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1 ご利用までの流れ

▼店頭でのお申込み
お申込書を店頭にてご記入ください。
申込書は店頭にご用意しております。
※お申込時に簡単な審査がございます。

▼ご利用カード等のお受取り
ご利用カード､ ワンタイムパスワードカードは銀行お届けの住所へ郵送いたします。

▼ご利用開始
ご利用カード､ ワンタイムパスワードカードが届き次第、ご利用できます。ご利用の開始にあたっては、12 ページからの ｢むさしのビジ
ネス・ダイレクト初回ご利用時のご操作｣ をご覧ください。

2 むさしのビジネス・ダイレクトでご利用いただける機能

必要な機能に応じて、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲの３つのタイプから選択できます。

ご利用カード

ワンタイム
パスワードカード

●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。
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経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー
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●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー

●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）は Type Ⅰが 5,000 万円、Type Ⅱが 1 億円、Type Ⅲが 5 億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさ
しのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。

　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。

●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。
　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツにな

ります。　※ 6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。
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3 利用人数・口座登録件数

2021年11月22日現在5 1 0 7 1 1 2 0 2 6

【武蔵野銀行ホームページ】　http://www.musashinobank.co.jp

インターネット
ヘルプデスク

ご注意事項
●「ご契約者番号」・「管理者（利用者）コード」・「ログオンパスワード」・「可変パスワード」等は、他人に知られることのないよう厳
重に管理してください。●ご利用カードを紛失した場合、パスワードをお忘れになった場合、「ご契約者番号」および「パスワー
ド」を他人に知られてしまった場合は、すみやかにお取引店までご連絡ください。セキュリティの為、パスワード等にオートコンプ
リート機能は利用しないでください。

※お届け内容（振込・払込限度額の引き上げ、連絡先電話番号等）の変更、ご利用口座の追加等につきましても、お申込書類を上記に準じてご提出ください。※ご郵送でのお申込受付は行っておりません。

むさしのビジネス・ダイレクトの
お申込書類は当行の窓口にござ
います。
どうぞお気軽にお申しつけくだ
さい。

必要事項をご記入いただきお届
出印を捺印のうえ、お取引店に
お持ちください。

お手続き完了後、「むさしのビジ
ネス・ダイレクトご利用カード」と
「ワンタイムパスワードカード」を
約2週間程度で別々にお届けの
ご住所宛にご郵送いたします。

申込書の入手 お申込み ご利用開始

お申込方法

【受付時間 平日9:00～17:00】
土・日・祝日・12/31～1/3を除きます。お問い合せは

●インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンがあれば、お取引きができます。

●振込手数料が最大220円＊おトク！窓口をご利用いただくよりも、振込手数料がぐんとおトクです。
　＊窓口で他行宛のお振込みをされた場合との比較

●安心してご利用いただくために、ワンタイムパスワードを採用。また、社内セキュリティを確保するための、「振込認証」
「利用者の権限設定」「利用者の操作ロック」など、管理者によるコントロール機能も充実しています。

セキュリティについて

武蔵野銀行のホームページと「むさしのビジネス・ダイレクト」は、セキュアブレイン社のフィッシング・不正送金対策ソフト「PhishWallプレミアム」に対
応しています。「PhishWallプレミアム」を使用いただきますと、緑のシグナルが表示され、接続中の武蔵野銀行ホームページと「むさしのビジネス・ダイ
レクト」が本物であることを簡単に確認できるようになります。
不正なポップアップをはじめとした様々なMITB（マン・イン・ザ・ブラウザ）攻撃に対応し、不正送金被害からお客さまを守る「PhishWallプレミアム（無
料）」を是非ご利用ください。

◆フィッシング対策・MITB攻撃対策について

ワンタイムパスワードとは、ワンタイムパスワード生成機「ワンタイムパスワードカード」に表示されるパスワードです。
60秒単位で自動更新され、ご利用の都度パスワードが変化する使い捨てパスワードです。
1回限りで無効となる使い捨てパスワードのため、万一、第三者にパスワードを盗み見られても、現在有効なパスワードを知ることができないため、第三
者が不正にログオンすることが非常に困難になります。

◆ワンタイムパスワードの採用

（注）料金等には消費税等が含まれています。ご利用手数料
◆ご契約料金 5,500円

◆地方税納付取扱手数料／1市区町村あたり55円
◆口座振替取扱手数料／1件あたり110円
◆利用者用ワンタイムパスワードカード発行手数料／2,200円
※新規契約時の管理者用ワンタイムパスワードカード発行手数料は無料です。

給与振込手数料
※経費精算振込手数料

220円

無　料

無　料

振込手数料

他行宛振込

当行本支店

当行同一支店

605円

330円

無　料

◆振込手数料
◆月間基本料金
サービスタイプ TypeⅠ

2,200円 5,500円 6,600円

TypeⅡ TypeⅢ

当行でお申込みの手続きをいたします。
※簡単な審査がございます。

低コスト！
low costeasy operation

カンタン
操作！

reliable security

セキュリティも
しっかり安心！

むさしの
ビジネス・ダイレクト
むさしの
ビジネス・ダイレクト

法人インターネットバンキング法人インターネットバンキング

ビジネスで活躍！ 取引はインターネットで！

インターネットで、お振込みや残高照会などが簡単にできる

法人・個人事業主向けのサービスです。

ご利用人数・ご利用口座・口座登録数等

月間基本料金

CF0000＃000000

Type Ⅰ Type Ⅱ Type Ⅲ

ご利用人数 管理者1名 /利用者19名 管理者1名 /利用者49名 管理者1名 /利用者99名

ご利用口座数
普通預金・当座預金・カードローン

代表口座1口座 /利用口座19口座 代表口座1口座 /利用口座49口座 代表口座1口座 /利用口座99口座

振込・振替
納付先口座

振込 ･ 振替 200 口座まで登録可能 500 口座まで登録可能 1,000 口座まで登録可能

総合振込 ご利用いただけません
500口座まで登録可能

※全銀形式でのファイルアップロードは
5,000件まで可能

5,000口座まで登録可能
※全銀形式でのファイルアップロードは

50,000件まで可能

給与振込
経費精算振込 ご利用いただけません

500口座まで登録可能
※全銀形式でのファイルアップロードは

5,000件まで可能

5,000口座まで登録可能
※全銀形式でのファイルアップロードは

50,000件まで可能

地方税納付 ご利用いただけません
500市区町村まで登録可能

※地銀協形式でのファイルアップロードも
500件まで可能

5,000市区町村まで登録可能
※地銀協形式でのファイルアップロードは

10,000件まで可能

口座振替 ご利用いただけません ご利用いただけません
5,000口座まで登録可能

※全銀形式でのファイルアップロードは　
50,000件まで可能
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4 ご利用カード、ワンタイムパスワードカードの紛失や、パスワードを失念された場合

ご利用カード ･ ワンタイムパスワードカードを紛失された場合（注１）、パスワードを規定回数以上お間違えになりご利用いただけない場合、
パスワードを失念された場合、パスワードを他人に知られてしまった場合は、以下のお手続きをお願いいたします。

（注 1）ご利用カード、ワンタイムパスワードカードを紛失した場合は、再発行手数料（ご利用カード：1,100 円 / ワンタイムパスワードカード：2,200 円（消費税込） が必要と
なります。

（注 2）利用者（ワンタイムパスワードあり）の「ワンタイムパスワードカード再発行」手続き後のワンタイムパスワードカードは郵送にてお送りいたしますので、お手元に届く
まで 2 週間程度かかります。

（注 3）管理者は「お客さま登録情報」の「利用者登録・変更」にて利用者用の可変パスワード表を印刷して該当の利用者にお渡しください。ワンタイムパスワードカードが届き
ましたら、速やかに利用登録を行ってください。

5 サービス内容・利用規定

サービス内容や利用規定等が変更になる場合があります。この場合は、ホームページ等に掲示しますので、 最新の内容を確認のうえご利用
ください。

6 アクセス方法

https://www.musashinobank.co.jp にアクセスし、「むさしのビジネス・ダイレクト」へ進んでください。

7 お取引店にお申みが必要なお取引

次のお取引は、お取引店にお申込みください。
①利用口座の追加、②全銀会計情報、③全銀会計情報（XML）、④経費精算振込、⑤口座振替、⑥総合振込（XML）
※ SNS につきましては、ぶぎんシステムサービス㈱にお申込みください。

8 ご利用環境

最新のご利用環境については、ホームページに掲載してありますので、そちらをご覧ください。

ログオンパスワード／可変パスワード／資金移
動パスワードの場合 ワンタイムパスワードの場合

管理者 お取引店で「ご利用カード」の再発行手続き
をしてください。

お取引店で「ワンタイムパスワードカード」
の再発行手続きをしてください。

利用者（ワンタイムパスワ
ードあり） むさしのビジネス・ダイレクト上で「管理者」

が該当パスワードの再登録をしてください。

むさしのビジネス・ダイレクト上で「管理者」
が「ワンタイムパスワードカード失効、再
申込」手続きをしてください。（注 2）

ワンタイムパスワードカードが到着するま
での間、利用者は利用者用の可変パスワー
ドを使用してログオンすることができます。

（注 3）

利用者（ワンタイムパスワ
ードなし）
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■セキュリティ方式について
インターネットでの情報漏洩、盗聴、データの偽造、改ざんを
防ぐため、お客さまの情報の送受信に「128bitSSL（Secure 
Socket Layer）」暗号化方式を採用しています。

128bitSSL 暗号化方式とは
SSL（Secure Socket Layer）とは、ネットスケープ社が開
発したインターネット回線を流れるお客さまの情報を、お
客さまのパソコンのブラウザと当行サーバーの間で暗号化
する仕組みです。

「むさしのビジネス・ダイレクト」では、現在使われている
暗号化方式の中で安全性が高いといわれている 128bitSSL
暗号化方式によりお客さまの情報を保護していますので、
安心してご利用いただけます。

■社内セキュリティを守るために
お申込みの際、本サービスの管理者を決めてください。管理者以
外の方が利用する場合は、お申込み後管理者がパソコン画面上か
ら「利用者登録」を行ってください。
※利用者は管理者から与えられた権限の範囲内でサービスがご利

用いただけます。
※管理者は利用者の「操作ロック（サービス利用停止）・解除」

をパソコン・スマートフォンで行うことができます。

■複数の ID・パスワードでお客さまを確認
むさしのビジネス・ダイレクトをご利用いただく際には、「ご契
約者番号」「管理者（利用者）コード」「ログオンパスワード」「可
変パスワード」「ワンタイムパスワード」「資金移動パスワード」
でお客さまを確認します。

■利用者用可変パスワードとワンタイムパスワードの
　採用
利用者がログオンする場合、利用者用の可変パスワードを入力し
てください。ただし、承認権限等のある一部利用者は、可変パス
ワードに代えてワンタイムパスワードをご利用いただきます。
※利用者用の可変パスワードは、管理者が利用者を登録する時に

作成されるパスワードです。

■ワンタイムパスワードの採用
ワンタイムパスワードとはパスワード生成機「ワンタイムパスワ
ードカード」に表示されるパスワードです。60 秒単位で自動更
新され、ご利用の都度パスワードが変化する使い捨てパスワード
で、管理者と承認権限等のある一部利用者が、ログオン時に入力
します。万一、第三者にパスワードを盗み見られても、現在有効
なパスワードを知ることができないため、第三者が不正にログオ
ンすることが非常に困難になります。

■ウイルス対策ソフト「PhishWall プレミアム」（無料）
　の採用
武蔵野銀行のホームページと「むさしのビジネス・ダイレクト」
は、セキュアブレイン社のフィッシング・不正送金対策ソフト

「PhishWall プレミアム」に対応しています。「PhishWall プレ
ミアム」を使用いただきますと、接続中の武蔵野銀行ホームペー
ジと「むさしのビジネス・ダイレクト」が本物であることを簡単
に確認できるようになります。
不正なポップアップをはじめとした様々な MITB（マン・イン・
ザ・ブラウザ）攻撃に対応し、不正送金被害からお客さまを守る

「PhishWall プレミアム（無料）」を是非ご利用ください。

■自動ログオフ
お客さまがログオンしたまま離席された場合など、一定時間操作
がなかった場合には自動的にログオフし、第三者の不正利用を防
ぐよう配慮しています。お取引きを終了する場合は、必ずログオ
フしてください。

■ソフトウェアキーボードの採用
ソフトウェアキーボード（画面上に表示された疑似キーボード） 
をマウスでクリックすることで、パスワードが入力できます。ソ
フトウェアキーボードから操作すると「キーボードの操作履歴が
残らない」ため、より安全にむさしのビジネス・ダイレクトをご
利用いただけます。

■ EV SSL サーバー証明書の採用
フィッシング犯罪の対策として EV SSL サーバー証明書を採用し
ています。
※ EV SSL サーバー証明書についてはホームページでご確認くだ

さい。

■電子メールの送信
ご登録いただいている電子メールアドレス宛に、お振込・お振替
等の受付結果やメールアドレスの変更結果などを連絡させていた
だきます。
※管理者は初回ログオン時に登録が必要です。利用者の登録は任

意ですが、登録していただくことをお勧めします。
※メールアドレスは、サービス画面上からご登録いただけます。

■セキュリティ専用サイトの掲載
当行ではホームページにセキュリティについての専用ページ「む
さしのネット安心スクール」を掲載しております。是非、ご覧く
ださい。

9 銀行側のセキュリティ対策
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■ウィルス対策ソフトの導入
ウイルス感染を原因とした不正送金被害を防止するために、むさ
しのビジネス・ダイレクト を利用されるパソコンにはウイルス
対策ソフトを必ず導入してください。
当行ホームページからむさしのビジネス・ダイレクト向けウイル
ス対策ソフト「PhishWall プレミアム」を無料でご利用いただ
けます。

■最新の修正プログラムを適用
OS・ブラウザおよびその他お使いのソフトウェアには、適宜、
最新の修正プログラムを適用してください。常に最新版にするこ
とで、セキュリティが高まります。

■不特定多数の方が利用するパソコンでは利用しない
インターネットカフェなど不特定多数の方が使用するパソコンで
は、パスワードなどお客さまの重要情報が記録に残ってしまう恐
れがあります。
不特定多数の方が使用するパソコンではご利用にならないようご
注意ください。

■不要なウェブサイトにアクセスしない
ウェブサイトによっては、アクセスしただけでウィルスに感染す
る場合がありますので、業務上必要なウェブサイト以外はアクセ
スしないようご注意ください。

■不審なメールを開かない
「フィッシング」（電子メール等に虚偽のリンクを記載して、その
金融機関とは関係のない虚偽のウェブサイトにアクセスさせるこ
とで、その金融機関になりすまして暗証番号など重要なお客さま
の情報を不正に取得しようとする行為）や「スパイウェア」（パ
ソコンなどで入力された個人情報を利用者が気づかないうちに収
集して、インターネット経由で送信してしまう不正ソフト）など
を利用した犯罪が発生していますので、不審な電子メールには十
分ご注意ください。

■電子メールアドレスの登録
「お客さま登録情報」メニューまたは最初のログオン時の画面よ
り電子メールアドレスを登録してください。お振込み・お振替え
等の受付結果やメールアドレスの変更結果などを連絡させていた
だきます。

■残高の定期的なご確認
口座の取引明細や残高を定期的にご確認いただき、不審な取引が
発生していないことをご確認ください。

■前回ログオン時の確認
ホーム画面に前回のログオン日時が表示されます。前回利用した
日時と一致していることを確認してください。

■パスワードの定期的な変更
セキュリティ確保のため、「ログオンパスワード」を定期的に変
更してください。また、初回利用時に、管理者は念のため「ログ
オンパスワード」を変更してください。

◆「ログオンパスワード」は、英数字を混ぜて設定してください。
アルファベットは大文字・小文字が判別されます。

◆第三者に類推されやすいパスワード（生年月日、電話番号、住
所、口座番号、車のナンバー、連続した数字の組合せ等） の利
用はしないでください。

◆パスワードは、絶対に第三者に教えないでください。当行行員
がパスワードをお客さまにおたずねすることは絶対にありませ
ん。

◆パスワードは、テキストファイル、ワード、エクセルなどに記
載して、パソコンやインターネット上のクラウドサービスに保
存しないでください。

■「ご利用カード」「ワンタイムパスワードカード」等
　の厳重な管理

「ご利用カード」・「ログオンパスワード」・「ワンタイムパスワー
ドカード」・「利用者用可変パスワード表（5 × 4 ）」・「利用者用
のワンタイムパスワードカード（オプション）」は、厳重に管理
してください。
管理者のご利用カード、ワンタイムパスワードカードを紛失した
場合、パスワードをお忘れになった場合、「ご契約者番号」およ
び「パスワード」を他人に知られてしまった場合は、すみやかに
お取引店までご連絡ください。
利用者のワンタイムパスワードカードを紛失した場合、パスワー
ドをお忘れになった場合、パスワードを他人に知られてしまった
場合は、管理者による失効申請後、再申込をすることでご利用い
ただけます。
※ご利用カード及びワンタイムパスワードカードを紛失した場

合、再発行には所定のお手数料が必要となります。

■振込・払込限度額の設定
「振込・払込限度額」をむさしのビジネス・ダイレクト画面上か
ら変更できますので、適切な金額を設定してください。

10 お客さまにご対応いただきたいセキュリティ対策
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「振込・振替」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」を行った場合、機能によっては管理者等による承認が必要になります。「承認」
は各機能ごとに決められた時限（承認時限）までに行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

11 機能とご利用可能時間

●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー

ご注意
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12 「振込・振替」と「総合振込」の違い

※ 1　Type Ⅱ・Type Ⅲの契約者は即時のみ 10 件の連続振込機能サービスがご利用いただけます。　　※ 2　全銀形式ファイルアップロードによるお振込の場合
※ 3　利用口座には代表口座を含みます。

13 お振込みにおける受取人名の入力方法

○受取人名は全角カタカナで入力してください。英大文字、数字、（ ）「 」. , − ／も入力できます。
○受取人が個人の場合は、姓と名の間にスペースを 1 つ入れてください。
○受取人が法人の場合は、略語を使用してください。（下表は主な例）

〈ご依頼人付加情報〉依頼人名に依頼人番号等を付加してお振込みいただけます。
 ・半角英数大文字で最大 20 文字ご登録いただけます。
 ・「−（ハイフン）」「＠（アットマーク）」等の記号や「スペース」はご利用いただけません。

