／支払人マスタに登録されている情報を呼び出します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　「受取人マスタ呼出」画面などで、対象
　マスタを選択します。

　「対象マスタ」のプルダウンメニュー
　から、「受取人マスタ」または「従業員
　マスタ」を選択します。

※　給与・賞与振込データの場合は「従業員マスタ」

　　預金口座振替データの場合は「支払人マスタ」

　　のみが対象マスタとなり、変更できません。

※　オンラインの資金移動時に登録された受取人も

　　検索対象とする場合は「オンライン都度／事前

　　登録の受取人も検索対象」にチェックを入れます。

② 　検索種別を選択します。
　プルダウンメニューから、「全検索」
　「コード」「検索用カナ名称」「検索
　グループ」のいずれかを選択します。

選択肢
全検索

コード
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説　　明
 選択した対象マスタの全検索を行います。

 コードを指定して検索します。「条件」

 で、検索するコードの範囲を入力します。

 「受取人マスタ」を選択した場合は受取人

 コード、「従業員マスタ」を選択した場合

 は従業員コード、「支払人マスタ」を選択

 した場合は、支払人コードで検索します。

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・ 「受取人マスタ呼出」画面

既存の振込データ修正時に「受取人／従業員マスタ」から呼び出します。

この画面は、「振込金額入力」画面の受取人マスタ呼出をクリックすると表示されます。

・ 「従業員マスタ呼出」画面

既存の振込データ修正時に「従業員マスタ」から呼び出します。

この画面は、「振込金額入力」画面の従業員マスタ呼出をクリックすると表示されます。

・ 「支払人マスタ呼出」画面

既存の振替データ修正時に「支払人マスタ」から呼び出します。

この画面は、「振替金額入力」画面の支払人マスタ呼出をクリックすると表示されます。

・ 「振込指定日入力」画面

総合振込データ作成時に「受取人／従業員マスタ」から呼び出します。

給与・賞与振込データ作成時に「従業員マスタ」から呼び出します。

・ 「引落指定日入力」画面

預金口座振替データ作成時に「支払人マスタ」から呼び出します。

・ 「個別入力」画面

振込／振替データの個別入力時に「受取人／従業員／支払人マスタ」から呼び出します。

8.2「(3)振込データを作成する」、8.3「(3)振込データを作成する」、

8.4「(3)振替データを作成する」
参照

  



選択肢
検索用

カナ名称

検索

グループ

③ 　『検索』／『次へ』をクリックします。

⇒　検索条件に合致するマスタデータが呼び出されます。

（3）外部データを利用して振込／振替データを一括作成する

　　CSV形式のファイルを取り込んで、振込／振替データを一括作成します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　取込みファイルを準備します。

