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１４．振込契約情報照会をするには

  振込契約情報照会では、総合振込、給与・賞与振込、都度振込における契約情報を照会

するとともに、振込指定日関連・賞与指定日・取扱限度額・手数料算出方法の変更を可

能とします。

  振込契約情報照会を行う手順は次の通りです。

  ≪業務の流れ≫

２．メイン画面より契約情報登録・照会を選択する

ＷＥＢ－ＦＢメイン画面より【契約情報登録・照会】を選択していただき
ます。

３．サブメニューまたはご利用メニューより振込契約情

  報を選択する

サブメニューまたはご利用メニューより【振込契約情報】を選択していた

だきます。

振込契約情報照会を行う利用者がログインします。

１．利用者がログインを行う

振込契約情報照会
（総合振込）
⇒≪P3-14-2≫

振込契約情報照会
（給与・賞与振込）
⇒≪P3-14-4≫

振込契約情報照会
（都度振込）
⇒≪P3-14-6≫

日付指定変更
⇒≪P3-14-8≫

曜日指定変更
⇒≪P3-14-10≫

随時指定変更
⇒≪P3-14-12≫

賞与指定日変更
⇒≪P3-14-13≫

取扱限度額変更
（総合振込）
⇒≪P3-14-15≫

取扱限度額変更
（給与・賞与振込）
⇒≪P3-14-17≫

手数料算出方法変
更（総合振込）
⇒≪P3-14-19≫

手数料算出方法変
更（都度振込）
⇒≪P3-14-21≫

４．振込契約情報を照会および登録内容の変更を行う

選択した企業の登録内容の確認および変更が可能です。

登録されている振込契約の「振込指定日関連」「賞与指定日」「取扱限度額」

「手数料算出方法」の変更が可能です。
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（１）振込契約情報照会（総合振込）

≪詳細手順≫

総合振込の振込契約情報照会

① グローバルメニューから【契約情報登録・
  照会】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから
  【振込契約情報】をクリックします。

③ 企業選択画面が表示されます。
  企業一覧より契約情報照会を行う企業の

        をクリックします。総合振込

★表示される口座情報は、ログインしたお客
様ＩＤでご利用いただける、振込契約を行
っている企業（会社コード）の決済口座で
す。

★契約種別に利用権限がないユーザの場合、
該当の契約種別ボタンが表示されません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュ
ー上のリンクが外れ選択が行えません。ま
た、ご利用メニュー上は「※利用権限があ
りません」と表示し、選択が行えません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ
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④ 選択した企業・契約種別の振込契約情報照
  会画面が表示されます。

（ア）振込指定日関連
   現在登録されている振込指定日に関する
   総合振込契約情報を表示します。

   なお、    をクリックすることによ

   り、変更も可能となっておりますが、変更
   する場合は当金庫へ確認してください。
  ◇日付指定
   →「第３章 １４．（４）日付指定変更」
    参照

  ◇曜日指定
   →「第３章 １４．（５）曜日指定変更」
    参照

  ◇随時指定
   →「第３章 １４．（６）随時指定変更」
    参照

  ◇指定日が休業日の場合
   指定日が休業日となった場合の取扱方法
   を表示する。
   なお、本設定は日付指定または曜日指定
   の場合に有効となります。

（イ）契約内容
  ◇通信種目内訳
   総合振込契約に基づく通信種目内訳が表
   示されます。

  ◇取扱限度額
   現在登録されている取扱可能な限度額を
   表示します。

   変更する場合は    をクリックしま

   す。
   →「第３章 １４．（８）取扱限度額変
    更（総合振込）」参照

（ウ）先方負担
   現在登録されている手数料算出方法を表
   示します。

   変更する場合は    をクリックしま

   す。
   →「第３章 １４．（１０）手数料算出
    方法変更（総合振込）」参照

（ア）

（イ）

（ウ）

変更

変更

変更
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（２）振込契約情報照会（給与・賞与振込）

≪詳細手順≫

給与・賞与振込の振込契約情報照会

① グローバルメニューから【契約情報登録・
  照会】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから
  【振込契約情報】をクリックします。

③ 企業選択画面が表示されます。
  企業一覧より契約情報照会を行う企業の

          をクリックします。給与・賞与振込

★表示される口座情報は、ログインしたお客
様ＩＤでご利用いただける、振込契約を行
っている企業（会社コード）の決済口座で
す。

★契約種別に利用権限がないユーザの場合、
該当の契約種別ボタンが表示されません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュ
ー上のリンクが外れ選択が行えません。ま
た、ご利用メニュー上は「※利用権限があ
りません」と表示し、選択が行えません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ
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（ア）