「振込・振替」 「総合振込」

振込の種類 「即時」と「予約」がお選びいただけます。 「予約」のみの取扱となります。

１回の取引で
実行（承認）
可能なお振込
件数

Type Ⅰ 1 件

Type Ⅱ １件（または 10 件※ 1） 500 件（または 5,000 件※ 2）

Type Ⅲ １件（または 10 件※ 1） 5,000 件（または 50,000 件※ 2）

対象口座

支払口座 利用口座※ 3
（普通・当座）

利用口座※ 3
（普通・当座）

振込口座 当行の普通・当座・貯蓄口座
他行の普通・当座・貯蓄口座

用語 カナ文字による略語
［法人略語］
株式会社 カ
有限会社 ユ
合名会社 メ
合資会社 シ
合同会社 ド
医療法人

イ
医療法人社団
医療法人財団
社会医療法人
財団法人

ザイ一般財団法人
公益財団法人
社団法人

シヤ一般社団法人
公益社団法人
宗教法人 シユウ
学校法人 ガク
社会福祉法人 フク
更生保護法人 ホゴ
相互会社 ソ
特定非営利活動法人 トクヒ
独立行政法人 ドク
地方独立行政法人 チドク
弁護士法人 ベン

用語 カナ文字による略語
有限責任中間法人

チユウ
無限責任中間法人
行政書士法人 ギヨ
司法書士法人 シホウ
税理士法人 ゼイ
国立大学法人

ダイ
公立大学法人
農事組合法人 ノウ
管理組合法人 カンリ
社会保険労務士法人 ロウム

［営業所略語］
営業所 エイ
出張所 シユツ

［事業略語］
連合会 レン
共済組合 キヨウサイ
協同組合 キヨウクミ
生命保険 セイメイ
海上火災保険 カイジヨウ
火災海上保険 カサイ
健康保険組合 ケンポ
国民健康保険組合 コクホ
国民健康保険団体連合会 コクホレン
社会保険診療報酬支払基金 シヤホ
厚生年金基金 コウネン

用語 カナ文字による略語
従業員組合 ジユウクミ
労働組合 ロウクミ
生活協同組合 セイキヨウ
食糧販売協同組合 シヨクハンキヨウ
国家公務員共済組合連合会 コクキヨウレン
農業協同組合連合会 ノウキヨウレン
経済農業協同組合連合会 ケイザイレン
共済農業協同組合連合会 キヨウサイレン
漁業協同組合 ギヨキヨウ
漁業協同組合連合会 ギヨレン
公共職業安定所 シヨクアン
社会福祉協議会 シヤキヨウ
特別養護老人ホーム トクヨウ
有限責任事業組合 ユウクミ

法人および営業所の種類名については、上表の略語 ( 法人 
略語、営業所略語 ) を使用します。この場合、略語判別表
示としてピリオドまたはカッコを付して入力します。な
お、事業略語については、略語判別表示を付さず、冠頭
語と事業略語とは続けて入力します。ただし、法人名等
が事業略語を使用することができる用語から始まる場合
には、法人略語に準じた略語判別表示を付けます。

（法人略語、営業所略語の入力例）
株式会社はちに…カ．ハチニ または カ）ハチニ
はちに株式会社東京営業所…ハチニ．カ．トウキヨウ．
エイ または ハチニ（カ）トウキヨウ（エイ

（事業略語の入力例）
八十二火災海上保険…ハチジユウニカサイ
特別養護老人ホームはちにの里…トクヨウ．ハチニノサ
ト またはトクヨウ）ハチニノサト
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14 むさしのビジネス・ダイレクトで管理者が使用する「契約者番号」｢管理者コード｣「パスワード」について

15 ワンタイムパスワード生成機「ワンタイムパスワードカード」について

表面
（見本） ワンタイムパスワード

シリアル番号

裏面
（見本）

お手元のワンタイムパスワ
ードカード（表面）の「❶」
ボタンを押すと画面に表示
される 6 桁の数字

お手元のワンタイムパス
ワードカード（裏面）の
10 桁の数字

※ワンタイムパスワードは「①」のボタンを押した後 60 秒で表
示が消えます。その場合は再度「①」のボタンを押してください。

※電池切れが近づくと「ワンタ
イムパスワードカード」の

「①」のボタンを押しワンタイ
ムパスワードが表示される前
に「End 2」「End 1」「End 」
が表示されます。

※シリアル番号は「ワンタイムパスワードカード」ごとに異なり
ます。

表示内容 電池切れ目安
End 2 3 カ月～ 1 カ月半
End 1 1 カ月半～直前
End 直前

「ログオンパスワード」

「管理者コード」

「契約者番号」

「可変パスワード」

ワンタイムパスワードの故障時等に利用します。

管理者がむさしのビジネス・ダイレクトをご利用いただくには、次の番号等が必要です。

本サービスでお客さまを識別するために入力する番号です。
ご利用カードに記載の「83 〜」で始まる10 桁の半角数字です。

本サービスご利用時、「管理者」・「利用者」を区分する 4 桁のコード（半角数字）です。
管理者コード … すべての機能、すべてのサービスがご利用できます。
　　　　　　　  （ご利用カードに記載の「管理者コード」です）
利用者コード … 管理者から期限付与されたサービス・機能がご利用できます。
　　　　　　　  （管理者が「0010」〜「0100」のコードを指定することができます。）

当行のサービス画面にログオン（接続）する際に使用するパスワードです。
むさしのビジネス・ダイレクトを申込まれた際に「パスワード届出書」にご記入いただ
いた 6 ケタの半角数字です。

○ワンタイムパスワードのご利用に必要な専用機器です。
○パソコンにソフトウェアなどのインストールは不要です。
○「ワンタイムパスワードカード」は他のパスワードと同様重要な機器ですので、保管には十分ご注意ください。

○カード型ワンタイムパスワードカード
・ご利用方法は「ワンタイムパスワードカード」の「①」ボタンを押すと画面に表示されるパスワードを入力するだけで簡単です。
・「ワンタイムパスワードカード」は内蔵の電池により約 5 年間パスワードを表示します。電池切れが近づいている場合に、画面に End  

等の表示が出ますので、むさしのビジネス・ダイレクトのお客さま登録情報にて新しい「ワンタイムパスワードカード」をお申込い
ただく必要があります。
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〈むさしのビジネス・ダイレクト〉のホーム画面
●❶

●❼

●❾

●�

●�

●❺

●❻

●❽

●�

●❷ ●❹●❸
❺メニュー選択タブ
　利用する業務タブを

クリックします。

❻重要なお知らせ：内
容を必ずご確認くだ
さい。

　お知らせ：内容を必
ずご確認ください。

　お取引内容：お取引
内容で発生した変更
点をお知らせしま
す。

❽承認待ち・作成中の
件数が表示されま
す。

　（件数表示をクリッ
クすると直接承認画
面またはデータ作成
画面へ移ることがで
きます。）

※承認時限が過ぎます
と無効データになる
ためご注意くださ
い。

　承認待ち取引：デー
タ作成が完了し承認
手続きが完了してい
ない状態です。

　作成済み取引：承認
作業が済んでいない

（承認権限が無い）
状態です。

　作成中取引：データ
作成がまだ完了して
いない状態です。

�むさしのビジネス・
ダイレクト運行状況
等、全般的なお知ら
せをご案内します。

�メニュー選択ボタン
　直接利用する業務を

ご選択いただけま
す。

❶文字サイズとボタン
の色をご変更いただ
けます。

❷ご利用マニュアルは
ここからダウンロー
ドして、ご利用いた
だけます。

❸自動ログオフまでの
残り時間（MAX15 
分）が表示されます。

❹ログオフする場合は
画面右上の×印では
なく、ログオフボタ
ンをクリックしてく
ださい。

❼お客さまの接続状況 
が表示されます。

　前回のログオン時間
を確認し、身に覚え
のないログオンが行
われていましたら銀
行にご相談くださ
い。

❾特定の利用者を操作
できない設定にする
ことができます。詳
細な情報は「お客さ
ま登録情報」の「操
作ロック・解除」を
ご確認ください。

�他にログオンしてい
る人数が何人いるか
ご確認いただけま
す。

�お問い合わせ先電話
番号、操作方法等、
不明な点がありまし
たらご相談くださ
い。
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■ むさしのビジネス・ダイレクトでの初回利用時のご操作

①インターネット起動

②管理者ログオン

③電子メールアドレスの登録

④利用者の登録
　（15 ページを参照ください）

重要事項等を連絡する場合に使用する電子メールアドレスを登録します。

管理者以外の利用者を設定します。（管理者のみのご利用であれば設定は不要です。）

武蔵野銀行のホームページ
https://www.musashinobank.co.jp にアクセスし、むさしのビジネス・ダイレクトの

「ログオン」画面に進んでください。

むさしのビジネス・ダイレクトメニュー画面から、管理者コードでログオンし、13 ペー
ジに記載されている手順に従って「ワンタイムパスワードカード」を登録します。ワン
タイムパスワードカードの登録後再度ログオンしてください。

電子メールアドレスを必ず登録してください。

利用者のパスワード、利用可能サービスを設定してください。

12
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●カード型ワンタイムパスワードカードの場合

1 「ワンタイムパスワードカード」の利用登録（管理者およびワンタイムパスワードを利用する利用者のみ可能）

2 初回メールアドレス登録（管理者のみ可能）

1お手元のご利用カードとパスワード生成機「ワ
ンタイムパスワードカード」をご用意ください。

　契約者番号、管理者コード、ログオンパスワー
ド、可変パスワードの入力が完了すると、ワン
タイムパスワード利用登録画面が表示されま
す。

2お手元の「ワンタイムパスワードカード」の裏面
に記載されているシリアル番号（カード型：数字
10桁）を入力します。

3お手元の「ワンタイムパスワードカード」の表面
に表示されているワンタイムパスワードを入力
します。

初回ログオン時にはメールアドレスの登録が必要
になります。
1「メールアドレス」「メールアドレス（再確認）」欄

へメールアドレスを入力し、種別・商品等のご案
内を選択のうえ｢登録｣ をクリックします。

 メールアドレスの登録完了

承認待ちの振込データの有無や振込
完了等の情報が登録メールアドレス

宛に送信されます。

メールアドレスは2つまでご登録い
ただけます。2つ目のメールアドレ

スを追加される場合は101ページの「メー
ルアドレス登録・変更」メニューを参照く
ださい。

■2

■3

■1

■1

★ワンタイムパスワードカードが必要とな
る、「利用者」の業務権限と承認権限★

【業務権限】
振込・各種料金払込

【承認権限】
振込・総合振込・給与振込・経費精算払込
の「データ承認・差戻し」
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1「お客さま登録情報」をクリックします。

2「ログオンパスワード変更」をクリックします。

3「パスワード変更」画面で「現在のパスワード」、
「新しいパスワード」、「新しいパスワードの再
度入力」を入力し、｢実行｣をクリックします。

4「ログオンパスワード変更」画面で次のメッセー
ジを確認します。

 ログオンパスワード変更完了

3 「ログオンパスワード」の変更（管理者のみ可能）

セキュリティのため、 初回ログオン時  に「パスワード」を変更することをお勧めします。なお、パスワードはお調べすることができ
ませんので、お忘れにならないようにご注意ください。

【現在のパスワード】
ログオンパスワードを入力します。

【新しいパスワード】
新しいパスワードを入力します。6 桁の英
文字もしくは数字をご指定ください。英文
字は大文字 / 小文字を区別します。

【新しいパスワードの再度入力】
「新しいパスワード」に入力したものと同
じものを、もう一度入力します。

■1

■2

■3

■3
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管理者は利用者の登録をすることができます。利
用者は管理者の指定したログオンパスワード等を
使用し、管理者の指定（許可）した業務（権限）の範
囲内でむさしのビジネス・ダイレクトをご利用い
ただけます。

1「お客さま登録情報」をクリックします。

2「利用者登録・変更」をクリックします。現在登録
されている利用者、および指定（許可）している
業務（権限）一覧が表示されます。

3 登録又は変更する利用者コード欄左側をクリ
ックして選択します。

4「登録・変更」をクリックします。

5利用者名・メールアドレス・ログオ
ンパスワードを入力します。パス
ワード入力時はソフトウェアキー
ボードでの入力をお勧めします。

6可変パスワード（利用者可変パスワード）は、利
用者がログオンする時に必要なパスワードで
す。詳細は21ページを参照ください。

①ワンタイムパスワードありの利用者の場合：ワ
ンタイムパスワードカードがお手元に届くまで
の間可変パスワードが必要です。

②ワンタイムパスワードなしの利用者の場合：可
変パスワードが必要です。

※利用者が可変パスワードを一定回数以上相違
した場合や失念してログオンできない場合は、
再度可変パスワードを印刷して利用者に交付
願います。

4 利用者の登録（管理者のみ可能）

【利用者基本情報】
利用者がログオン時に使用する利用者コー
ドと利用者名。

【利用可能業務】
◎：全て可　　　  ×：全て不可
○：一部のみ可　   – ：契約無し

【承認権限有無】
承認権限の有無。承認は 1 名で行う「シン
グル承認」と 2 名で行う「ダブル承認」を
選択できます。設定方法は 95 ページを参
照ください。

【ワンタイムパスワードカード利用状況】
利用者が承認権限を持つ場合、必要となる
ワンタイムパスワードカードの利用状況が
表示されます。承認権限が無い場合は「未
申込」と表示されます。

■5

6

■1

■2

■3

■4
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7利用者に使用権限を与える業務（権限）項目に
チェックをします。

8「入力確認」をクリックします。

【照会関連項目】
使用権限を与える照会機能をチェックしま
す。メッセージ閲覧とは、銀行からのお知
らせを見る権限です。

【作成関連項目】
各種データの作成に関する権限を認める項
目をチェックします。

【承認関連項目】
データ作成後承認作業を行う担当業務に
チェックをします。

【利用可能口座】
照会やデータ作成で、出金口座としてデー
タ作成可能、承認が可能な口座です。

【限度額】
振込、総合振込、給与振込、料金払込サー
ビス〈Pay-easy（ペイジー）〉、経費精算
振込の一回当たりの限度額で、それぞれに
適用されます。
限度額は必ず設定し、振込等を行わない場
合は 0 円を指定してください。

★ワンタイムパスワードカードが必要とな
る、「利用者」の業務権限と承認権限★

【業務権限】
振込・各種料金払込

【承認権限】
振込・総合振込・給与振込・経費精算払込
の「データ承認・差戻し」

■8

■7
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9利用者用可変パスワード表が表示されますの
で必ず印刷して、利用者にお渡しください。

�「次へ」をクリックします。

�登録内容の確認画面で再度登録内容を確認
し、よろしければワンタイムパスワードを入力
し、「実行」をクリックします。

他の利用者を登録する場合は3～�
の作業を繰り返します。

利用者の登録が完了しましたら、契
約者カードの「ご契約者番号」と「利

用者コード」、さらに登録した「ログオン
パスワード」を利用者に通知してください。
あわせて9で印刷した「利用者用可変パス
ワード表」を利用者に交付してください。
※ワンタイムパスワードを利用する利用者に

対しても、ワンタイムパスワードカードがお
手元に届くまでの間は「利用者用可変パス
ワード表」を使ってログオンするため、交付
が必要です。

■9

■�

■�

■�
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1管理者のログオン画面ではご利用カードの契
約者番号と管理者コードを入力します。

2ログオンパスワードを入力します。
　ログオンパスワード入力は項目をクリックした

とき自動的に表示されるソフトウェアキーボー
ドをご利用ください。マウスで該当文字を選択
することでログオンパスワードが入力できま
す。入力完了後「閉じる」をクリックします。

3ログオンパスワード入力後「ログオン」をクリッ
クします。

5 管理者のログオン方法

直接キーボードを操作するのではな
く、画面に表示された文字をマウス

で選択する方法をソフトウェア・キーボー
ドによる入力といいます。ソフトウェア・
キーボードによりキーボードの操作内容を
記録するソフト等でパスワードが盗み見ら
れることを防ぐことができ、安心してご利
用いただけます。

■3

■1

■2

■2
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●ワンタイムパスワードカード入力 4ワンタイムパスワードの入力
お手元の「ワンタイムパスワードカード」の「①」
のボタンを押し、表示された数字6桁の「ワンタ
イムパスワード」を入力します。

5「次へ」をクリックして、ログオンを完了します。

 ログオン完了

1「ログオフ」をクリックします。

2「閉じる」をクリックし、作業を完了します。
※ご利用のブラウザの種類によっては「閉じる」が

有効に働かないことがあります。その際は画面
右上の「×」をクリックし、作業を完了して下さ
い。

6 管理者のログオフ方法

ログオンパスワード
がエラーを繰り返す

場合は、時刻補正をお試しく
ださい。

115ページ
参照

■4

■5

■1

■2
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1利用者は管理者と同じ契約者番号と管理者が
指定した固有の利用者コードを入力します。

2入力項目をクリックし、ソフトウェアキーボード
で利用者用のログオンパスワードを入力しま
す。

　ログオンパスワード入力は、項目をクリックした
とき自動的に表示されるソフトウェアキーボー
ドをご利用ください。

　マウスで該当文字を選択することで、ログオン
パスワードがご入力いただけます。

ログオンパスワードを入力後、「ログオン」をクリッ
クします。

3ワンタイムパスワードの入力
　お手元の「①」のボタンを押し、表示された数字

6桁の「ワンタイムパスワード」を入力します。

4「次へ」をクリックします。

 ログオン完了

7 ワンタイムパスワードを利用する利用者のログオン方法

ワンタイムパスワードカードがお
手元に届くまでの間は、ワンタイム

パスワードのない利用者と同様、「利用者
用可変パスワード表」を使ってログオンす
る必要があります。ログオン方法について
は 21 ページを参照願います。

利用者用のワンタイムパスワードカ
ードが届きましたら、ワンタイムパ

スワードのシリアル番号登録が必要になり
ます。登録操作方法につきましては、管理
者と同様の操作手順となりますので、13
ページを参照願います。

●ワンタイムパスワードカード入力

■2

■1

■2

■2

■4

■3

★ワンタイムパスワードカードが必要とな
る、「利用者」の業務権限と承認権限★

【業務権限】
振込・各種料金払込

【承認権限】
振込・総合振込・給与振込・経費精算払込
の「データ承認・差戻し」

20



1利用者は管理者と同じ契約者番号と管理者に
指定された固有の利用者コードを入力します。

2入力項目をクリックし、ソフトウェアキーボード
で利用者用のログオンパスワードを入力しま
す。

　ログオンパスワード入力は、項目をクリックした
時自動的に表示されるソフトウェアキーボード
をご利用ください。マウスで該当文字を選択す
ることでログオンパスワードがご入力いただけ
ます。