　　　　取込可能なCSVファイルの仕様については、

　　　　後述の「●取込可能なCSVファイル仕様」

　　　　参照

② 　「振込／請求金額入力」画面などで、
　『外部データ入力』をクリックします。

⇒　「外部データ入力」画面が表示されます。

③ 　『参照』をクリックして、取り込むファイル
　を選択します。
⇒「ファイルの選択」画面が表示されます。

④

⑤
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 検索します。「条件」で、検索対象とする

 条件を選択します。　　　　　　　　　　

 ※　「条件」は複数選択できます。その場合

 は、AND検索となります。　　　　　　　

説　　明
 口座名義人（カナ）で検索します。｢条件｣

 で、口座名義人の名称（カナ）を入力しま

 す。一部のみ入力して検索することもでき

 ます。　　　　　　　　　　　　　　　　

 あらかじめ登録されたグループを指定して

事前に作成しておいた、振込データのファ
イルを選択します。

『開く』をクリックします。
⇒「外部データ入力」画面に戻ります。

補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「振込金額入力」画面

・「振替金額入力」画面

8.2「(3)振込データを作成する」、8.3「(3)振込データを作成する」、

8.4「(3)振替データを作成する」
参照

参照



⑥ 『アップロード』をクリックします。
⇒「アップロード中」画面が表示されます。

アップロードが完了した際は、自動的に次画面
に遷移します。
⇒「外部ファイル入力結果」画面が表示され
　ます。

⑦ 　外部データの内容を確認します。

　画面上部には、入力結果が表示されます。

・　入力件数
　　入力ファイルのデータ件数

・　正常処理件数
　　正常に処理された件数

・　異常処理件数
　　正しく処理できなかった件数

・　登録処理件数
　　振込／振替明細として登録された件数

　画面下部には、異常処理件数が1件以上
　あった場合のエラー詳細が表示されます。

⑧ 　『次へ』をクリックします。

⇒　元の画面（「振込金額入力」画面など）に戻り

　　ます。

　　アップロードした外部ファイルの内容が反映さ

　　れています。
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　　● 取込可能なCSVファイル仕様

　　一括作成に使用できるCSVファイルの仕様は、以下のとおりです。

　　＜総合振込データ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

　　受取人マスタに登録している顧客コード1、顧客コード2、受取人カナ名称を入力します。

　　「顧客コード1」「顧客コード2」の2項目、または「受取人カナ名称」のいずれかの

　　入力が必要です。

顧客コード1 顧客コード2

 必須／任意

 タイプ  数字  数字

 桁数  半角10桁  半角10桁

 例 1234567890 1234567890

 10  10

　　＜給与・賞与振込データ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

　　従業員マスタに登録している従業員コード1、従業員コード2、従業員カナ名称を入力します。

　　「従業員コード1」「従業員コード2」の2項目、または「従業員カナ名称」のいずれかの

　　入力が必要です。

従業員コード1 従業員コード2

 必須／任意

 タイプ  数字  数字

 桁数  半角10桁  半角10桁

 例 1234567890 1234567890

 10  10

　　＜預金口座振替データ用の取込可能なCSVファイル仕様＞

　　支払人マスタに登録している支払人コード1、支払人コード2、支払人カナ名称を入力します。

　　「支払人コード1」「支払人コード2」の2項目、または「支払人カナ名称」のいずれかの

　　入力が必要です。

支払人コード1 支払人コード2

 必須／任意

 タイプ  数字  数字

 桁数  半角10桁  半角10桁

 例 1234567890 1234567890

 10  10
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受取人カナ名称

 英数カナ

 半角30桁以内

必須※2必須※1

 ﾅｺﾞﾔﾎﾃｲｼﾖｳｼﾞ(ﾕ

 ｷﾞﾌﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾝﾊﾞｲ

 半角10桁以内

支払金額

 10000

 20000

 30000

 任　意

 数字

必須※1 必須※2

振込金額従業員カナ名称

 任　意

 英数カナ

 半角30桁以内

 数字

 半角10桁以内

必須※1 必須※2

 10000

 ﾅｺﾞﾔﾍﾞﾝﾃﾝｼﾖｳｶｲ  20000

 ﾊﾏﾏﾂﾍﾞﾝﾃﾝｾｲｻｸｼﾞﾖ  30000

 ﾍﾞﾝｻﾞｲﾃﾝ ﾊﾅｺ

 ﾎﾃｲ ﾀｸﾐ

 10000

 20000

 30000

支払人カナ名称 請求金額

 任　意

 英数カナ  数字

 半角30桁以内  半角10桁以内

補足

◆ ※１（「顧客コード」「従業員コード」「支払人コード」）を指定する場合は、各コード1、2の両方

の入力が必要です。「受取人カナ名称」「従業員カナ名称」「支払人カナ名称」の入力は不要です。

◆ ※2（「受取人カナ名称」「従業員カナ名称」「支払人カナ名称」）を指定する場合は、

「顧客コード1、2」「従業員コード1、2」「支払人コード1、2」の入力は不要です。

◆ 太線で囲まれた部分のようなデータを、CSVファイルとして作成します。

◆ 顧客コード／従業員コード／支払人コードは、桁数に満たなくてもかまいません。

検索処理時に、不足の桁数分の「0」が冒頭に付与されて処理されます。



（4）既存の振込／振替データを修正／再利用する

　　作成途中の振込／振替データを修正します。また、送信済の振込／振替データを

　　再利用して、新しい振込／振替データを作成することもできます。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