（イ）

（ウ）

④ 選択した企業・契約種別の振込契約情報照
  会画面が表示されます。

（ア）振込指定日関連
   現在登録されている振込指定日に関する
   給与・賞与振込契約情報を表示します。

   なお、    をクリックすることによ

   り、変更も可能となっておりますが、変更
   する場合は当金庫へ確認してください。
  ◇日付指定
   →「第３章 １４．（４）日付指定変更」
    参照

  ◇曜日指定
   →「第３章 １４．（５）曜日指定変更」
    参照

  ◇随時指定
   →「第３章 １４．（６）随時指定変更」
    参照

  ◇指定日が休業日の場合
   日付指定または曜日指定の場合、指定日
   が休業日となった場合の取扱方法を表示
   する。

  ◇データ登録期限
   日付指定または曜日指定の場合、データ
   登録期限を表示する。

（イ）賞与指定日１～６
   現在登録されている賞与指定日を表示し
   ます。

   変更する場合は    をクリックしま

   す。
   →「第３章 １４．（７）賞与指定日変更」
    参照

（ウ）契約内容
  ◇通信種目内訳
   通信種目内訳が表示されます。

  ◇資金確保日
   現在登録されている資金確保日を表示し
   ます。

  ◇取扱限度額
   現在登録されている取扱可能な限度額を
   表示します。

   変更する場合は    をクリックし

  ます。
   →「第３章 １４．（９）取扱限度額変更
    （給与・賞与振込）」参照

変更

変更

変更
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（３）振込契約情報照会（都度振込）

≪詳細手順≫

都度振込の振込契約情報照会

① グローバルメニューから【契約情報登録・
  照会】をクリックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから
  【振込契約情報】をクリックします。

③ 企業選択画面が表示されます。
  企業一覧より契約情報照会を行う企業の

        をクリックします。都度振込

★表示される口座情報は、ログインしたお客
様ＩＤでご利用いただける、振込契約を行
っている企業（会社コード）の決済口座で
す。

★契約種別に利用権限がないユーザの場合、
該当の契約種別ボタンが表示されません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュ
ー上のリンクが外れ選択が行えません。ま
た、ご利用メニュー上は「※利用権限があ
りません」と表示し、選択が行えません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ
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④ 選択した企業・契約種別の振込契約情報照
  会画面が表示されます。

（ア）契約内容
  ◇通信種目内訳
   都度振込契約に基づく通信種目内訳が表
   示されます。

  ◇取扱限度額
   現在登録されている取扱可能な限度額を
   表示します。

  ◇都度累計限度額
  現在登録されている取扱可能な都度振込
  累計限度額を表示します。

（イ）先方負担
   現在登録されている手数料算出方法を表
   示します。

   変更する場合は    をクリックしま

   す。
   →「第３章 １４．（１１）手数料算出
    方法変更（都度振込）」参照

変更

（ア）

（イ）
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（４）日付指定変更

  ≪詳細手順≫

振込契約の日付指定変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－３、５）

  から日付指定欄の    をクリックしま

す。

変更
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（ア）

（イ）

（イ）

（ア）

（ウ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の指定日を入力します。
   指定日を設定する場合は、指定日にする
   日付にチェックを付け、指定日を解除す
   る場合は、チェックをはずします。

★指定日は「１～３０、月末」の中から複数
選択可能とします。

メモ

（イ）指定日が休業日の場合の取扱いを設定し
   ます。

   指定日が休業日となった場合の取扱いを

   「前営業日」または「翌営業日」のどち

   らか１つを選択します。

（ウ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した日付指定の内容が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、総合振込の場合は「第３
章 １４．（１）振込契約情報照会（総合
振込）」の④へ、給与・賞与振込の場合は
「第３章 １４．（２）振込契約情報照会
（給与・賞与振込）」の④へ戻ります。

ポイント

確定

★     をクリックすると変更前の登録

内容を表示します。

ポイント

クリア



3-14-10

（５）曜日指定変更

  ≪詳細手順≫

振込契約の曜日指定変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－３、５）

から曜日指定欄の    をクリックします。変更



3-14-11

（イ）

（ア）

（ア）

（イ）

（ウ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の曜日を入力します。
   曜日を設定する場合は、指定日にする曜
   日にチェックを付け、指定日を解除する
   場合は、チェックをはずします。