3ログオンパスワード入力後、「ログオン」をクリッ
クします。

4管理者から渡された「利用者用可変パスワード
表」を参照して、指定された空欄部分（2箇所）
の数字を入力します。

〈利用者用可変パスワード表（イメージ）〉

左の画面では上のパスワード表より
「2‐B」に「7」を
「3‐B」に「9」を
それぞれ入力して「次へ」をクリックします。

 ログオン完了

8 ワンタイムパスワードを利用しない利用者のログオン方法

※入力にあたってはソフトウェアキー
ボードのご利用をお勧めします。

■2

■1

■2

■2

■4
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9 利用者のログオフ方法

1「ログオフ」をクリックします。

2「閉じる」をクリックし、作業を終了します。
※ご利用のブラウザの種類によっては「閉じる」が

有効に働かないことがあります。その際は画面
右上の「×」をクリックし、作業を完了して下さ
い。

■1

■2
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10 重要なお知らせ

1ご覧いただいていない重要なお知らせがある
場合は、ログオン時に左のような画面が表示さ
れますので必ず内容をご確認ください。

2項目をクリックすると左のような画面が表示さ
れますので、内容をご確認の上「内容を確認し
た」をクリックしてください。

23



1 残高照会

1「口座照会」をクリックします。

2「残高照会」をクリックします。

3照会口座を選択し「照会」をクリックします。複
数の口座を選択いただけます。

4照会結果が表示されます。

 残高照会完了

「口座メモ」には、お
好きな文言を表示す

ることができます。口座の用
途等を表示するなど、利便性
の向上にお役立てください。
※管理者のみ登録可能です。

96ページ
参照

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
残高照会対象口座は複数口座の選択が可能
です。

選択した口座の残高情報が表示されます。

【現在の残高】
照会時点の残高

【引出し可能残高】
照会時点の残高のうち、お引出し可能な残
高

【昨日の残高】
昨日の最終残高

【先月末の残高】
先月末の最終残高

■1

■2

■3

■3
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2 入出金明細照会

1「口座照会」をクリックします。

2「入出金明細照会」をクリックします。

3照会口座を選択し、照会したい期間を指定し
ます。

4「照会」をクリックします。

5照会結果が表示されます。

 入出金明細照会完了

「口座メモ」には、お
好きな文言を表示す

ることができます。口座の用
途等を表示するなど、利便性
の向上にお役立てください。
※管理者のみ登録可能です。

96ページ
参照

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
入出金明細照会対象口座は１口座のみ選択
可能です。

【照会範囲の指定】
期間指定照会…年月日を指定して照会範囲
を決めます。最大 25ヵ月分の照会が可能
です。照会の可能日数は口座が登録された
時点では 70 日です。その後、可能日数が
1 日ずつ延び、最大 25ヶ月まで照会が可能
となります。
照会の月又は日の指定…前月・今月・当日
のいずれかを指定します。

CSV 形式でダウンロードをクリック
し、お好みの場所へデータを保存す

れば、EXCEL 等の表計算ソフトにて表示・
加工ができます。
PDF 印刷をクリックすればそのまま印刷可
能なデータとしてご利用いただけます。

■1

■2

■3

■3

■4
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3 全銀会計情報の照会 ※別途書面でのお申込みが必要です

1「口座照会」をクリックします。

2「全銀会計情報」をクリックします。

3照会口座を選択し、照会したい期間と対象を指
定します。対象は「未取得分」又は「すべて」を選
択できます。

　※照会可能期間は最大25ヵ月間です。

4「照会」をクリックします。

5指定した条件に該当する照会結果が表示され
ます。ダウンロードするファイル種類とファイ
ル形式を選択し、「ダウンロード」をクリックしま
す。

 全銀会計情報の照会完了

【未取得分】
前回照会時までに取得した分を除いた未取
得分のデータ

【すべて】
選択した期間内に発生したすべてのデータ

【ファイル種類】
入出金…指定した期間の入出金明細
振込入金…指定した期間の振込入金明細

【ファイル形式】
全銀形式…全銀協制定レコードフォーマッ
トに準拠したテキスト形式のファイル。
※各レコードごとに改行付加の要否に応じ
て（改行あり）と（改行なし）を選択して
ください。 
CSV 形式…EXCEL 等で加工できるファイ
ル。 
PDF 形式…印刷イメージを保存したファイ
ル。

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
照会口座は 1 口座のみが選択可能です。

ファイルの反映時間

当日都度 10 時・13 時・16 時

前日一括 8 時

当日一括 16 時

■1

■2

■3

■3

■4

■5

■5
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4 全銀会計情報（XML形式）の照会 ※別途書面でのお申込みが必要です

1「口座照会」をクリックします。

2「全銀会計情報（XML）」をクリックします。

3照会口座を選択し、照会したい期間と対象を指
定します。対象は「すべて」「ダウンロード未済」

「ダウンロード済」「ダウンロード済（EDI未取
得）」から選択できます。

　※照会可能期間は最大31日です。

選択いただける対象項目の説明は、以下のPoint 
のとおりです。

4「照会（EDI取得）」をクリックします。

【すべて】
選択した期間内に発生したすべてのデータ

【ダウンロード未済】
選択した期間内のデータのうち、まだダウ
ンロードしていないデータ

【ダウンロード済】
選択した期間内のデータのうち、ダウン
ロードしたデータ

【ダウンロード済（EDI 未取得）】
選択した期間内のデータのうち、ダウン
ロードしたが、金融 EDI 情報が取得できな
かったデータ

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
照会口座は 1 口座のみが選択可能です。

■1

■2

■3

■3

■4
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5指定した条件に該当する照会結果が表示され
るため、対象データを選択して「ダウンロード

（XML形式）」をクリックします。

 全銀会計情報（XML）の照会完了

【取得済】
全銀 EDI システムからの金融 EDI 情報が
取得された状態です。

【取得中】
全銀 EDI システムからの金融 EDI 情報取
得中のため、再度照会が必要です。

「照会（EDI 取得）」ボタンをクリックして、
「取得済」になってからダウンロードして
ください。

【EDI 無し】
金融 EDI 情報が無い振込です。
金融 EDI 情報を含まないファイルをダウン
ロ ードします。

【未取得】
全銀 EDI システムサービス時間外のため、
金融 EDI 情報が取得できません。全銀 EDI
システムのサービス時間（※）中に再度「照
会（EDI 取得）」ボタンをクリックして、「取
得済」になってからダウンロードしてくだ
さい。
サービス時間：銀行営業日の 8 時～ 19 時

【取得失敗】
混雑等により全銀 EDI システムから金融 
EDI 情報が取得できません（理由は備考欄
に表示されます）。
このままダウンロードした場合、金融 EDI 
情報が付与されません。再度「照会（EDI 
取得）」ボタンをクリックして、「取得済」
になってからダウンロードしてください。

ファイル一覧に表示されたデータの
内、グレーの網掛けのデータはダウ

ンロードされたことがあるデータです。

ファイルの反映時間

当日都度 10 時・13 時・16 時

前日一括 8 時

当日一括 16 時

■5

■5
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1 「お振込み」の依頼

1「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2「振込作成」をクリックします。

3お引出し口座を選択します。

4振込対象先口座をどこから抽出するかを選択
します。

　「新規先へのお振込み」を選択した場合は、次の
画面で金融機関、支店名を選択します。

　登録済みの口座から振込先を選択する場合
は、お好みのデータ種類を選択し、一覧表から
さらに対象口座を選択します。
※次画面以降は「新規先へのお振込み」を選択

した場合の説明です。

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。

■1

■2

■3

■4
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5ご依頼人名にコード等を追加したい場合、ご依
頼人名を変更いただけます。

6科目、口座番号、振込指定日、支払金額を入力
します。振込指定日はプルダウンで選択する
か、カレンダーボタンを選択後表示されるカレ
ンダーから選択いただけます。

※当行宛の振込指定日は土日祝日を選択いただ
けます。

※振込指定日は 45日先まで指定いただけます。

7手数料負担を先方負担にすることで振込手
数料を予め引くことができます。手数料負担で

「先方（登録済）」を選択すると「お客さま情報」
の「先方負担手数料登録・変更」に登録されて
いる手数料が差し引かれます。「先方（指定）」を
選択した場合は、お客さま自身で差し引く手数
料を入力してください。

8今回の振込先を「実績先」として登録すること
ができます。登録すると、次回のお振込みで口
座情報を改めて入力する必要がありません。
登録しない場合は項目右側「登録しない」を選
択して、トランザクション認証ワンタイムパス
ワードを入力して「入力確認」をクリックします。

お受取人名義の自動表示機能により
お受取人名が自動的に入ります。

武蔵野銀行以外の他の一部金融機関に振込
を行う場合、お受取人名義を入力する必要
があることがあります。詳しくは次ページ
の「お受取人名」のご注意事項をご覧くだ
さい。

【科目】
普通・当座預金・貯蓄預金から該当の種類
を選択します。

【口座番号】
7 桁以内の口座番号はそのまま入力しま
す。8 桁以上の場合、口座番号以外のコー
ドが含まれる可能性があるためお振込先へ
ご確認ください。

【お受取人名】※自動表示なしの場合
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力
します。最大 40 字ご入力いただけます。
こちらに入りきらない場合は、頭から 40
字までを入力してください。

即時振込 予約振込

当行本支店宛
0 時～ 24 時（※ 1、※ 2）

他行宛

お受取人名義の自動表示機能がご利用いただける時間帯

※ 1 日曜日 0 時～ 6 時と、日曜日 21 時～月曜日 7 時まではご利用いただけません。
※ 2 一部の金融機関は自動表示の対象外となります。

■5

■6

■7

■8

■8

■8
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9承認者を選択します。
※管理者と利用者（承認権限あり）の場合、承認者

情報は表示されません。
※振込の承認権限がある利用者と管理者は、承 

認することなく振込を行うことができるため、
承認者を選択する必要はありません。

�振込内容を確認し、「実行」をクリックします。

「お受取人名」のご注意事項
（お振込みに際してのご注意）

◦操作される時間帯によって「受取人名の
自動表示機能」が利用できない場合があ
ります。この場合は、お受取人欄に振込
先の口座名義を正確に入力してくださ
い。

◦振込先の口座番号・口座名義の入力方法
や入力内容が誤っていますと、入力時に
エラーとなったり、一旦振込の受付が完
了しても相手口座へ入金する際にエラー
となる場合があります。

◦相手口座へ入金できない場合、振込資金
をお引出し口座にお戻しいたします。こ
の場合でも、振込手数料はお返しできま
せん。

◦上記の場合、お振込みは完了していませ
んので、必要に応じて再度振込手続きを
行ってください。この場合、振込手数料
は別途必要となります。

基本承認権限設定をシングル承認に
設定した場合、一次承認者の設定欄

は表示されません。
※シングル承認とは承認処理を行う担当者

を 1 人とする承認方法で、2 人で承認処
理を行う方法をダブル承認といいます。
ご契約時は全ての設定がシングル承認に
設定されています。

コメントを入力すると承認者にメッ
セ ージを伝えることができます。

■9

■�
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 お振込みの依頼完了

振込データが正しく作成されているか、「状況照
会」で確認してください。

「振込・振替（サービスのご選択）」
画面で「状況照会」からご確認い
ただけます。

振込予約の場合で口座の残高が振込
指定日当日の朝不足していた場合

は、振込処理がキャンセルされますので、
振込資金が足りない場合は前日までに該当
の金額を入金してください。

44ページ
参照

振込依頼の承認手順へ 83ページ
参照

振込承認権限の無い利用者が振込依
頼を作成した場合、管理者または振

込承認権限が有る利用者の承認が必要にな
ります。
※振込の承認権限がある利用者と管理者

は、承認することなく振込を行うことが
できるため、承認は不要です。

【ワンタイムパスワード・トランザクション認証】
•振込、料金払込（民間先のみ）を実行さ

れる際のワンタイムパスワードは、トラ
ンザクション認証のワンタイムパスワー
ドになります。

＜トランザクション認証ワンタイムパス
ワードの作成方法＞
①液晶画面に何も表示されていない状態、
または、ワンタイムパスワードが表示され
ている状態で、③ボタンを押下します。
②液晶画面が「--------」の取引情報入力画
面になります。
③ 0 ～ 9 ボタンを使い

【振込の場合】 
振込先の「口座番号」を入力します。
※画面入力した口座番号と全く同じ数字・

桁数を入力してください。
【料金払込の場合】 
納付書記載の「お客さま番号（納付番号）
の先頭から 7 桁」を入力します。
※口座番号、お客さま番号が 7 桁未満である

場合は、その桁数のみ入力してください。
※入力を間違えた場合は「×」ボタンで消

去できます。
④右下の「OK」ボタンを押下します。
⑤ 7 桁の「トランザクション認証ワンタイ
ムパスワード」が液晶画面に表示されます。
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お振込時ののご注意
平日の早朝・夜間、土日祝日のお振込み

は、振込先の金融機関・口座の状況によって振込
手続に時間がかかる場合があります。
このような場合は、お振込手続時に注意文言お 
よび同意項目が表示されますので、内容を確認 
のうえ、「同意した」の□にチェックをお願いしま
す。

�振込先の金融機関・口座の状況により、注意文
言が表示される場合があります。
例）「確認事項（お振込み時のご注意）を確認の

うえ、お取引ください。」
※同意チェックをせずに、実行すると注意文言が

表示されます。
　「お振込み手続きを進めるには、（お振込み時の

ご注意）に同意いただく必要がございます。」

�内容をご確認の上、「同意した」をチェックして、
お手続きをしてください。

※振込先の金融機関・口座の状況により、振込時
間がかかる場合のメッセージ
例）「お振込み先の金融機関・口座状況によって

は、当行でのお振込みの受付が完了しても、
振込先銀行で振込先口座へ入金する際に
エラーとなる場合やお振込み手続きについ
て、お時間がかかることがあります。」

■�

■�
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2 連続振込

一回の操作で最大1０先まで同時にお振込みいた
だけます。
お振込みは即時に行われ、予約はできません。
振込先は振込・振替の登録口座一覧や直近2０先
の振込実績一覧・登録先・総合振込登録先・給与
振込登録先・口座振替登録先から選択することが
できます。

1「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2「連続振込」をクリックします。

3お引出し口座を選択します。

4振込対象先口座をどこから抽出するのかを選
択します。

管理者はすべての登録口座から選択
することができますが、利用者は権

限のある口座のみ選択可能となります。

■1
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5振込先一覧より最大1０口座の振込先を選択
し、最後に「次へ」をクリックします。

　※振込対象先口座のみを選択してください。

6振込金額を入力します。

7手数料負担で「先方」を選択すると振込金額か
ら自動的に振込手数料金額が引かれます。

8入力内容を確認して「入力確認」をクリックし
ます。

振込金額欄はすべて入力してくださ
い。振込しない先を選択した場合は、

「戻る」をクリックして、選択を解除して
ください。この場合、入力済の振込金額は
クリアされますので、再度入力してくださ
い。

手数料負担で「先方（登録済）」を選
択すると「お客さま登録情報」の「先

方負担手数料登録・変更」に登録されている
手数料が差し引かれます。

「先方（指定）」を選択した場合は、お客さま
ご自身で差し引く手数料金額を入力してく
ださい。

■5

■6 ■7
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9承認者を選択します。
※振込の承認権限がある利用者と管理者は、承

認することなく振込を行うことができるた
め、承認者を選択する必要はありません。

�振込内容を確認し、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

ご注意欄にメッセージが表示された
場合は、内容をご確認ください。

赤字と青字の場合は、お振込み手続きでき
ませんのでご注意ください（振込について
の手数料はかかりません）。
黒字の場合は、依頼内容を修正しましたの
でご確認ください。

【コメント】
承認者に伝えたい文言を入力する事ができ
ます。

■�

■�
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�振込依頼が完了しました。

 振込依頼の受付完了

37



3 振込先口座の登録・変更・削除

振込先口座を登録・変更・削除します。
※振込先の登録は「振込」手続と同時に1件ずつ

行うこともできますが、本操作により多くのお
振込先を事前にまとめて登録することができ
ます。

1「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2「振込先登録一覧」をクリックします。

3新規に振込先を追加する場合は「新規登録」を
クリックします。

4振込先の変更・削除の場合は、該当口座右側の
「詳細」をクリックします。

【振込実績先の登録可能数】
Type Ⅰ　　200 口座
Type Ⅱ　　500 口座
Type Ⅲ　1,000 口座
▶上限を超える場合は、不要となった振込

実績先を削除してから登録してくださ
い。

■1
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5「振込先口座登録」をクリックします。

6振込先の金融機関の名称あるいは頭文字のボ
タンを選択します。

■5
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7振込先支店の頭文字から支店名を検索します。

8支店名をクリックします。

9科目、口座番号、お受取人名（受取人カナ名）を
入力し、「次へ」をクリックします。

【科目】
普通・当座預金・貯蓄預金から該当の種類
を選択します。

【口座番号】
7 桁以内の口座番号はそのまま入力しま
す。
8 桁以上の場合、口座番号以外のコードが
含まれる可能性があるためお振込先へご確
認ください。

【お受取人名】
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力
します。最大 40 字ご入力いただけます。
こちらに入りきらない場合は、頭から 40
字までを入力してください。

■8
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�グループを選択して「入力確認」をクリックしま
す。

�登録内容を確認して「実行」をクリックします。

 振込先の追加完了

グループ名称は変更できます。グ
ループを選択すると、お振込データ

を作成する時に対象の振込先を抽出しやす
くなります。

お受取人名については、武蔵野銀行
の口座について自動的に正しい名義

に修正される機能（受取人名義のチェック機
能）が働きます。

30ページ
参照

操作される時間帯によって「受取人
名義のチェック機能」が利用できな

い場合がありますのでご注意ください。

■�

■�
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4 「振替」の依頼

1「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2「振替」（※）をクリックします。

※振替は利用口座間の資金移動をいいます。

3お引出し口座・お預入れ口座・振替指定日を選
択するとともに振替金額を入力して「入力確
認」をクリックします。

【お引出し口座・お預入れ口座】
事前にお届けいただいてある口座の中から
選べます。

【振替指定日】
プルダウンから振替指定日を選択するか、
右のカレンダーマークをクリックして表示
されるカレンダーから選択します。依頼日
以降 45 日後まで指定することができます。