② 　『データ作成』をクリックします。

⇒　「振込データ選択」／「振替データ選択」

　　画面が表示されます。

③ 　修正／再利用する振込／振替データの
　「選択」欄にチェックを入れます。

④ 　修正する場合は『修正』、再利用して新規
　作成する場合は『送信済データ利用』を
　クリックします。

※　修正できるのは、「状態」が「作成中」

　　「承認待」「送信待」のデータのみです。

※　再利用できるのは、「状態」が「送信済」の

　　データのみです。

⇒　「振込指定日入力」／「引落指定日入力」画面

　　が表示されます。

⑤ 　振込／振替データを修正し、『次へ』を
　クリックします。

※　「依頼人」／「委託者」は選択できません。

　　「表示順」で「入力順」を選択すると、元と

　　なる振込／振替データの作成順に表示され

　　ます。

⇒　「振込金額入力」／「振替金額入力」画面が

　　表示されます。
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⑥ 　明細を修正し、『作成完了』をクリック
　します。

⇒　「作成完了確認」画面が表示されます。

※　手数料は自動で再計算されますが、最初の

　　データ作成時に手入力された手数料につい

　　ては、再計算されません。

⑦ 　振込／振替データの修正が完了し、承認
　待ちとする場合は『承認待』を選択します。
　振込／振替データが作成途中の場合は
　『作成中』を選択します。

⑧ 　『確認』をクリックします。

⇒　「振込データ選択」／「振替データ選択」画面に

　　戻ります。

※　支払／振込／請求金額が0円の明細がある場合、

　　承認時に一括削除される旨のメッセージが表示

　　されます。

　　一括削除する場合は『OK』をクリックします。
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参照
◆ 振込／振替データの修正可能な項目については、8.2「(3)-2既存の振込データを修正／再利用する」、

8.3「(3)-2既存の振込データを修正／再利用する」、8.4「(3)-2既存の振替データを修正／再利用

する」参照



（5）既存の振込／振替データを削除する
　　(5)-1　振込／振替データを削除する

　　既存の振込／振替データを削除します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　利用者メニューで、『ファイル伝送』を
　クリックし、以下のいずれかを
　クリックします。

『総合振込』／『給与・賞与振込』／
『預金口座振替』

② 　『データ作成』をクリックします。

⇒　「振込データ選択」／「振替データ選択」

　　画面が表示されます。

③ 　削除する振込／振替データの「選択」欄に
　チェックを入れ、『削除』をクリックします。
　または、削除する振込／振替データの
　「データコメント／依頼人名」
　欄のリンクをクリックします。

⇒　「振込データ詳細情報」画面が

　　表示されます。

④ 　内容を確認し、『削除』をクリックします。

⇒　「情報を削除します。よろしいですか？」の

　　ダイアログが表示されます。

※　削除せずに「振込データ選択」／「振替データ

　　選択」画面に戻る場合は、『確認』をクリック

　　します。

⑤ 　削除する場合は、『OK』をクリックします。

⇒　「振込データ詳細情報」画面／「振替データ詳細

　　情報」画面に戻ります。振込／振替データが一覧

　　から削除されています。

※　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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　　(5)-2　明細を削除する

　　明細を削除します。明細を削除するには、2通りの方法があります。

　　＜振込／振替データから受取人／従業員／支払人情報を外す方法＞

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　「振込金額入力」／「振替金額入力」
　画面で、削除する振込／振替明細の
　「受取人名」／「従業員名」／
　「支払人名」欄のリンクをクリック
　します。