★曜日は「月～金曜日」の中から複数選択可
能とします。

メモ

（イ）指定日が休業日の場合の取扱いを設定し
   ます。

   指定日が休業日となった場合の取扱いを

   「前営業日」または「翌営業日」のどち

   らか１つを選択します。

（ウ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した曜日指定の内容が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、総合振込の場合は「第３
章 １４．（１）振込契約情報照会（総合
振込）」の④へ、給与・賞与振込の場合は
「第３章 １４．（２）振込契約情報照会
（給与・賞与振込）」の④へ戻ります。

ポイント

確定

★     をクリックすると変更前の登録

内容を表示します。

ポイント

クリア
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（６）随時指定変更

  ≪詳細手順≫

振込契約の随時指定変更

（ア）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）随時指定の内容が表示されます。

（イ）    をクリックします。登録

★変更処理終了後、総合振込の場合は「第３
章 １４．（１）振込契約情報照会（総合
振込）」の④へ、給与・賞与振込の場合は
「第３章 １４．（２）振込契約情報照会
（給与・賞与振込）」の④へ戻ります。

ポイント

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－３、５）

から随時指定欄の    をクリックしま

す。

変更
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（７）賞与指定日変更

≪詳細手順≫

振込契約の賞与指定日変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－５）

  から賞与指定日欄の    をクリックし

ます。

変更
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（ア）

（イ）

（ア）

（ウ）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）賞与指定日１～６の変更を行います。
   変更後の賞与指定日を入力します。

★賞与指定日は最大６個まで登録することが
できます。
ただし、２月２９日を賞与指定日として指
定することはできません。

メモ

（イ）指定日が休業日の場合の取扱いを設定し
   ます。

   指定日が休業日となった場合の取扱いを

   「前営業日」または「翌営業日」のどち

   らか１つを選択します。

（ウ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した賞与指定日１～６の内容が表示
   されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、「第３章 １４．（２）振
込契約情報照会（給与・賞与振込）」の④
へ戻ります。

ポイント

確定
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（８）取扱限度額変更（総合振込）

  ≪詳細手順≫

総合振込の取扱限度額変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－３）

  から取扱限度額欄の      をクリックしま

  す。

変更
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（ア）

（イ）

（ア）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の取扱限度額を千円単位で入力し
   ます。
   なお、「０千円」は金庫所定の限度額とな
   ります。

★取扱限度額の変更については、契約時に登
録した取扱限度額以下の金額でなければな
りません。

メモ

（イ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した取扱限度額が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、総合振込の場合は「第３
章 １４．（１）振込契約情報照会（総合
振込）」の④へ戻ります。

ポイント

確定
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（９）取扱限度額変更（給与・賞与振込）

≪詳細手順≫

給与・賞与振込の取扱限度額変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－５）

から取扱限度額欄の      をクリックしま

す。

変更
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（ア）

（イ）

（ア）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の取扱限度額を千円単位で入力し
   ます。
   なお、「０千円」は金庫所定の限度額とな
   ります。

（イ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した取扱限度額が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、「第３章 １４．（２）振
込契約情報照会（給与・賞与振込）」の④
へ戻ります。

ポイント

確定

★取扱限度額の変更については、契約時に登
録した取扱限度額以下の金額でなければな
りません。

メモ
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（１０）手数料算出方法変更（総合振込）

  ≪詳細手順≫

手数料算出方法変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－３）

  から手数料算出方法欄の      をクリック

します。

変更
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（ア）

（イ）

（ア）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の手数料算出方法を選択します。
   なお、選択できる手数料算出方法は、当
   金庫にて取扱可能なものとします。

★手数料算出方法とは、総合振込時の手数料
先方負担で手数料を算出する方法のことで
す。

メモ

（イ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した手数料算出方法が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、「第３章 １４．（１）振
込契約情報照会（総合振込）」の④へ戻り
ます。

ポイント

確定
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（１１）手数料算出方法変更（都度振込）

  ≪詳細手順≫

手数料算出方法変更

① 振込契約情報照会画面（Ｐ３－１４－７）

  から手数料算出方法欄の    をクリッ

クします。

変更
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（ア）

（イ）

（ア）

（イ）

② 契約内容変更画面が表示されますので、変
  更を行います。

（ア）変更後の手数料算出方法を選択します。
   なお、選択できる手数料算出方法は、当
   金庫にて取扱可能なものとします。

★手数料算出方法とは、都度振込時の手数料
先方負担で手数料を算出する方法のことで
す。

メモ

（イ）    をクリックします。登録

③ 契約内容確認画面が表示されますので、内
  容確認後、変更処理を行います。

（ア）変更した手数料算出方法が表示されます。

（イ）    をクリックします。

★変更処理終了後、「第３章 １４．（３）振
込契約情報照会（都度振込）」の④へ戻り
ます。

ポイント

確定