管理者はすべての登録口座を選択す
ることができますが、利用者はお引

出し口座について利用可能口座のみ選択可
能です。

■1
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4内容を確認し、ワンタイムパスワードを入力し
て「実行」をクリックします。
※お振替えの場合、承認手続きは必要ありま

せん。

  「お振替え」の依頼完了

■4
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5 取引状況照会

振込・振替データの取扱状況を「取引状況照会」
で確認してください。

1「振込・振替・料金払込」をクリックします。

2「取引状況照会」をクリックします。

利用者の場合、権限のある口座に関
する取引状況のみが表示されます。

取扱状況の更新は、指定日の午前
10時頃です。

取扱状況・不能理由の表示は以下のように
なります。

【完了】
お振込み、お振替え先への入金あるいは振
替のお手続きを行った場合に表示されま
す。
ただし、口座名義相違等で資金をお返しす
る場合があります。

（注）口座名義相違等により資金が返却さ
れた場合は、いただいたお振込手数
料はお返しできません。予めご承知
ください。

【受付中】
お振込み、お振替えの予約を受付けた場合
に表示されます。

（注）お振込み、お振替えが完了した意味
ではありません。

【実行中】
お振込み、お振替えのお手続きをしていま
す。

【失敗】
お振込み、お振替えができなかった場合に
表示されます。

「不能理由」をご確認の上、必要に応じて
再度お手続きください。

【一次承認待ち】【最終承認待ち】
「承認」手続きが済んでいない場合に表示
されます。

「承認」時限までに手続きが完了しない場
合、無効なデータとなりますのでご注意く
ださい。

【作成中】
作成中のデータを保留している場合に表示
されます。

【取消済】
「予約取消」を完了しました。

■1

■2
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当行や他の金融機関の口座へ一括してお振込ができます。
お振込指定日は、45日先までの営業日が指定できます。

「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューから
さらに各種振込メニューを選択します。

総合振込

一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお
振込いただけます。

給与振込

給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお
送りいただくことにより、支給日に自動的に従
業員の皆様のお口座にご入金いたします。

経費精算振込

出張旅費や交通費等の社内経費の振込データを
あらかじめ当行にお送りいただくことにより、
従業員の皆様のお口座にご入金いたします。

総合振込・給与振込・経費精算振込

処 理 の 流 れ

事前処理

日常処理

振込先グループ名称の登録・変更［47ページ］

振込データの作成（金額の入力）［52ページ］

振込データの確認［54ページ］

振込先口座の登録・変更・削除［48ページ］

振込データの承認［83ページ］

総合振込・給与振込・経費精算振込メニュー画面の選択

45

総合振込・給与振込・経費精算振込



1振込データの作成・変更・削除を行います。

2会計ソフト等で作成した振込データを取り込む
ことで、むさしのビジネス・ダイレクトに手入力
によるデータ作成が不要となります。

3登録済みの振込先口座をダウンロードして、振
込データを作成できます。作成した振込データ
は「アップロード」でお取り込みいただけます。

4承認待ちデータを取り下げし、変更・削除可能
な状態に戻します。

5総合振込（給与振込、経費精算振込）のデータ
作成受付、処理状況の確認ができます。

6振込先を登録します。

7振込先のグループ分けをする
ための名称を登録します。

8振込先をテキスト形式（全銀形式） またはCSV
形式のデータからお取り込みいただけます。

※経費精算振込は給与振込と共通のお振込先登
録情報を使用するため、メニューに振込先メン
テナンスに関するボタンとダウンロードボタン
が表示されません。

48ページ
参照

47ページ
参照

■1

■2

■3

■4

■5

■6

■7

■8

46



振込先口座をグループ分けするための「名称」を
登録します。

1登録または変更するグループ右側の「選択」を
クリックします。

2グループ名称を入力し「実行」をクリックしま
す。

 グループ名称の登録・変更完了

1 振込先グループ名称の登録・変更事前処理

【グループ】
振込先の口座を Type Ⅱは最大 20 グルー
プ、Type Ⅲは最大 100 グループに分ける
ことができます。
グループ名称は空欄のままでもご利用いた
だけます。

他のグループ名称を登録する場合
は、①②の手順を繰り返します。

■1
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振込先口座を登録・変更・削除します。
既に振込先を登録してある場合は、このお手続き
は不要です。

1新規に振込先を追加する場合は「新規登録」を
クリックします。

2振込先を変更・削除する場合は該当口座右側の
「詳細」をクリックします。

2 振込先口座の登録・変更・削除事前処理

■1
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3「振込先口座の追加」画面で「振込先口座登録」
をクリックします。（画面は新規登録の場合で
す。）

4お振込先の金融機関名を直接選択するか、頭
文字を選択後表示される金融機関名を選択し
ます。

5引き続き、支店名の頭文字を選択後表示され
る支店名一覧より、該当の支店名を選択しま
す。

■3
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6「受取人名カナ名、預金種類、口座番号を入力
し「次へ」をクリックします。

7受取人名（漢字）、顧客コード等を入力し、グ 
ループと手数料負担区分を選択して「入力確
認」をクリックします。

【受取人名】
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力
します。最大 40 文字入力できます。こち
らに入りきらない場合は、頭から 40 文字
までを入力してください。

【科目】
普通・当座預金・貯蓄預金から該当の種類
を選択します。

【口座番号】
７桁以内の口座番号はそのまま入力しま
す。8 桁以上の場合、口座番号以外のコー
ドが含まれる可能性があるため、お振込先
へご確認ください。

【受取人（漢字）の登録】
「受取人（漢字）」を入力しておくと、他の
画面で漢字名が表示されますので一覧表等
が見易くなります。※漢字名の登録が無い
場合はカナ名が表示されます。

【顧客コードの登録】
振込先ごとに任意のコードを登録することが
できます。（数字 10 桁＋ 10 桁）こちらを登
録すると、受取人抽出の際、抽出条件を設定
したりコード順に並び替えることができます。

【EDI 情報】
総合振込の場合、企業間の取り決めで振込に付
加する情報です。詳しくは巻末の用語一覧を
ご覧ください。※総合振込のみ登録可能です。

【振込グループの選択】
事前に「グループ登録」していただいたグ
ループをこちらで選択いただけます。こち
らを登録すると金額入力する際、抽出条件
を設定することができます。
※グループ名登録については 47 ページ参照

【振込手数料負担区分の選択】
総合振込の場合、振込手数料区分によって
自動計算します。
※総合振込のみ選択可能です。

【先方】
振込手数料を差し引いて振込む場合

【当方】
振込手数料を差し引かずに振込む場合

■6
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8入力内容を確認し「実行」をクリックします。

 振込先の追加完了

振込先金融機関宛に発信される「受
取人名」は「受取人名（漢字）」で

はなく「受取人名（カナ）」となります。
「受取人名（カナ）」が誤っている場合、先
方口座に入金にならない場合がございます
ので、受取人名（カナ）の変更をお忘れに
ならないようご注意ください。

受取人名を変更する場合は、カナ名
と漢字名両方を変更してください。

■8
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今回のお振込金額を入力します。

1「振込データの作成」画面で「新規作成」をクリッ
クします。

2ご出金口座・依頼人名・振込指定日・「受取人（振
込先）の抽出方法」、「並び替え」方法を選択し、

「次へ」をクリックします。

3 振込データの作成（金額の入力）日常処理

【ご出金口座】
出金口座を選択します。
※管理者はすべての登録口座を選択するこ

とができますが、利用者は権限のある口
座のみ選択可能となります。

※利用口座を出金口座に選択した場合の振
込手数料引落口座

　都度支払：利用口座　後収扱：代表口座

【依頼人名】
振込依頼人名は事前にお届けいただいた内
容が表示されます。
変更する場合は、全角カタカナで入力して
ください。ただし、経費精算振込ではご変
更いただけません。

【指定日】
右側▼印をクリックし振込指定日を選択し
ます。依頼日の 45 日先までの日付を指定
することができます。

【受取人（振込先）の抽出方法】
グループ ･･･「グループ」を選択した後、右
側の▼印をクリックして抽出したいグループ
名を選択します。
顧客コード ･･･「顧客コード 1/2 」を選択し
た後、抽出したい振込先の顧客コード（数字
１０桁＋１０桁）を直接入力します。
全先…全先を抽出する場合は「全先」を選択
します。

【並べ替え】
振込先の並び順を指定することができます。

過去のデータを再利用する場合は、
「既存利用」をクリックし、該当デー

タを選択します。

■1
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3振込先の支払金額欄に支払金額をすべて入力
し、最後に「入力確認」をクリックします。

【追加】
振込先を新たに追加することができます。

【支払金額】
請求書等の金額（または給与支給額）を入
力します。総合振込の場合、振込金額を手
数料負担区分によって、自動計算します。

【手数料負担区分】
先方 ････ 振込金額＝支払金額−振込手数料
当方 ････ 振込金額＝支払金額
振込金額は、「決定」をクリックした後の
画面で確認できます。
※総合振込のみ選択可能です。

■3
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4承認者を選択します。

5ワンタイムパスワードを入力し「実行」をクリッ
クします。

 金額入力完了

承認時限までに承認されない場合は、データが無
効になりますので、ご注意くださ
い。承認時限の詳細は「サービスご
利用可能時間」を参照願います。

コメントを入力すると承認者にメッ
セージを伝えることができます。

作成後、振込データが作成中か承認済
か取引状況照会にてご確認願います。

基本承認権限設定をシングル承認
に設定した場合、一次承認者の設定

欄は表示されません。
※シングル承認とは承認処理を行う担当者

を1人とする承認方法で、2人で承認処理
を行う方法をダブル承認といいます。ご
契約時は全ての設定がシングル承認に設
定されています。

データ作成後で承認前に振込デー
タの間違いに気が付いた場合は、

「取下げ」メニューからデータを作成中の
状態に戻すことができます。

振込データの承認へ 83ページ
参照

8ページ
参照
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4 各種データのアップロード

総合振込、給与振込、口座振替、SNS、地方税納
付、経費精算振込のアップロード機能です。
会計ソフトや給与計算ソフト等で作成した全銀形
式（テキスト形式）のデータか、表計算ソフトで加
工したCSV 形式のデータを銀行にお送りいただ
けます。※地方税納付のみ地銀協形式になりま
す。

1各種サービスの「サービスの選択」画面から「アッ
プロード」をクリックします。

　各サービスメニューの選択は

2「ご出金口座」「依頼人名」「指定日」「ファイル形
式」を入力し、送信するファイルを選択して、「次
へ」をクリックします。

46ページ
参照

【ご出金口座】
出金口座を選択してください。

【依頼人名】
依頼人名は事前にお届けいただいた内容が
表示されます。こちらを変更する場合は、
全角カタカナで入力してください。

【指定日】
送信するファイルにセットした指定日と同
一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】
送信するファイルの形式を選択してくださ
い。

【ファイル名】
「ファイルを選択」ボタンでを押下して送
信するファイルを選択してください。

■1

■2
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3各振込（振替）金額を確認し、誤りが無ければ「入
力確認」をクリックします。

　データに誤りがある場合は「戻る」ボタンを押し、
アップロードするデータを修正してから、再度
アップロード操作をしてください。

4承認者を選択します。

5内容を確認後、「ワンタイムパスワード」を入力
し「実行」をクリックします。

6承認時限までに承認作業を行
います。

基本承認権限設定を管理者または
承認権限を持つ利用者が1人で承認

する（シングル承認）に設定した場合、一次
承認者の設定欄は表示されません。

データが正しくアップロードされて
いるか、「取引状況照会」で確認して

ください。各サービス画面から「取引状況照
会」をクリックします。
取扱状況・不能理由の表示
内容は振込・振替のページを
ご覧ください。

44ページ
参照

8ページ
参照

承認作業をしない場合、データが処
理されません。必ず承認時限までに

承認作業を行ってください。

■3

■5

■5

■4
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5 XML 形式データのアップロード

XML 形式の総合振込データをアップロードする
機能です。
各種ソフトで作成したＸＭＬ形式のデータを銀行
にお送りいただけます。

1総合振込の「サービスの選択」画面から「アップ
ロード」をクリックします。

　総合振込の選択は

2「ご出金口座」「依頼人名」「指定日」を選択、
「ファイル形式」にＸＭＬを選択してから、送信
するファイル名を選択のうえ、「次へ」をクリック
します。

45ページ
参照

【ご出金口座】
出金口座を選択してください。

【依頼人名】
依頼人名は事前にお届けいただいた内容が
表示されます。こちらを変更する場合は、
全角カタカナで入力してください。

【指定日】
送信するファイルにセットした指定日と同
一の日付を選択してください。

【送信するファイル形式】
XML 形式を選択してください。

【ファイル名】
「ファイルを選択」ボタンでを押下して送
信するファイルを選択してください。

■1

■2
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3総振込（振替）金額を確認し、誤りが無ければ
「入力確認」をクリックします。

　データに誤りがある場合は「戻る」ボタンを押
し、アップロードするデータを修正してから、再
度アップロード操作をしてください。

「EDI 情報あり」の表示がある項目は
「EDI 情報あり」をクリックすること

で、さらに詳細な情報が表示されます。
作成したデータ内容を、再度ご確認いただ
けます。

EDI キーは、承認後に全銀EDI シス
テムにて自動採番されます。

金融EDI 情報の格納・払出しに使用される
「半角濁点『 』゙2桁＋半濁点『 』゚1桁」で始ま
る20桁の文字列です。

■3
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4承認者を選択します。

5内容を確認後、「ワンタイムパスワード」を入力
し「実行」をクリックします。

6承認時限までに承認作業を行
います。

基本承認権限設定を管理者または
承認権限を持つ利用者が1人で承認

する（シングル承認）に設定した場合、一次
承認者の設定欄は表示されません。

データが正しくアップロードされて
いるか、「取引状況照会」で確認して

ください。各サービス画面から「取引状況照
会」をクリックします。
取扱状況・不能理由の表示
内容は振込・振替のページを
ご覧ください。

44ページ
参照

8ページ
参照

承認作業をしない場合、データが処
理されません。必ず承認時限までに

承認作業を行ってください。

■5

■5

■4
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6 データのダウンロード

登録してある振込先・振替先の情報をファイル
（全銀形式（テキスト形式）、CSV 形式）に保存す
ることができます。また、CSV 形式で保存した場
合、ファイルの金額エリアに振込（振替）金額を入
力すれば、金額入力後のファイルをアップロード
して振込（振替）依頼をすることができます。
※地方税納付はダウンロードできません。

1各種サービスの「サービスの 選択」画面から「ダ
ウンロード」をクリックします。

2ダウンロードするデータの範囲、並び順を指定
し、「次へ」をクリックします。

■1

■2
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3指定した登録先が表示されます。内容を確認
し、保存するファイル形式を指定して「ダウン
ロード」をクリックします。

■3
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市区町村民税の納入を、当行が代行して行います。

地 方 税 納 付 処 理 の 流 れ

事前処理

日常処理 納付データの作成［67ページ］

納付データの確認［69ページ］

納付先の追加［64ページ］

納付データの承認［83ページ］
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地方税納付メニュー画面の選択 「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューから
「地方税納付」をクリックします。

1納付データの作成・変更・削除を行います。

2給与計算ソフト等で作成した住民税納付デー
タを取り込むことでむさしのビジネス・ダイレ
クトに手入力によるデータ作成が不要となりま
す。

3承認待ちデータを取り下げ、変更・削除可能な
状態に戻します。

4地方税納付サービスのデータ作成・受付、処理
状況の確認ができます。

5納付先の市町村の詳細情報（指定番号、税額 
等）を登録します。

6納付先の市町村をテキスト形式のデータ（地銀
協形式）からお取り込みいただけます。

■1

■2

■3

■4

■5

■6
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1「地方税納付 ： サービスの選択」画面から「納付
先登録一覧」をクリックします。

2「新規登録」をクリックします。

3「市区町村登録」をクリックします。

1 納付先の追加（変更・削除）事前処理

■2

■3
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4納付先市区町村の頭文字から、市区町村名を
検索します。市区町村コード、または市区町村名

（カナ）でも検索できます。

5登録する市区町村をクリックします。

6指定番号・初回税額・2回目以降税額を入力し
「入力確認」をクリックします。

【指定番号】
納付書に記載されている指定番号をそのま
ま入力します。

【初回税額・2 回目以降税額】
件数…納付対象となる従業員数を入力しま
す。
初回税額…納付書の「6 月分」記載額。
2 回目以降税額…納付書の「7 月以降分」
記載額。
※初回と 2 回目以降の税額が異なるため、

それぞれ登録してください。

■4

■5

■6
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7入力内容を確認し「実行」をクリックします。

■7
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今回の市区町村民税の納付税額を入力します。

1「地方税納付：サービスの選択」画面から「作成」
をクリックします。

2「新規作成」をクリックします。

3納付先名称・納付先住所を全角カナ数字で入力
します。

4ご出金口座を選択します。

5対象税額を選択します。

6「次へ」をクリックします。

2 納付データの作成（税額の入力）日常処理

「既存利用」は、前営業日以前に作成
して実行された、3ヶ月前までの「地

方税納付データ」を再度利用可能です。以
前のデータを修正しながら繰り返しご利用
いただけます。

2回目以降は、前回手続き時の情報
が表示されます。

【納付者名称】
初回のご使用の際には、必ず入力してくだ
さい。
納付書に記載されている氏名、または名称
を全角カタカナで入力してください。

【納付者住所】
初回のご使用の際には、必ず入力してくだ
さい。
納付書に記載されている住所を全角カタカ
ナで入力してください。
入力欄は 3 行に分かれています。
①行目…都道府県名
②行目…市区町村名
③行目…住居表示等
のように分割して入力してください。

【対象税額】
初回税額…納付書の「6 月分」記載額。
2 回目以降税額…納付書の「7 月以降分」
記載額。

管理者はすべての登録口座を選択す
ることができますが、利用者は権限

のある口座のみ選択可能となります。

■2

■3

■4

■5

■6
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7納付先の件数および税額を確認し「入力確認」
をクリックします。