⇒　「受取人詳細情報」／「従業員詳細情報」／

　　「支払人詳細情報」画面が表示されます。

② 　内容を確認し、削除する場合は『削除』
　をクリックします。

※　削除を取り止めて前画面に戻る場合は、

　　『確認』をクリックします。

③ 　削除する場合は、『OK』をクリック
　します。

⇒　「受取人詳細情報」／「従業員詳細情報」

　　／「支払人詳細情報」画面に戻ります。

　　受取人／従業員／支払人詳細情報が一覧

　　から削除されています。

※　削除を取り止める場合は、『キャンセル』を

　　クリックします。

　　＜支払金額をゼロに設定する方法＞

① 　「振込金額入力」／「振替金額入力」
　画面で、不要な振込／振替明細の
　「支払金額」／「振込金額」／
　「引落金額」欄を空欄または「0」と

　 　入力します。
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（6）振込／振替データをダウンロードする

　　振込／振替データを全銀フォーマットのファイルでダウンロードします。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　「振込データ選択」画面などで、
　『ファイル出力』をクリックします。

⇒　「ファイル出力」画面が表示されます。

② 　内容を確認し、『ダウンロード』を
　 　クリックします。

⇒　ファイルのダウンロードが開始されます。

⇒　ダイアログボックスが表示されます。

※　お客様の環境によっては、ブラウザに結果が

　　表示されます。

③ 　『保存』をクリックします。
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補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「振込データ選択」画面

・「振替データ選択」画面

・「口座データ選択」画面

8.2「(3)-1振込データを新規作成する」、8.3「(3)-1振込データを新規作成する」、

8.4「(3)-1振替データを新規作成する」、8.4「(7)-5受信した振替結果データを

ダウンロードする」

参照



　　ここでは、振込／振替データ送信時の共通操作について説明します。

（1）　事前チェックエラーの詳細を表示する

　　　　ファイル伝送の際に行われる事前チェック時に発生するエラーについて、

　　　　詳細を説明します。

（2）　セキュリティ警告を確認する

　　　　ファイル伝送の際に必要なセキュリティの承認について説明します。

（3）　送受信結果未確認／ファイル伝送中断結果を承認する

　 　　　　送信結果画面／受信結果画面で伝送を中断した場合の処理について

　　　　説明します。
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9.3　振込／振替データの送信



（1）事前チェックエラーの詳細を表示する

　　ファイル伝送の際、送信確認画面で、送信データの事前チェックを行っています。

　　送信データにエラーが生じた場合、エラーコードおよびエラー詳細が表示されます。

　　エラーコードの構成と意味は、以下のとおりです。エラーの内容と詳細にしたがって、

　　データを修正してください。

コード名称

　ファイル番号

　レコード区分

　レコード番号

　ロケーション

　エラーコード

　口座名義人

振込・引落金額

エラーメッセージ

エラー項目内容

注：表示項目がない場合は、「－」表示します。
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　エラーとなった項目の値が表示されます。