件数・税額はこの画面で変更するこ
ともできます。変更する納付先の件

数または税額を入力してください。

■7

■7
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8承認者を選択します。

9内容を確認後、「ワンタイムパスワード」を入力
し「実行」をクリックします。

�承認時限までに承認作業を行
います。

地方税納付の基本承認権限設定を
シングル承認に設定した場合、一次

承認者の設定欄は表示されません。

税額入力を一時中断し、一時保存す
る場合は、「保留」をクリックしてく

ださい。税額入力を再開する場合は「納付
データの変更」で行ってください。

納付データが正しく作成されている
か、「取引状況照会」で確認してくだ

さい。
「地方税納付：サービスの選択」画面から「取
引状況照会」をクリックします。
取扱状況・不能理由の表示
内容は振込・振替のページを
ご覧ください。

44ページ
参照

承認作業をしない場合、データが処
理されません。必ず承認時限までに

承認作業を行ってください。

8ページ
参照

■9

■9

■8
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口座振替 ： 当行の口座から口座振替により代金を回収いただけます。お振替指定日は、45日後をご指定いただけます。

口座振替処理の流れ

事前処理

日常処理（振替依頼処理）

日常処理（振替結果処理）

引落依頼データの作成［77ページ］

引落依頼データの確認［79ページ］

引落先口座の登録［73ページ］

引落依頼データの承認［83ページ］

引落結果データの処理［80ページ］
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口座振替メニュー画面の選択 「一括伝送」をクリックし、表示されたメニューから
「口座振替」をクリックします。

1引落依頼データの作成・変更・削除を行います。

2会計ソフト等で作成した引落依頼データを取り
込むことで、むさしのビジネス・ダイレクトに手
入力によるデータ作成が不要となります。

3登録済みの引落先口座をダウンロードして、引
落データを作成いただけます。

　作成した引落データは「アップ
ロード」でお取り込みいただけ
ます。

4承認待ちデータを取り下げ、変更・削除可能な
状態に戻します。

5口座振替のデータ作成・受付、処理状況、処理
結果の確認ができます。

　引落結果のデータ出力も行えます。

6引落先を登録します。

7引落先のグループ分けをするための名称を登
録します。

8引落先をテキスト形式（全銀形式）またはCSV
形式のデータからお取り込みいただけます。

55ページ
参照

■1

■2

■3

■4
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口座振替先のグループ分けをするための名称を
登録・変更します。

1口座振替サービスの選択画面から「グループ
名称登録・変更」をクリックします。

2登録または変更するグループの「選択」をクリッ
クします。

3グループ名称を入力し「実行」をクリックしま
す。

1 引落先グループ名称の登録・変更事前処理

【グループ】
引落先の口座を引落時の通帳摘要毎に最大
100 グループに分けることができます。
グループ毎に名称をご登録いただけます
が、グループ名称を空欄のままでもご利用
いただけます。
なお、通帳摘要の追加・変更はお取引店に
お申込みください。

■2

■3

■3
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お引落先の口座を登録・変更・削除します（5,000
件まで登録できます）。既に引落先を登録済みの
場合は、このお手続きは不要です。
なお、口座振替には、引落先口座の口座振替依
頼書を事前に銀行へご提出いただく必要があり
ます。

1口座振替サービスの選択画面から「引落先登
録一覧」をクリックします。

2登録するグループ、並び順を指定し「次へ」をク
リックします。

3新規に引落先を追加する場合は「新規登録」を
クリックします。

2 引落先口座の追加・変更・削除日常処理

引落先の変更・削除の場合には該当
の引落先右側の「詳細」をクリックし

てください。

■2

■2

■3
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4「引落先口座登録」をクリックします。

5引落先の当行支店を選択します。

口座振替の場合、金融機関は武蔵野
銀行のみのため、金融機関の選択画

面は表示されません。支店の選択画面から
の指定となります。

■4
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6引落先名（カナ）、科目、口座番号を入力し「次
へ」をクリックします。

7引落先名（漢字）、顧客コード、引落依頼金額（固
定額)を入力し「入力確認」をクリックします。

【引落先名】
預金口座名義を全角カタカナで入力しま
す。最大 40 文字入力できます。入りきら
ない場合は、先頭の 40 文字を入力してく
ださい。

【科目】
右側の▼印をクリックし普通または当座を
選択します。

【口座番号】
口座番号を数字のみ入力します (“-”( ハ
イフン ) は入力不要です )。

【引落先名（漢字）】
「引落先名 ( 漢字 )」を入力しておくと、他
の画面で漢字名が表示されます。
※漢字名は引落処理に使用しませんのでメ

モとしてご利用いただけます。
※漢字名の登録が無い場合はカナ名が表示

されます。

【顧客コード】
引落ごとに任意の数字 20 桁以内で登録で
きます。コードによる絞込みや並べ替え等
にご利用できます。

【引落依頼金額（固定額）】
引落金額が毎回固定の場合に登録しておく
と、金額入力時に自動的に入力されます。

引落先名（カナ）については、武蔵野
銀行の口座について自動的に正しい

名義に修正される機能が働きます。この機
能は時間帯によりご利用い
ただけない場合があります
のでご注意ください。

30ページ
参照

■6
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8入力内容を確認し「実行」をクリックします。

入力内容に修正等があれば「戻る」を
クリックし、修正してください。

■8
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1口座振替サービスの選択画面から「作成」をク
リックします。

2「新規作成」をクリックします。

3ご入金口座・引落指定日・引落先グループ・並び
順を入力し「次へ」をクリックします。

2

日常処理（引落依頼処理）

3 引落データの作成（金額の入力）

「既存利用」は、前営業日以前に作成
して実行された、3ヵ月前までの「口

座振替データ」を修正しながら繰り返しご利
用いただけます。また、引落不能となった先
のみ抽出し、再請求データの作成にもご利
用いただけます。

【ご入金口座】
ご利用口座が一覧表示されますので選択し
ます。

【引落指定日】
右側の▼印をクリックし、引落指定日を選
択します。依頼日の翌々営業日以降 30 日
後の営業日から選択いただけます。

【引落先グループ】
右側の▼印をクリックし、引落先グループ
を選択します。選択したグループに登録さ
れた引落先が抽出いただけます。選択した
グループの「通帳摘要」が引落先の通帳摘
要となります。

【並び替え】
引落先の並び順をご指定いただけます。

■2

■3
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4引落先の引落依頼金額・加算金額を入力し「入
力確認」をクリックします。

【引落依頼金額】
引落する金額を入力します。引落先の登録
時に固定金額を登録してある場合には、登
録した金額が表示されます。

【加算金額】
引落金額に加算して請求する場合には、加
算金額を入力します。引落金額と加算金額
の合計で引落を行います。

【一括入力】
「一括入力」左側の欄に金額を入力し「一
括入力」をクリックすると、全先に同じ金
額がご入力いただけます。

【追加】
引落先を新たに追加します。

【金額クリア】
表示中の画面に入力されている引落依頼金
額または加算金額を全てクリアします。

■4
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5承認者を選択します。

6内容を確認後「ワンタイムパスワード」を入力し
「実行」をクリックします。

7承認時限までに承認作業を行
います。

コメントを入力すると承認者にメッ
セージを伝えることができます。

口座振替の基本承認権限設定をシン
グル承認に設定した場合、一次承認

者の設定欄は表示されません。

【シングル承認】
承認処理を行う担当者を 1 人とする承認方
法で、2 人で行う方法をダブル承認といい
ます。
ご契約時はすべての設定がシングル承認に
設定されています。

引落金額入力を一時中断し、一時保
存する場合は、「保留」をクリックして

ください。入力を再開する場合は「引落デー
タの変更」で行ってください。

引落データが正しく作成されている
か、「取引状況照会」で確認してくだ

さい。「口座振替サービス」の選択画面から
「取引状況照会」をクリックします。
取扱状況・不能理由の表示
内容は振込・振替のページを
ご覧ください。

44ページ
参照

8ページ
参照

承認作業をしない場合、データが処
理されません。必ず承認時限までに

承認作業を行ってください。

■5

■6
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口座振替の結果を確認します。サービスの種類
により次のタイミングで結果をご確認いただけ
ます。

口座振替 ： 振替指定日の翌営業日14:00以降

1口座振替サービスの選択画面から「取引状況
照会」をクリックします。

2確認する取引の右側の「選択」をクリックしま
す。

3表示された画面で引落結果がご確認いただけ
ます。

　引落結果はPDF形式で印刷するか、全銀形式
（全銀協フォーマット形式）およびCSV形式で
ダウンロードいただけます。

2

日常処理（引落結果処理）

4 引落結果の確認

照会条件で指定日または取引状況を
指定して「再表示」をクリックすれば、

条件に合う対象データを抽出いただけます。

口座引落結果を別システム（会計ソ
フト等）へ取り込む場合は「全銀形式

でダウンロード」をクリックします。

【処理結果】
口座から引落しができた場合は「○」を表
示します。
引落しができなかった場合は「×」を表示
します。

【不能事由】
引落しができなかった場合に、事由を表示
します。

80



「一括伝送」をクリックし、表示されたメニュー
「SNS」をクリックします。

1SNSサービスの選択画面から「アップロード」を
クリックします。

2アップロードするファイルを選択し「アップロー
ド」をクリックします。

3「決定」をクリックします。

1 振替データのアップロード

■1

■2

■2

■3
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1「SNS：サービスの選択」画面から「取引状況照
会」をクリックします。

2対象データの「ダウンロード」ボタンをクリック
します。

　ご使用のソフトの設定に合わせて改行コード・
EOFコードの選択をしてください。

■1

■2

■2

2 振替データのダウンロード
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金額入力データを承認することで、振込あるい
は口座振替処理等が完了します。

1ホーム画面で承認待ち取引の「件数」また
は「承認（取引一覧へ）」をクリックするか、メ
ニュー選択タブより「承認」ボタンをクリックす
れば承認画面に切り替わります。

※承認処理は承認時限までにご対応いただくよ
うお願いいたします。承認時限はデータの種類
により異なりますので、ご注意ください。

振込・総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付・経費精算振込の承認作業を行います。

【承認時限一覧】

■1

■1

■1

●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー
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●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー

ご注意
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2一次承認を行う取引の左にあるチェックボッ
クスをクリック（選択）して「承認」をクリックし
ます。

※承認したデータは最終承認待ちのデータとな
り一覧表に表示されます。

※複数の取引を選択してまとめて承認あるいは
差戻しいただけます。

※取引内容を詳細に確認したい
場合は右側の「詳細」をクリック
すると詳細な内容をご確認い
ただけます。

※「差戻し」をクリックすれば、選択したデータを
作成中の状態にお戻しいただけます。

※「お客さま登録情報」の「基本承認権限設定」に
てダブル承認を選択すると、「一次承認」と「最
終承認」の各承認待ち一覧に対象データが表
示されますが、シングル承認を選択した場合は、

「最終承認」の承認待ち取引一覧にのみ対象
データが表示されます。

※管理者の場合は全ての取引が表示されます。
承認者として指定されていない取引の行の背
景がグレーで表示されます。

※管理者は承認者として指定されていない取引
でも承認することが可能です。

3最終承認待ち取引一覧にて「承認」をクリック
することで、データの作成が完了します。

　「差戻し」をクリックすれば、該当のデータを作
成中の状態にお戻しいただけます。

※取引内容を詳細に確認したい
場合は右側の「詳細」をクリッ
クすると詳細な内容をご確認
いただけます。

4承認済データは対象データを選び「削除」あ
るいは「差戻し」いただけます。

88ページ
参照

88ページ
参照

【削除】
削除とは処理前にデータを削除することで
す。
従って処理されませんのでご注意くださ
い。

【差戻し】
承認済のデータを作成中の状態に戻すこと
です。

※利用者の場合は権限のあるデータのみ表
示されます。
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5一次承認待ち取引一覧において「承認」をク
リックすると、対象として選択したデータが一
覧表示されるため、内容を確認後「承認」をク
リックします。

6承認された内容を確認し、「承認取引一覧へ」
をクリックし元の一覧画面に戻ります。

一次承認はパスワード不要です。
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7最終承認待ち取引一覧において「承認」をク
リックすると、対象として選択したデータが一
覧表示されるため、内容を確認しワンタイム
パスワードを入力後「承認」をクリックします。

※「承認」した振込データでも、承認時限以前で
あればお取消しいただけます。

8最終承認が完了したことを確認し「承認取引
一覧へ」をクリックし元の一覧画面に戻りま
す。

 承認作業完了

承認時限までに承認作業をしない場
合は、データが処理されませんので

ご注意ください。

■8

■7

■7
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承認待ち取引一覧で「詳細」をクリックすると、詳
細画面が表示され、各々の振込（口座振替）金額
がご確認いただけます。

「戻る」をクリックすると承認待ち取引一覧の画
面に戻ります。

承認：詳細画面
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■1

■2

■3

・承認時限までに承認が間に合わなかった給与
振込データを利用し、振込を行うことが可能
です。

※振込手数料は総合振込の手数料となります。
※承認時限延長後の承認時限は振込指定日の

前営業日19:00までになります。

1「承認」をクリックします。

2表示された取引一覧より該当の取引を選択し、
「承認時限延長」をクリックします。

3表示された内容を確認後、「承認時限延長」をク
リックします。

4ポップアップの表示内容を確認後、「OK」をク
リックします。

89

承認時限延長

■4



■5

■6

5最終承認待ち取引一覧において、対象取引を
選択します。

6「承認」をクリックします。

7内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し
て「承認」をクリックします。

 承認時限延長の承認完了

■7

■7
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ペイジーマークのある納付書をお手元にご用意
いただき操作願います。

1「振込・振替・料金払込」から「税金・各種料金払
込」を選択します。

2お引出し口座を選択し「次へ」をクリックします。

3納付書にある収納機関番号を入力し「次へ」を
クリックします。

払込書（納付書等）に「Pay-easy（ペイジー）」マークが表示され、当行と収納契約を締結した収納機関の料金が払込みでき
ます。
※払込可能な料金（税金）はホームページでご確認ください。

以下の操作手順は、むさしのビジネス・ダイレクトのログオン画面から操作した場合の利用方法です。
このほか、収納機関のホームページからむさしのビジネス・ダイレクトのログオン画面にリンクする払込方法もあります。

利用者の場合、利用権限の無い口座
は表示されません。

お引出し可能金額が表示されますので、
ご確認のうえお手続きしてください。

【依頼人名】
依頼人名は事前にお届けいただいた内容が
表示されます。
変更する場合は、全角カタカナで入力し直
してください。

【収納機関番号】
「払込書」に記載されている収納機関番号
を半角数字で入力してください。

■2

■1
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4納付番号（お客さま番号）等を入力し「次へ」を
クリックします。

5「税金・各種料金の払込（お客さま番号入力）」画
面で、トランザクション認証ワンタイムパスワー
ドを入力し「次へ」をクリックします。

【納付番号（お客さま番号）】【確認番号】
【納付区分】
「納付書」に記載されている数字を半角数
字で入力します。
※「−」等は除き、数字のみ入力してくだ

さい。
※入力内容の誤り回数が規定回数以上連続

すると、むさしのビジネス・ダイレクト 
での払込ができなくなります。

※納付区分は入力欄が表示された場合のみ
入力してください。

※収納機関により入力項目が異なりますの
でご注意ください。

■5

■5

【ワンタイムパスワード・トランザクション認証】
•振込、料金払込（民間先のみ）を実行さ

れる際のワンタイムパスワードは、トラ
ンザクション認証のワンタイムパスワー
ドになります。

＜トランザクション認証ワンタイムパス
ワードの作成方法＞
①液晶画面に何も表示されていない状態、
または、ワンタイムパスワードが表示され
ている状態で、③ボタンを押下します。
②液晶画面が「--------」の取引情報入力画
面になります。
③ 0 ～ 9 ボタンを使い

【振込の場合】 
振込先の「口座番号」を入力します。
※画面入力した口座番号と全く同じ数字・

桁数を入力してください。
【料金払込の場合】 
納付書記載の「お客さま番号（納付番号）
の先頭から 7 桁」を入力します。
※口座番号、お客さま番号が 7 桁未満である

場合は、その桁数のみ入力してください。
※入力を間違えた場合は「×」ボタンで消

去できます。
④右下の「OK」ボタンを押下します。
⑤ 7 桁の「トランザクション認証ワンタイ
ムパスワード」が液晶画面に表示されます。
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6「税金・各種料金の払込み（内容確認）」画面で、
払込内容を確認し「入力確認」をクリックしま
す。

7「税金・各種料金の払込み（払込実行）画面で、
再度払込内容を確認し「実行」をクリックしま
す。

 税金・各種料金払込の完了

◎払込のお取消はできませんのでご
注意ください。

◎領収書等は発行されません。
◎承認は不要です。

■6

■7
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1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから設定を行うメニューをクリックし
ます。

本機能では、管理者がむさしのビジネス・ダイレクト利用に必要な各種設定を行うことができます。

お客さま情報登録サービスメニュー画面の選択

2本機能で設定可能なメニューと設定内容

メニュー 設定内容 詳細
企業情報登録・変更

基本承認権限設定 承認権限を取引機能（振込、総合振込、給与振込等）毎に一人で行う「シングル承認」、
または二人で行う「ダブル承認」に設定します。

口座メモ登録・変更 インターネットバンキングに登録されている利用口座に口座の用途等分かりやすいメ
モを設定します。

入金通知要否登録・変更 入金通知を電子メールで通知する口座と通知先（管理者および利用者 2 名まで）を
設定します。

先方負担手数料登録・変更 振込または総合振込で、振込手数料を支払金額から差引いて振込む場合の「振込手数
料」を設定します。

夜間振込停止登録・解除 夜間・休日振込の停止及び解除を設定します。
承認時限延長権限設定 承認時限延長を設定する権限を設定します。

ユーザー情報登録・変更
管理者情報登録・変更

メールアドレス登録・変更 管理者が本サービス利用時の重要事項等を電子メールで連絡を受けるメールアドレス
を２つまでご登録いただけます。

ログオンパスワード変更 管理者がログオンする際のログオンパスワードを変更します。

振込・払込限度額照会・変更 １回ごとの振込・払込限度額の照会と引き下げの変更します。限度額の引き上げは窓
口での申込が必要です。

管理者名変更 管理者名を変更します
利用者情報登録・変更

利用者登録・変更 本サービスの利用者を登録します。（Type Ⅰ：19 人　Type Ⅱ：49 人　Type Ⅲ：
99 人）

パスワードカード利用状況照会 利用者のワンタイムパスワードカードの利用状況の確認および、利用停止登録（失効
申請）・再申込を行います。

受付業務
パスワードカード継続発行 ワンタイムパスワードカードの継続発行申込ができます。
結果照会 ワンタイムパスワードカードの継続発行申込の結果が確認できます。

その他
パスワードカード時刻補正 ワンタイムパスワードカードの時刻補正が必要な際に使用します。

操作状況照会・管理
操作履歴照会 操作の履歴、または日付、利用者、操作内容ごとの操作履歴を確認します。
操作ロック・解除 利用者の操作を一時的に停止します。
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1 基本承認権限設定

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「基本承認権限設定」をクリックし
ます。

2「シングル承認」または「ダブル承認」を選択し
「入力確認」をクリックします。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

 基本承認権限設定の完了

【シングル承認】
取引の承認を一人で行います。

【ダブル承認】
取引の承認を二人（一次承認者と最終承認
者）で行います。

設定を変更した権限は赤く表示され
ます。

■2

■2

■1

■3

■3

95



2 口座メモ登録・変更

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「口座メモ登録・変更」をクリック
します。

2口座メモを入力し「入力確認」をクリックします。

3入力内容を確認後、「実行」をクリックします。

 口座メモ登録・変更の完了

口座メモはむさしのビジネス・ダイレ
クトの画面表示のみに利用します（振

込依頼人名には反映いたしません）。

■1

■2

■2

■3
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3 入金通知要否登録・変更

入金通知を電子メールで通知する口座と通知先
（2名まで）を設定します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「入金通知要否登録・変更」をク
リックします。

2通知先を指定して「入力確認」をクリックしま
す。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

 入金通知要否登録・変更の完了

変更箇所は赤く表示されます。

■1

■2

■2

■3

■3
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4 先方負担手数料登録・変更

振込または総合振込で、振込手数料を支払金額
から差引いて振込む場合の「振込手数料」を設定
します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「先方負担手数料登録・変更」をク
リックします。

2種別を選択後、振込手数料を入力し「登録」をク
リックします。

3入力内容を確認後「実行」をクリックします。

 先方負担手数料登録・変更の完了

むさしのビジネス・ダイレクトの規定
振込手数料を差し引く場合は変更す

る必要はありません。

任意設定した振込手数料額を設定前
に戻す場合は、「解除」をクリックして

ください。

■1

■2

■2

■3
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5 夜間振込停止登録・解除

夜間・休日の即時振込の取扱について設定しま
す。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「夜間振込停止登録・解除」をク
リックします。

2「振込停止設定」を選択し「入力確認」をクリック
します。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

 夜間振込停止登録・解除の完了

【夜間・休日の振込停止した場合】
即時振込ができる時間帯は以下のとおり
です。
 ・銀行営業日（月～金曜日）7:00 ～ 23:00
※夜間振込停止をした場合でも、予約扱い

は受付できます。

初期設定状態は「停止する」になって
います。

■1

■2

■2

■3

■3
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6 承認時限延長権限設定

給与振込について、承認時限の延長を実施でき
る、ユーザーを設定できます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「承認時限延長権限設定」をク
リックします。

2承認時限延長権限の選択項目のチェックをしま
す。

3「次へ」をクリックします。

4選択項目の内容を確認し、ワンタイムパスワー
ドを入力します。

5「実行」をクリックします。
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7 メールアドレス登録・変更

管理者が本サービス利用時の重要事項等を電
子メールで連絡を受けるメールアドレスを2つま
でご登録いただけます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「メールアドレス登録・変更」をク
リックします。

2登録・変更するメールアドレスの「選択」をクリッ
クします。

3メールアドレスの情報を入力して「入力確認」を
クリックします。

管理者のメールアドレスは２つまで
ご登録いただけます。

【メールアドレス】
メールアドレスを入力相違防止のため２ヵ
所に入力します。

【種別】
パソコンまたはスマートフォン（携帯電話）
を選択します。

【商品等のご案内】
当行からの商品案内等に関するメールを受
取る場合は「受け取る」を選択します。

■1

■2

■2

■3

■3
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4設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

 メールアドレス登録・変更の完了

■4

■4
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8 ログオンパスワード変更

管理者がログオンする際のログオンパスワード
を変更します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、をクリック
し、表示されたメニューから「ログオンパス
ワード変更」をクリックします。

2現在のパスワードと新しいパスワード（２ヵ所）
を入力し「実行」をクリックします。

 ログオンパスワード変更の完了

新しいパスワードは、入力相違防止
のため２ヵ所に入力します。

■1

■2

■2
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9 振込・払込限度額照会・変更

サービスごとに１回あたり振込限度額を設定し
ます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「振込・払込限度額照会・変更」を
クリックします。

2「次へ」をクリックします。

3現在の限度額が表示されます。新しい限度額
を指定して「入力確認」をクリックします。

4入力内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

 振込・払込限度額変更の完了

限度額は、各サービス（振込、総合振
込、給与振込等）ごとの1回あたりの

上限金額となります。

■1

■2

■3

■3

■4

■4
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10 管理者名変更

管理者名を変更します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「管理者名変更」をクリックしま
す。

2管理者名を入力し「次へ」をクリックします。

 管理者名変更の完了

■1

■2

■2
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11 利用者登録・変更

本サービスの利用者を登録します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「利用者登録・変更」をクリックし
ます。

2登録する利用者を選択し「登録・変更」をクリッ
クします。

3利用者基本情報を入力します。

利用者を削除する場合は「削除」をク
リックします。

対象項目にチェックを入れてくださ
い。

▼ 次ページへ続く ▼

■1

■2

■2

■3
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4利用者に付与する照会機能を選択します。

5利用者に付与するデータ作成関連機能を選択
します。

6利用者に付与する承認関連機能を選択します。

7利用者に利用を許可する口座を選択します。

8利用者に許可する1回あたりの限度額を入力し
ます。

9入力内容を確認後「入力確認」をクリックしま
す。

利用者に以下の承認権限等を付与
すると、当該利用者がログオン時に

ワンタイムパスワード生成機「ワンタイムパ
スワードカード」が必要になります。

■4

■5

■6

■7

■8

■9

★ワンタイムパスワードカードが必要とな
る、「利用者」の業務権限と承認権限★

【業務権限】
振込・各種料金払込

【承認権限】
振込・総合振込・給与振込・経費精算払込
の「データ承認・差戻し」
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�利用者にワンタイムパスワードが必要となる承
認権限等を付与した場合、左の画面が表示さ
れます。内容を確認し「OK」をクリックします。

�利用者がログオン時に利用する利用者用可変
パスワード表が画面表示されます。「PDF印
刷」をクリックして印刷します。

�印刷が完了したら「次へ」をクリックします。

�利用者用のワンタイムパスワードカードの申込
画面が表示されます。内容をご確認の上、「上
記事項を理解し、了承しました」の□にチェック
して、「次へ」をクリックします。

可変パスワード表は利用者がログオ
ンする際に必要となりますので、必

ず印刷してください。
※承認権限等のある利用者はログオン時に

利用者用可変パスワード表の代わりにワ
ンタイムパスワードカードを使用しま
す。ワンタイムパスワードカードに切替
するまでは利用者用可変パスワード表が
必要です。

■�

■�

■�

■�

■�
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�登録する利用者の設定を確認後、ワンタイム
パスワードを入力し「実行」をクリックします。

 利用者登録・変更の完了

■�

■�
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12-1 ワンタイムパスワードカード利用状況照会（失効申請）

利用者のワンタイムパスワードカードの利用状
況の確認し、失効申請を行います。
失効申請は、主に利用者用ワンタイムパスワー
ドの盗難や紛失などの際、不正利用防止のた
め、管理者により利用者のワンタイムパスワード
を失効させる機能です。
ご注意ください
・失効するとワンタイムパスワードは一切ご利

用できなくなります。
・そのため、ワンタイムパスワードが必要となる

承認権限等を付与されている利用者は、むさ
しのビジネス・ダイレクトへログオンできなく
なります。

・該当利用者をログオン可能とするためには、
ワンタイムパスワードが必要ない承認権限等
へ見直しを行うか、失効申請完了後、ワンタイ
ムパスワードを再申込してください。

・再申込には、ワンタイムパスワード再発行手
数料2,200円（消費税等込）が必要となりま
す。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「ワンタイムパスワードカード利
用状況照会」をクリックします。

2失効申請を行うワンタイムパスワードカードの
「失効申請」をクリックします。

3失効申請の内容を確認し、「上記事項を理解
し、了承しました」を選択後「次へ」をクリックし
ます。

4内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し
て「実行」をクリックします。

 ワンタイムパスワードカード失効申請の完了

■1

■2

■3

■3

■4

■4
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12-2 ワンタイムパスワードカード利用状況照会（再申込）

利用者のワンタイムパスワードカードの利用状
況の確認し、ワンタイムパスワードカードの再申
込を行います。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「ワンタイムパスワードカード利
用状況照会」をクリックします。

2再申込を行うワンタイムパスワードカードの
「再申込」をクリックします。

3再申込の内容を確認し、「上記事項を理解し、
了承しました」を選択後「次へ」をクリックしま
す。

■2

■3

■3
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4内容を確認後、ワンタイムパスワードを入力し
て「実行」をクリックします。

 ワンタイムパスワードカード再申込の完了

■4

■4
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13 ワンタイムパスワードカード継続発行

パスワードカードの継続発行の申込がいただけ
ます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「パスワードカード継続発行」をク
リックします。

2ワンタイムパスワードを入力して「実行」をク
リックします。

 パスワードカード継続発行申込の完了

※利用者用ワンタイムパスワードカードの継続
発行申込は当該利用者が自ら申込してくださ
い。（管理者は利用者用ワンタイムパスワード
カードの継続発行申込はできません。）
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14 結果照会

ワンタイムパスワードカードの継続発行申込の
結果が確認できます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「結果確認」をクリックします。

2「詳細」をクリックします。

3継続発行申込の結果を確認できます。

 結果照会の完了

■1

■2
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15 パスワードカード時刻補正

パスワードカードの時刻補正ができます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「パスワードカード時刻補正」をク
リックします。

2ワンタイムパスワードを「ワンタイムパスワード
入力（１回目）」に入力して下さい。

3１回目のパスワードが消えたら、再度ワンタイ
ムパスワードを表示し、「ワンタイムパスワード
入力（２回目）」に入力して下さい。

　「ワンタイムパスワード入力（１回目）」「ワンタイ
ムパスワード入力（２回目）」が両方入力された
状態で、「時刻補正」ボタンをクリックして下さ
い。

 パスワードカード時刻補正の完了

■3

■2

■3
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16 操作履歴照会

過去3ヵ月間の全ての操作履歴、または日付、利
用者、操作内容ごとの操作履歴を確認します。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「操作履歴照会」をクリックしま
す。

2照会する条件（日付・利用者・操作内容）を指定
「照会」をクリックします。

　→指定した条件の履歴が表示されます。

 操作履歴照会の完了

■2

■1
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17 操作ロック・解除

利用者毎に操作をロック（停止）、または解除を設
定いただけます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「操作ロック・解除」をクリックしま
す。

2「ロック」または「解除」を選択し「入力確認」をク
リックします。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

全ての利用者を一括でロックまたは
解除する場合は「一括ロック」または

「一括解除」をクリックしてください。

■1

■2

■3

■3
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 操作ロック・解除の完了
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スマホでの操作方法



❶タップ後表示されるメニューより利用
する業務を選択できます。

❹承認状況で承認待ちデータがある場合
は、このボタンで承認一覧を表示し、
承認手続きすることができます。

❺各種機能ボタン
　ご利用されたい機能を選択することが

できます。

❻お客さまのログオン状況
　前回ログオンした時刻を確認し、身に

覚えのないログオンが行われていまし
たら銀行にご相談ください。

❼特定の利用者を操作できない設定にす
ることができます。詳細な情報は「お
客さま登録情報」の「操作ロック・解
除」をご確認ください。

❽他にログオンしている人数が何人いる
かご確認いただけます。

❾お問い合わせ先電話番号
　操作方法等、不明な点がありましたら

ご相談ください。

〈むさしのビジネス・ダイレクト〉のホーム画面（スマホ）

❷ 終了する場合は画面右上隅の「×」
印ではなく「ログオフボタン」をご利
用ください。

❸銀行よりお伝えしたい重要なメッセー
ジがある場合、ここに未読の件数が表
示されます。「一覧へ」ボタンにより
メッセージを表示し、ご確認願います。

●❶ ●❷

●❸

●❹

●❺

●❻

●❼

●❽

●❾
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1 残高照会

1「残高照会」をタップします。

2照会口座を選択し、「照会」をタップします。
　複数の口座を選択いただけます。

3照会結果が表示されます。

 残高照会完了

「口座メモ」には、お好きな文言を表示
することができます。

口座の用途等を表示するな
ど、利便性の向上にお役立て
ください。
※管理者のみ登録可能です

96ページ
参照

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
残高照会対象口座は複数口座の選択が可能
です。

選択した口座の残高情報が表示されます。

【現在の残高】
照会時点の残高

【引出し可能残高】
照会時点の残高のうち、お引出し可能な残
高

【昨日の残高】
昨日の最終残高

【先月末の残高】
先月末の最終残高

■1

■2

■2

■3
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2 入出金明細照会

1「入出金明細照会」をクリックします。

2照会口座を選択し、照会したい期間を指定しま
す。

3「照会」をクリックします。

4照会結果が表示されます。

 入出金明細照会完了

「口座メモ」には、お好きな文言を表示
することができます。

口座の用途等を表示するな
ど、利便性の向上にお役立て
ください。
※管理者のみ登録可能です

96ページ
参照

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。
入出金明細照会対象口座は１口座のみ選択
可能です。

【照会範囲の指定】
期間指定照会…年月日を指定して照会範囲
を決めます。最大 25 ヵ月分の照会が可能
です。
照会の月又は日の指定…前月・今月・当日
のいずれかを指定します。

■1

■2

■2

■4

■3
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1 「お振込み」の依頼

1「振込・振替」をタップします。

2「作成」をタップします。

3お引出し口座を選択します。

4振込対象先口座をどこから抽出するかを選択
します。

　「新規先へのお振込み」を選択した場合は、次の
画面で金融機関、支店名を選択します。

　登録済みまたは利用実績の口座から振込先を
選択する場合は、お好みのデータ種類を選択
し、一覧表からさらに対象口座を選択します。

　※次画面以降は「新規先へのお振込み」を選択
した場合の説明です。

管理者はすべての登録口座が表示さ
れますが、利用者の場合は利用可能

口座のみが表示されます。■1

■2

■3

■4
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5ご依頼人名にコード等を追加したい場合、ご
依頼人名を変更いただけます。

6科目、口座番号、お受取人名、振込指定日、支払
金額を入力します。

※当行宛の振込指定日は土日祝日を選択いただ
けます。

※振込指定日は45日先まで指定いただけます。

7手数料負担を先方負担にすることで振込手
数料を予め引くことができます。手数料負担で

「先方（登録済み金額）」を選択すると「お客さ
ま登録情報」の「先方負担手数料登録・変更」に
登録されている手数料が差し引かれます。「先方

（指定金額）」を選択した場合は、お客さま自身
で差し引く手数料を入力してください。

8振込内容を確認し、ワンタイムパスワードを入
力して「入力確認」をタップします。

お受取人名義の自動表示機能により
お受取人名が自動的に入ります。

※武蔵野銀行以外の一部金融機関や深夜早
朝に振込を行う場合は、お受取人名義を
入力する必要があります。詳しくは次ペー
ジの「お受取人名」のご注意事項をご覧く
ださい。

【科目】
普通・当座預金・貯蓄預金から該当の種類
を選択します。

【口座番号】
7 桁以内の口座番号はそのまま入力しま
す。8 桁以上の場合、口座番号以外のコー
ドが含まれる可能性があるためお振込先へ
ご確認ください。

【お受取人名】
受取人の口座名義を、全角カタカナで入力
します。最大 40 字ご入力いただけます。
こちらに入りきらない場合は、頭から 40
字までを入力してください。

お受取人名義の自動表示機能が
ご利用いただける時間帯

即時振込 予約振込

当行
本支店宛

0 時～ 24 時（※ 1、※ 2）
他行宛

（※ 1）日曜日 0 時～ 6 時と、日曜日 21 時～月曜日
　 　　7 時まではご利用いただけません。

（※ 2）一部の金融機関は自動表示の対象外となり
ます。

■5

■6

■7

■6

■8

■8

【ワンタイムパスワード・トランザクション認証】
•振込、料金払込（民間先のみ）を実行さ

れる際のワンタイムパスワードは、トラ
ンザクション認証のワンタイムパスワー
ドになります。

＜トランザクション認証ワンタイムパス
ワードの作成方法＞
①液晶画面に何も表示されていない状態、
または、ワンタイムパスワードが表示され
ている状態で、③ボタンを押下します。
②液晶画面が「--------」の取引情報入力画
面になります。
③ 0 ～ 9 ボタンを使い

【振込の場合】 
振込先の「口座番号」を入力します。
※画面入力した口座番号と全く同じ数字・

桁数を入力してください。
【料金払込の場合】 
納付書記載の「お客さま番号（納付番号）
の先頭から 7 桁」を入力します。
※口座番号、お客さま番号が 7 桁未満である

場合は、その桁数のみ入力してください。
※入力を間違えた場合は「×」ボタンで消

去できます。
④右下の「OK」ボタンを押下します。
⑤ 7 桁の「トランザクション認証ワンタイ
ムパスワード」が液晶画面に表示されます。
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9承認者を選択し、「実行」をタップします。
※管理者と利用者（承認権限あり）の場合、承認