　レコード区分がデータレコードの場合のみ、振込・引落金額が表示されます。

意　　　味

　エラーのあるファイル番号が表示されます。

　シングルファイル：‘01’が固定で表示　

　マルチファイル：‘01’～‘99’でファイル番号を表示

　エラーのあるレコード区分が表示されます。

　01：ヘッダレコード／02：データレコード／08：トレーラレコード／

　09：エンドレコード

　エラーのあるレコード番号が表示されます。

　レコード区分がデータレコード以外の場合は、「000000」が表示されます。

　マルチファイルの場合は、ファイル単位でのレコード番号になります。

　エラーとなった項目が、レコードの先頭から数えて何バイト目から始まる項目かが

　表示されます。

　エラーの内容に応じたエラーコードが表示されます。

　レコード区分がデータレコードの場合のみ、口座名義人が表示されます。

　レコード区分がデータレコードの場合のみレコード番号が表示されます。

　エラー内容を示すメッセージが表示されます。

補足
◆ レコード番号は「入力順」に統一して表示されます。「振込金額入力」画面／「振替金額入力」画面

で入力順を選択してから修正してください。



（2）送受信結果未確認／ファイル伝送中断結果を確認する

　　送信結果画面／受信結果画面で『確認』をクリックせずにファイル伝送のサブメニュー

　　のいずれかをクリックすると、再送信確認画面またはファイル伝送中断メッセージが

　　表示されます。

　　● 『外部ファイル送受信』以外のサブメニューをクリックした場合

※　以下の画面は、総合振込で発生した場合の例です。

⇒　再送信確認画面が表示されます。

① 　『確認』をクリックします。

⇒　送信結果画面に戻ります。

② 　『確認』をクリックします。

⇒　総合振込メインメニューが表示され、以降、

　　再送信確認画面／ファイル伝送中断メッセ

　　ージは表示されなくなります。

　　● 『外部ファイル送受信』をクリックした場合

※　以下の画面は、外部ファイル送信以外のファイル伝送で発生した場合の例です。

⇒　ファイル伝送中断メッセージが表示されます。

① 　サブメニューの『外部ファイル送受信』
　以外をクリックします。

⇒　再送信確認画面が表示されます。

② 　『確認』をクリックします。

⇒　送信結果画面に戻ります。

③ 　『確認』をクリックします。

⇒　総合振込メインメニューが表示され、以降、

　　再送信確認画面／ファイル伝送中断メッセ

　　ージは表示されなくなります。
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　　ここでは、マスタの印刷および送受信結果の印刷について説明します。

（1）　受取人／従業員／支払人マスタを印刷する

　　　　登録済みのマスタを印刷します。

（2）　振込／振替データの送受信結果を印刷する

　　　　期間を指定して、送受信した振込／振替データの送受信履歴を印刷します。
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9.4　マスタ／送受信結果の印刷



（1）受取人／従業員／支払人マスタを印刷する

　　登録済みのマスタを印刷します。

※　以下の画面は、受取人マスタの場合の例です。

① 　「受取人マスタ一覧」画面などで、
　必要に応じて、検索種別、表示順を
　選択します。

　プルダウンメニューから、以下のいずれ
　かを選択します。

　検索種別：全検索／コード／検索用
　　　　　　カナ名称／検索グループ

　表示順：コード1／コード2／
　　　　　名称順／口座順

② 　『印刷』をクリックします。

⇒　ダイアログボックスが表示されます。

※　お客様の環境によっては、ブラウザに結果が

　　表示されます。

③ 　『保存』をクリックします。

④ 　ダウンロードしたファイルを
　Microsoft Wordなどで開いて、
　印刷します。
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補足

◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「受取人マスタ一覧」画面

・「従業員マスタ一覧」画面

・「支払人マスタ一覧」画面

8.2「(2)受取人マスタを登録する」、8.3「(2)従業員マスタを登録する」、

8.4「(2)支払人マスタを登録する」
参照



（2）振込／振替データの送受信結果を印刷する

　　期間を指定して、送受信した振込／振替データの送受信履歴を印刷します。

※　以下の画面は、総合振込の場合の例です。

① 　「総合振込」画面などで、『通信結果
　報告書印刷』をクリックします。

⇒　「通信結果報告書印刷範囲指定」画面が

　　表示されます。

② 　印刷する範囲を指定して、『印刷』を
　クリックします。

⇒　ダイアログボックスが表示されます。

※　お客様の環境によっては、ブラウザに結果が

　　表示されます。

③ 　『保存』をクリックします。

④ 　ダウンロードしたファイルを
　Microsoft Wordなどで開いて、
　印刷します。
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補足
◆ この機能を使用する画面は以下のとおりです。

・「総合振込」画面

・「給与・賞与振込」画面

・「預金口座振替」画面