者情報は表示されません。
※振込の承認権限がある利用者と管理者は、承

認することなく振込を行うことができるため、
承認者を選択する必要はありません。

 お振込みの依頼完了

振込データが正しく作成されているか、「取引状
況照会」で確認してください。

「振込・振替（サービスのご選択）」
画面で「状況照会」からご確認い
ただけます。

基本承認権限設定をシングル承認に
設定した場合、一次承認者の設定欄

は表示されません。
※シングル承認とは承認処理を行う担当者

を1人とする承認方法で、2人で承認処理
を行う方法をダブル承認といいます。

　ご契約時は全ての設定がシングル承認に
設定されています。

振込承認権限の無い利用者が振込
依頼を作成した場合、管理者または

振込承認権限が有る利用者の承認が必要に
なります。
※振込の承認権限がある利用者と管理者

は、承認することなく振込を行うことがで
きるため、承認は不要です。

振込予約の場合で口座の残高が振込
指定日当日の朝不足していた場合

は、振込処理がキャンセルされますので、
振込資金が足りない場合は前日までに該当
の金額を入金してください。

127ページ
参照

振込依頼の承認手順へ 128ページ
参照

「お受取人名」のご注意事項（お振込みに際してのご注意）

操作される時間帯によって「受取人名
の自動表示機能」が利用できない場合
があります。この場合は、お受取人欄
に振込先の口座名義を正確に入力をし
てください。
振込先の口座番号・口座名義の入力方
法や入力内容が誤っていますと、入力
時にエラーとなったり、一旦振込の受
付が完了しても相手口座へ入金する際
にエラーとなる場合があります。

相手口座へ入金できない場合、振込資
金をお引出し口座にお戻しいたします。
この場合でも、振込手数料はお返しで
きません。
上記の場合、お振込みは完了していま
せんので、必要に応じて再度振込手続
きを行ってください。この場合、振込
手数料は別途必要となります。

■9

■9
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2 「振替」の依頼

1「振替」をタップします。

※振替とは利用口座間の資金移動をいいます。

2お引出し口座・お預入れ口座・振替指定日を選
択するとともに振替金額を入力して「次へ」を
タップします。

3内容を確認し、ワンタイムパスワードを入力し
て「実行」をタップします。

　※お振替えの場合、承認手続きは必要ありませ
ん。

  「お振替え」の依頼完了

【お引出し口座・お預入れ口座】
事前にお届けいただいてある口座の中から
選べます。

【振替指定日】
プルダウンから選択してください。45 日
後まで指定することができます。

管理者はすべての登録口座を選択す
ることができますが、利用者はお引

出し口座について権限のある口座のみ選択
可能です。

■1

■2

■2

■2

■2

■2

■3

■3
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3 取引状況照会

振込・振替データが正しく作成されているか、「取
引状況照会」で確認することができます。

1「取引状況照会」をタップします。

利用者の場合、権限のある口座に関
する取引状況のみが表示されます。

取扱状況の更新は、指定日の午前10
時頃です。

取扱状況・不能理由の表示は以下のように
なります。

【完了】
お振込み、お振替え先への入金あるいは振
替のお手続きが完了した場合に表示されま
す。
ただし、口座名義相違等で資金をお返しす
る場合があります。

（注）口座名義相違等により資金が返却さ
れた場合は、いただいたお振込手数
料はお返しできません。予めご承知
ください。

【受付中】
お振込み、お振替えの予約を受付けた場合
に表示されます。

（注）お振込み、お振替えが完了した意味で
はありません。

【実行中】
お振込み、お振替えのお手続きをしていま
す。

【失敗】
お振込み、お振替えができなかった場合に
表示されます。

「不能理由」をご確認の上、必要に応じて
再度お手続きください。

【一次承認待ち】【最終承認待ち】
「承認」手続きが済んでいない場合に表示
されます。

「承認」時限までに手続きが完了しない場
合、無効なデータとなりますのでご注意く
ださい。

【作成中】
作成中のデータを保留している場合に表示
されます。

■1
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金額入力データを承認することで、振込あるい
は口座振替処理等が完了します。

1ホーム画面で「承認（取引一覧へ）」をタップす
るか、メニュー選択タブより「承認」ボタンを
タップすれば承認画面に切り替わります。

※承認処理は承認時限までにご対応いただくよ
うお願いいたします。承認時
限はデータの種類により異な
りますので、ご注意ください。

2一次承認を行う取引の左にあるチェックボック
スをタップ（選択）して「承認」をタップします。

※承認したデータは最終承認待ちのデータとな
り一覧表に表示されます。

※複数の取引を選択してまとめて承認あるいは
差戻しいただけます。

※取引内容を詳細に確認したい場合は右側の
「詳細」をタップすると詳細な内容をご確認
いただけます。

※「差戻し」をタップすれば、選択したデータ
を作成中の状態にお戻しいただけます。

※「お客さま登録情報」の「基本承認権限設
定」にてダブル承認を選択すると、「一次承
認」と「最終承認」の各承認待ち一覧に対象
データが表示されますが、シングル承認を選
択した場合は、「最終承認」の承認待ち取引
一覧にのみ対象データが表示されます。

※管理者の場合は全ての取引が表示されます。
承認者として指定されていない取引の行の背
景がグレーで表示されます。

※管理者は承認者として指定されていない取引
でも承認することが可能です。 

3最終承認待ち取引一覧にて対象データを選
び「承認」をタップすることで、データの作成が
完了します。「差戻し」をタップすれば、該当の
データを作成中の状態にお戻しいただけます。

※取引内容を詳細に確認したい場合は右側の
「詳細」をタップすると詳細な内容をご確認い
ただけます。

4承認済データは対象データを選び「削除」ある
いは「差戻し」いただけます。

振込・総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付・経費精算振込の承認作業を行います。

130ページ
参照

【削除】
削除とは処理前にデータを削除することで
す。従って処理されませんのでご注意くだ
さい。

【差戻し】
承認済のデータを作成中の状態に戻すこと
です。
※利用者の場合は権限のあるデータのみ表

示されます。

■1

■2

■3

■4

■2

■3

■4

128

承認処理（重要）（スマホ）



5一次承認待ち取引一覧において「承認」をタッ
プすると、対象として選択したデータが一覧表
示されるため、内容を確認後「承認」をタップし
ます。

6承認された内容を確認し、「承認取引一覧へ」
をタップし元の一覧画面に戻ります。

7最終承認待ち取引一覧において「承認」をタッ
プすると、対象として選択したデータが一覧
表示されるため、内容を確認しワンタイムパス
ワードを入力後「承認」をタップします。

※「承認」した振込データでも、承認時限以前であ
ればお取消しいただけます。

8最終承認が完了したことを確認し「承認取引
一覧へ」をタップし元の一覧画面に戻ります。

 承認作業完了

一次承認はパスワード不要です。

承認作業をしない場合、データが処
理されませんのでご注意ください。

○一次承認 ○最終承認

■5

■6

■7

■7

■8
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【承認時限一覧】●サービス内容 ●サービス時間
サービスメニュー 内　　　　　　　　容

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）間の「お振替え」や、ご利用口座から当行
宛・他行宛の「お振込み」がご利用いただけます。
●事前登録していない先にも即時にお振込みができます。
●お振込みを行った先を自動登録することができますので、次回からは口座番号・振込先名等を入力せず簡
単にお振込みいただけます。
●また、振込先の事前登録、登録内容の変更・削除も可能です。

●一度のお手続きで複数のお振込先に一括してお振込みいただけます。
●振込資金は、振込指定日の前営業日の19時までに出金口座へご用意ください。
●振込指定日当日の「正午（12時）」までに振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消
となります。

●事前にお届けいただいたご利用口座（普通・当座・カードローン）の「残高」と「入出金明細」がリアルタイムにご
照会いただけます。
●印刷に便利なPDF形式、または表計算ソフトで利用可能な電子明細（CSV形式）でダウンロードし、ご利
用いただけます。

表示内容：◎パソコン・スマホ両方利用可、○パソコン利用可、スマホは一部機能利用可、×利用不可

●事前にお届けいただいた利用口座の「入出金明細」あるいは「振込入金明細」を、全銀形式・XML形式・CSV形
式のいずれかでダウンロード、もしくはPDF形式で印刷いただけます（別途、お申込みが必要です）。

●売掛金、会費などの代金回収データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当行本支店のお口座

●口座振替で集金した資金は、集金日の翌々銀行営業日に入金となります。
から預金口座振替によりスピーディーな集金ができます。

●SNS（埼玉ネットワークサービス）で利用する口座振替データのアップロードと振替結果のダウンロードが
できます。
※SNSをご契約されているお客さまのみご利用いただけます。

●会計ソフト等で作成した全銀フォーマット形式、XML形式のデータをアップロードし、そのままご送信いただく
こともできます。登録してある振込先（振替先）をCSV形式でダウンロードすることができます。ダウン
ロードしたデータは加工して振込（振替）依頼データとしてお取込みいただけます。

●出張旅費や交通費等の社内経費の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、従業員の
皆さまのお口座にご入金いたします（別途、お申込みが必要です）。

●メッセージ画面や電子メールにより「振込・振替」「総合振込」「給与振込」等の受付状況、資金決済状況等をお
知らせいたします。
※1契約につき2つのメールアドレスをご登録いただけます。

●利用口座に入金があったことを、電子メールでお知らせするサービスです。通知対象とする利用口座はイン
ターネットバンキングで選択します。
●入金内容についてはインターネットバンキングでご確認いただく必要があります。

●「Pay-easy（ペイジー）」マークが印刷されている払込書（納付書等）のうち、当行と本サービスの収納契
約を締結した料金の払込みができます。
●払込みに際して、領収書等は発行できませんのでご了承ください。

●株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が提供する電子債権取引システム（でんさいWEB)
をご利用いただけるサービスです。
※ご利用には別途契約が必要になります。

●1回の操作で最大10先まで同時にお振込みができます。
●即時のお振込みでご利用になれます。（お振込みの予約はできません。）

●給与・賞与の振込データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、支給日に自動的に従業員の皆さ
まのお口座にご入金いたします。
●振込資金は、振込指定日の2営業日前の10時までに出金口座へご用意ください。
●振込資金の引落しができない場合は、お振込みのご依頼は取消となります。
【承認時限延長機能】
承認時限までに承認が間に合わなかった給与振込データを利用し、振込を行うことが可能です。
※振込手数料は総合振込の手数料となります。

●従業員の皆さまから特別徴収した住民税の納付データをあらかじめ当行にお送りいただくことにより、当
行で納付書の作成から納付までを代行いたします。
●納付資金は、納付指定日の4営業日前の17時までに出金口座へご用意ください。
●納付指定日の3営業日前の「正午（12時）」までに納付資金の引落しができない場合は納付のご依頼は取
消となります。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× ○ ○

× × ○

△ △ △

× ○ ○

× ○ ○

給与振込

口座振替

経費精算振込

SNS

データ連携
機能

入金通知メールサービス

〈でんさい〉サービス
 （でんさいWEB）（※6）

メッセージ・
電子メール通知

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

総合振込

地方税納付

●１回あたりの振込・払込限度額（総合振込・給与振込は合計額）はType Ⅰが5,000万円、Type Ⅱが1億円、Type Ⅲが5億円です。振込・払込限度額の引下げは、「むさしのビジネス・ダイレクト」からお手続きできます。
　なお、引上げる場合は、窓口でのお手続きとなります。
●スマホでご利用いただけない機能について
　※１ 全銀会計情報はご利用いただけません。　※２ 振込・振替機能の内、振込先の登録・変更はご利用いただけません。　※３ 連続振込の機能はご利用いただけません。　※４ 一括伝送サービス（総合振込等）は、取引状況照会と
　　   承認機能以外ご利用いただけません。　　※５ スマホで情報リンクを利用される場合は、パソコン用のコンテンツになります。　※6  スマホで〈でんさい〉サービスはご利用いただけません。

●サービス詳細等は当行ホームページ内の「体験版」や「ご利用マニュアル」でご確認願います。

●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」を行う場合、管理者等による「承認」が必要となります。
●管理者及び承認権限を付与された利用者が「振込」を行った場合には「承認」は不要となります。
●「承認」は各サービスごとに決められた時限（承認時限）までに行ってください。
●「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「地方税納付」・「口座振替」・「経費精算振込」はお客さま登録情報・基本承認権限設定でシングル承認・ダブル承認の選択が可能
です。

◆管理者等による承認機能

●お客さま登録情報・利用者登録・変更で利用者の取扱可能な業務と承認の登録が可能です。
●利用者へ「振込」・「料金払込」業務機能や「振込」・「総合振込」・「給与振込」・「経費精算振込」の承認機能を付与する場合、ワンタイムパスワードカードの追加発行
（有料）が必須となります。

◆利用者の取扱可能業務等とワンタイムパスワードカード

口座照会 ◎ ◎◎

当行で登録振込サービス、ATM振込サービス、ANSERサービス（振込・振替機能）をご利用のお客さまは、お申込み時にこれらのサービスに登録されている
振込先を本サービスに移行登録することができます。※登録手続きなど、くわしくは窓口までお問い合わせください。

〈振込・振替〉お取引照合表、〈総合振込・給与振込・経費精算振込・口座振替〉受付書、手数料領収書等を月一回ご郵送いたします。
●利用明細の送付

●振込先の登録
その他の
サービス

※1　承認時限を過ぎると、管理者等はお振込みや一括伝送データの実行承認手続きができなくなりますのでご注意ください。
※2　日曜日の21：00～月曜日の7：00の間は一定時点の照会となります。
※3　夜間・休日即時振込設定で夜間・休日を「利用する」としていない場合、平日（月～金）7：00～23：00でのご利用となります。
　　  夜間・休日即時振込の利用手続きは、お客さま登録情報からご利用いただけます。

※4　指定日の7:00を過ぎた場合は、即時のお振込みとしてお取扱いいたしますので、承認時限は「即時」の場合を参照してください。
※5　営業日に土・日・祝日・12/31～1/3は含みません。
※6　収納機関の都合により、上記時間帯でもご利用できない場合があります。
※7　12/31～1/3、5/3～5/5および毎月第2土曜日は終日ご利用いただけません。

ご注意
保守点検のため、日曜日0：00～6：00の時間帯はサービス休止時間とさせていただきます。（メンテナンス時間帯）
本サービスはシステムメンテナンス等のために、緊急に休止することがございます。
また、年末年始は一部のサービスを休止させていただきます。

全銀会計
情報（※1）

連続振込
（※3）

振込・振替（※2）

一括伝送
（※4）

料金払込（ペイジー）
（※5）

サービス
月曜日 火～土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00～24：00

承認不要
0：00～24：00

承認不要
6：00～21：00

承認不要
予　約 0：00～24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00～ 24：00 0：00～ 24：00 6：00～ 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00～24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00～ 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00～24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00～ 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00～ 23：30 0：30～ 23：30 6：00～ 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00～24：00
（※7）

ー 0：00～ 24：00
（※7）

ー 6：00～ 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00～24：00 ー 0：00～ 24：00 ー 6：00～ 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15～18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15～ 18：15
（1時間おきにメール配信） ー

ご注意
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サービス
月曜日 火〜土曜日 日曜日

利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による

承認時限（※1） 利用可能時間 管理者等による
承認時限（※1）

照　会
（※2）

残高照会
0：00〜24：00 ー 0：00〜 24：00 ー 6：00〜 24：00 ー

入出金明細照会

振込

・

振替

振　替
即　時 7：00〜24：00

承認不要
0：00〜24：00

承認不要
6：00〜21：00

承認不要
予　約 0：00〜24：00 0：00〜 24：00 6：00〜 24：00

振込

即時
（※3）

当行宛
7：00〜 24：00 0：00〜 24：00 6：00〜 21：00

他行宛

予約
当行宛

0：00〜24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

0：00〜 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）

6：00〜 24：00
振込指定日の前日
の24：00まで
（※4）他行宛

一括伝送

総合振込

0：00〜24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

0：00〜 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

6：00〜 24：00

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

給与振込
振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

振込指定日の2営業
日前 10：00 まで
（※5）

地方税納付
納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※ 5）

納付日の4営業日
前17：00まで
（※5）

口座振替
振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振替指定日の2営業
日前17：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

経費精算振込
振込指定日の前営
業日19：00まで
（※5）

料金払込
（ペイジー）（※6） 7：00〜 23：30 0：30〜 23：30 6：00〜 21：00

〈でんさい〉サービス
（でんさいWEB）

0：00〜24：00
（※7）

ー 0：00〜 24：00
（※7）

ー 6：00〜 24：00
（※7）

ー

メッセージ
電子メール通知 0：00〜24：00 ー 0：00〜 24：00 ー 6：00〜 24：00 ー

入金通知メールサービス 8：15〜18：15
（1時間おきにメール配信） ー 8：15〜 18：15

（1時間おきにメール配信） ー 8：15〜 18：15
（1時間おきにメール配信） ー



ペイジーマークのある納付書をお手元にご用意
いただき操作願います。

1「料金払込」をタップし、さらに「税金・各種料金
払込み」をタップします。

2お引出し口座を選択し「次へ」をタップします。

3納付書にある収納機関番号を入力し「次へ」を
タップします。

払込書（納付書等）に「Pay-easy（ペイジー）」マークが表示され、当行と収納契約を締結した収納機関の料金が払込みでき
ます。
※払込可能な料金（税金）はホームページでご確認ください。

以下の操作手順は、むさしのビジネス・ダイレクトのログオン画面から操作した場合の利用方法です。

利用者の場合、利用権限の無い口座
は表示されません。

お引出し可能金額が表示されますので、
ご確認のうえお手続きしてください。

【ご依頼人名】
依頼人名は事前にお届けいただいた内容が
表示されます。
変更する場合は、全角カタカナで入力し直
してください。

【収納機関番号】
「払込書」に記載されている収納機関番号
を半角数字で入力してください。

■1

■1

■2

■3

■3
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4納付番号（お客さま番号）・確認番号・トランザク
ション認証ワンタイムパスワードを入力し「次
へ」をタップします。

5「税金・各種料金の払込み（内容確認）」画面で、
払込内容を確認し、「入力確認」をタップします。

6「税金・各種料金の払込み（払込実行）」画面で、
再度払込内容を確認し、「実行」をタップします。

 税金・各種料金払込の完了

【納付番号（お客さま番号）】【確認番号】
【納付区分】
「納付書」に記載されている数字を半角数
字で入力します。
※「−」等は除き、数字のみ入力してくだ

さい。
※入力内容の誤り回数が規定回数以上連続

すると、むさしのビジネス・ダイレクト
の払込ができなくなります。

※納付区分は入力欄が表示された場合のみ
入力してください。

※収納機関により入力項目が異なりますの
でご注意ください。

【ワンタイムパスワード・トランザクション認証】
•振込、料金払込（民間先のみ）を実行さ

れる際のワンタイムパスワードは、トラ
ンザクション認証のワンタイムパスワー
ドになります。

＜トランザクション認証ワンタイムパス
ワードの作成方法＞
①液晶画面に何も表示されていない状態、
または、ワンタイムパスワードが表示され
ている状態で、③ボタンを押下します。
②液晶画面が「--------」の取引情報入力画
面になります。
③ 0 ～ 9 ボタンを使い

【振込の場合】 
振込先の「口座番号」を入力します。
※画面入力した口座番号と全く同じ数字・

桁数を入力してください。
【料金払込の場合】 
納付書記載の「お客さま番号（納付番号）
の先頭から 7 桁」を入力します。
※口座番号、お客さま番号が 7 桁未満である

場合は、その桁数のみ入力してください。
※入力を間違えた場合は「×」ボタンで消

去できます。
④右下の「OK」ボタンを押下します。
⑤ 7 桁の「トランザクション認証ワンタイ
ムパスワード」が液晶画面に表示されます。

◎払込のお取消はできませんのでご
注意ください。

◎領収書等は発行されません。
◎承認は不要です。

■4

■5

■6
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夜間・休日の即時振込の取扱について設定しま
す。

1「お客さま登録情報」をタップし、表示されたメ
ニューから「夜間振込停止登録・解除」をタップ
します。

2振込停止設定を選択し「入力確認」をタップし
ます。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をタップします。

 夜間振込停止登録・解除の完了

【夜間・休日振込停止した場合】
即時振込ができる時間帯は以下のとおりで
す。
・銀行営業日（月～金曜日）の 7:00 ～ 23:00
※夜間振込停止をした場合でも、予約扱い

は受付できます。

1 夜間振込停止登録・解除

初期設定状態は「停止する」になって
います。

■1

■1

■2

■2

■3

■3
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管理者がログオンする際のログオンパスワードを
変更します。

1「お客さま登録情報」をタップし、表示されたメ
ニューから「ログオンパスワード変更」をタッ
プします。

2現在のパスワードと新しいパスワード（２ヵ所）
を入力し「実行」をタップします。

 ログオンパスワード変更の完了

2 ログオンパスワード変更

新しいパスワードは、入力相違防止の
ため２ヵ所に入力します。

■1

■1

■2

■2
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サービスごとに１回あたり振込限度額を設定しま
す。

1「お客さま登録情報」をタップし、表示された
メニューから「振込・払込限度額照会・変更」を
タップします。

2「次へ」をタップします。

3現在の限度額が表示されます。新しい限度額
を指定して「入力確認」をタップします。

4入力内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をタップします。

 振込・払込限度額照会・変更の完了

3 振込・払込限度額照会・変更

限度額は、各サービス（振込、総合振
込、給与振込等）ごとの1回あたりの

上限金額となります。

■1

■1

■2

■3

■3

■4

■4
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パスワードカードの時刻補正ができます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「パスワードカード時刻補正」を
クリックします。

2ワンタイムパスワードを「ワンタイムパスワー
ド入力（1回目）」に入力して下さい。

31回目のパスワードが消えたら、再度ワンタイ
ムパスワードを表示し、「ワンタイムパスワー
ド入力（2回目）」に入力して下さい。

　「ワンタイムパスワード入力（1回目）」「ワンタ
イムパスワード入力（2回目）」が両方入力され
た状態で「時刻補正」ボタンをクリックして下
さい。

 パスワードカード時刻補正の完了

4 パスワードカード時刻補正

■1

■1

■3

■3

■2
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5 操作ロック・解除

■2

■2

■3

■3

利用者毎に操作をロック（停止）、または解除を設
定いただけます。

1「お客さま登録情報」をクリックし、表示された
メニューから「操作ロック・解除」をクリックしま
す。

2「ロック」または「解除」を選択し「入力確認」をク
リックします。

3設定内容を確認後、ワンタイムパスワードを入
力して「実行」をクリックします。

全ての利用者を一括でロックまたは
解除する場合は「一括ロック」または

「一括解除」をクリックしてください。
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給与計算ソフト、財務会計ソフト等で作成したお振込または預
金口座振替の全銀フォーマットデータを、むさしのビジネス・ダ
イレクトへ取込み直接銀行へ送ることができます。むさしのビ
ジネス・ダイレクトで金額を打ち直す必要がないため、金額の打
ち間違えもなく便利です。

e-TAXとは、国税電子申告・納税システムのことです。
国税をインターネットを通じて申告し、インターネットバンキン
グなどで納税できるシステムで、所得税や法人税、消費税など
の申告・納税でご利用いただけます。

Electronic Data Interchangeの略。売掛金の消し込み処理
のために、企業間の取り決めで振込データ等に付加する情報
を指します。むさしのビジネス・ダイレクトにおいても20桁の
EDI情報を付加することができます。

フィッシングサイト対策の仕組みです。
ホームページを運営する会社（銀行）が自社のホームページ
アドレスを審査機関に申請して証明書を発行してもらいま
す。
その証として正しいホームページアドレスの場合、ブラウザ
のアドレスバーが緑色になります。
武蔵野銀行のむさしのビジネス・ダイレクトも証明書を取得
済ですので、安心してご利用いただけます。
（注）ブラウザ・OSの環境により緑色にならない場合もあり

ます。

総合振込、給与振込、口座振替、地方税納付などのデータを
事前に一括してお送りいただくことで、大量の振込、口座振
替、納付処理を行うサービスです。

XML（eXtensible　Markup　Language）は、ファイルに
データを書き込むときの記述形式の1つで、種類の異なるソ
フトウェア間でデータを交換するための形式として利用され
ます。

むさしのビジネス・ダイレクトの管理者はむさしのビジネス・
ダイレクトを操作するすべての利用権限を有しています。パス
ワードの変更、利用者の登録、振込限度額の変更など重要な操
作をすることができます。

キーボードの操作内容を記録するソフトです。
このソフトで記録された情報を見れば、キーボードで入力した
パスワード等の重要な情報が分かります。
むさしのビジネス・ダイレクトではこのようなソフトでパスワー
ドを盗み取られることを防ぐために、ソフトウェアキーボードを
採用しています。

出張旅費・交際費等の社内経費の精算金の振込みです。

Comma-Separated Valuesの略。「カンマ区切り」のテキ
ストデータで表計算用のソフト（例 : Microsoft社のエクセ
ル）等で利用可能な形式のデータです。

当行口座を対象に、口座振替を行うサービスです。

管理者または承認権限のある利用者が1人で承認する設定を
シングル承認、管理者と利用者または利用者が2人で承認す
る設定をダブル承認といいます。

全国銀行協会規定のデータ形式で、全銀手順準拠の全銀
協フォーマットあるいは全銀フォーマットともいいます
（フォーマットとは形式のことを意味します）。
むさしのビジネス・ダイレクトでは、アップロード機能によ
る全銀フォーマットデータの銀行への送信や、全銀フォー
マット形式の入出金あるいは振込入金明細データの受信が可
能です。
ただし、送信時には規定で定められたデータの順番と長さで
データが作成されていない場合、むさしのビジネス・ダイレ
クトではエラーとなり受付できない場合があります。

画面上に表示されたキーボードのことです。
キーをマウスで選択すると文字入力できるため、キーロガー
といわれるキーボード入力を記録するソフトでパスワード等
が盗み取られることが防げます。

当行がお客さま企業に代わって従業員給与から天引きした地
方税の納付を行うサービスです。

アップロード

管理者

キーロガー

経費精算振込

CSVファイル（シーエスブイファイル）

e-TAX（イータックス）

EDI情報（イーディーアイ情報）

EV-SSL（イーブイエスエスエル）

一括伝送サービス

XML

口座振替

全銀フォーマット（全銀形式）

ソフトウェアキーボード

地方税納付サービス

シングル承認・ダブル承認
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ログオン時等に正しい契約者か判別するために入力していた
だく文字列です。

本物そっくりに作成したホームページで、通常は偽のメー
ルから該当のホームページへ誘導してパスワードを入力さ
せます。
本物そっくりに作成してあるため、うっかりパスワードを入
力すると、パスワードを詐取されてしまいます。

インターネットを閲覧するためのソフトです。
むさしのビジネス・ダイレクトをパソコンでご利用いただく
場合はChrome・Edge・Firefox・Safari等を使用します。

事前にお届けいただいた利用口座間で資金移動をすること
です。

事前にお届けいただいた利用口座からその他の口座へ資金移
動をすることです。

インターネットに接続する回線と接続環境を提供する事業を行
う業者です。

パソコン等から公共料金、税金などの各種料金の支払いがで
きるサービスです。
ペイジーのマークが付いている納付書・請求書の支払いや、支
払い方法として「ペイジー」が選択できるサイトでの料金支払
いなどにご利用いただけます。

利用者は管理者よりパスワード等とむさしのビジネス・ダイ
レクトで操作可能な権限を付与されます。

最大10口座の当日の振込処理を連続して行うことができる
サービスです。

むさしのビジネス・ダイレクトを利用するメニュー画面へ入
る前に、管理者・利用者のコードやパスワード等を入力する
一連の作業をいいます。

当行および他行の口座を対象とした、口座振替サービスで
す。※「SNS」は当行グループ会社「ぶぎんシステムサービ
ス㈱」の商品です。

1分毎に変化するパスワードです。
第三者にその時利用したパスワードを知られても、すぐに無
効な数字となるためセキュリティレベルの高い仕組みとして
むさしのビジネス・ダイレクト等で利用されています。

管理者または利用者のむさしのビジネス・ダイレクトログオンに
必要なワンタイムパスワードを表示する装置です。ワンタイム
パスワードは１分毎に変化します。
ワンタイムパスワードカードはログオン時に有効なパスワード
を生成し、液晶画面に表示します。
毎回変化するパスワードのため、セキュリティ対策に非常に有
効な仕組みです。

①「トランザクション認証」機能とは、強固なセキュリティ対策の
一つで、「振込」「各種料金払込」時に使用します。
②お手元のワンタイムパスワードカードに「お振込先の口座番
号」または「料金払込先のお客さま番号」をご入力いただきワン
タイムパスワードを発行します。このワンタイムパスワードとお
振込先口座番号または払込先お客さま番号を紐づけ、お客さま
が指定した振込先または払込先であるか確認します。

ワンタイムパスワードカード（装置）

ワンタイムパスワード・トランザクション認証

プロバイダー

Pay-easy（ペイジー）

利用者

連続振込

ログオン

SNS（埼玉ネットワークサービス）

ワンタイムパスワード

パスワード

フィッシングサイト

ブラウザ

振　替

振　込
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むさしのビジネス・ダイレクトと
ファイル連携可能な

ファイルレイアウト集



依頼データのアップロード、全銀会計情報のデータ取得、各サービスの振込先情報等のデータ取込等に利用するための全銀形式ファイルフォー
マット。

■ レコード仕様

■ レコードシークェンス
1.レコードの種類

　全銀協制定レコードフォーマットでは、レコードの種類を次のように規定しています。なお、レコードの種類は各レコードの最初の1バイトに
「データ区分」として記録します。

　◦ヘッダーレコード･･････ データレコードの集まりの始まりを表わすとともに、データレコードの種類等を表示します。
 データ区分「1」
　◦データレコード････････ 連絡・通知する情報の１単位です。
 データ区分「２」
　◦トレーラレコード･･････ ヘッダーレコードで始まるデータレコードの集まりの終わりを表します。
 データ区分「８」
　◦エンドレコード････････ ファイルの終わりを表わします。
 データ区分「９」
2.レコードのシークェンス
　　レコードのシークェンスは、ヘッダーレコード、データレコード、トレーラレコードの順とし、最終レコードとしてエンドレコードを付けます。
　　また、１ファイルは最初のヘッダーレコードからエンドレコードまでで構成されます。
　レコードシークェンスのパターンは次のとおりです。

1 全銀形式（テキストデータ）のファイルレイアウト

項    目 内    容

文字コード シフト JIS

記録方式 （１）ファイル形式
　　テキストファイル

（２）レコード長
　　1 レコード…120 バイト

（３）ＣＲＬＦの取扱
　　あり・なし共に可

ファイル名 自由
（注）むさしのビジネス・ダイレクトのアップロード画面から参照できることが必要。
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■ レコードフォーマット使用上の注意
全銀協制定レコードフォーマットにおけるレコードフォーマット使用上の注意事項は以下のとおりです。

  １. 「レコードの内容」の桁数欄および「レコードの形式」のタイプ欄の「Ｃ」はキャラクター（数字を含む）、「Ｎ」は数字を表わします。
  ２． ＊印の項目は、記録を省略することができます。
  ３． ダミーは将来の拡張用の予備エリアであり、特定企業・銀行間で任意に使用はできません。
　　各フォーマットで特に規定のない限り、全てスペースとします。
  ４． 銀行コード・手形交換所コードは金融機関共同コード管理委員会制定の統一コードとします。
  ５． 支店コードは各銀行が制定し、全国銀行協会連合会に登録した統一店番号とします。
  ６． 銀行コード・手形交換所コード・支店コードは「金融機関コード便覧」（注お取引店にご照会下さい）に記載されています。
  ７． 銀行名・支店名は「全国銀行店舗便覧」記載の正称または略称とします。
  ８． 日付はすべて和暦表示とします。
　　ＹＹ･･･年（和暦）　ＭＭ･･･月　ＤＤ･･･日
  9． 振込依頼人名・受取人名などは左詰めとし、残りをスペースとします。
10． 振込依頼人名・受取人名などは半角カナ文字を使用します。なお、小文字は使用できません。また、長音はマイナス記号を使用します。
　　【例】武蔵野工業
　　　誤「ﾑｻｼﾉｺｳｷﾞｮｳ」→正「ﾑｻｼﾉｺｳｷﾞﾖｳ」
11． 個人の姓と名は、それぞれの間にスペースを入れて分ち書きとします。
　　【例】山田太郎
　　　誤「ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳ」→正「ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ」
12． 法人・営業所および事務所の種類名は、次の用法に基づき略語を使用します。法人略語は略語判別表示としてピリオドを使用します。
　　【例】「株式会社大宮商事」→「ｶ.ｵｵﾐﾔｼﾖｳｼﾞ」
　　　「株式会社大宮産業浦和支店」→「ｶ.ｵｵﾐﾔｻﾝｷﾞﾖｳｳﾗﾜｼﾃﾝ」
13． 法人名の記入は代表者名を省略します。
　　【例】株式会社大宮商会　代表取締役大宮太郎
　　　誤「ｶ.ｵｵﾐﾔｼﾖｳｶｲﾀﾞｲﾋﾖｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸｵｵﾐﾔﾀﾛｳ」
　　　正「ｶ.ｵｵﾐﾔｼﾖｳｶｲ」
14． 営業所、出張所営業所略語を使用します。
　　【例】「株式会社大宮商会浦和営業所」→「ｶ.ｵｵﾐﾔｼﾖｳｶｲｳﾗﾜ.ｴｲ」
　　　「大宮産業株式会社川口出張所」→「ｵｵﾐﾔｻﾝｷﾞﾖｳ.ｶ.ｶﾜｸﾞﾁ.ｼﾕﾂ」
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１．総合・経費精算振込（依頼明細）

（1）概要
貴社（振込依頼人）が振込を銀行に依頼する場合の振込明細で、むさしのビジネス・ダイレクトのアップロード機能により銀行へ送信しま
す。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 Ｎ（1） レコード種類
１（固定値）… ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別
21（固定値）… 総合振込

3 コード区分 N（1） 使用コード区分 
0（固定値）… JIS

4 委託者コード N（10） 銀行が定めた委託者のコード … 右詰め残り前「0」

5 依頼人名 C（40） 依頼人名 … 左詰め残りスペース

6 振込・振替指定日 N（4） 振込・振替指定日（MMDD）
（注）画面上の日付と一致するかをご確認ください。

7 仕向銀行コード N（4） 0133（固定値）… 武蔵野銀行

8 * 仕向銀行名 C（15） 取引銀行名 … 左詰め残りスペース

9 仕向支店コード N（3） 取引支店コード（代表口座店番統一支店番号）

10 * 仕向支店名 C（15） 取引支店名（代表口座店名）… 左詰め残りスペース

11 預金種目（貴社） N（1） 振込依頼人の代表口座の預金種目
1 … 普通預金
2 … 当座預金
4 … 貯蓄預金

12 口座番号（貴社） N（7） 振込依頼人の口座番号（代表口座番号）… 右詰め残り前「0」

13 ダミー C（17） スペース

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ②データレコード（120バイト）

　  ③トレーラレコード（120バイト）

　  ④エンドレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　2（固定値）… データレコード

2 被仕向銀行コード N（4） 振込先銀行コード（金融機関共同コード）

3 * 被仕向銀行名 C（15） 振込先銀行名 … 左詰め残りスペース

4 被仕向支店コード N（3） 振込先支店コード（統一店番号）

5 * 被仕向支店名 C（15） 振込先支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

6 * 手形交換所番号 N（4） 手形交換所番号

7 預金種目 N（1） 振込先の預金種目
　1 ･･･ 普通預金       4 ･･･ 貯蓄預金
　2 ･･･ 当座預金       9 ･･･ その他
　※経費精算において 4・9 は不可

8 口座番号 N（7） 振込先の口座番号 ･･･ 右詰め残り前「0」

9 受取人名 C（30） 受取人名 ･･･ 左詰め残りスペース

10 振込金額 N（10） 振込金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

11 新規コード N（1） 新規振込、変更等
　1 ･･･ 第１回振込分
　2 ･･･ 変更分（被仕向銀行・支店、預金種目・口座番号）
　0 ･･･ その他

12 * 顧客コード 1 N（10） 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード
･･･ 右詰め残り前「0」

13 * 顧客コード２ N（10） 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード
･･･ 右詰め残り前「0」

14 * 振込指定区分 N（1） 振込指定区分（当行ではすべてテレ振込 ｢7｣） 
　7 ･･･ テレ振込
　8 ･･･ 文書振込

15 * 識別表示 C（1） EDI 情報有無
スペースを入力した場合 ･･･ № 12 は「顧客コード１」
　　　　　　　　　　　　　 № 13 は「顧客コード２」 
Y を入力した場合 ･･･ № 12、№ 13 は「EDI 情報」

16 ダミー C（7） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    8（固定値）･･･ トレーラレコード

2 合計件数 N（6） 振込合計件数 ･･･ 右詰め残り前「0」

3 合計金額 N（12） 合計金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

4 ダミー C（101） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    9（固定値）･･･ エンドレコード

2 ダミー C（119） スペース
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2．給与振込・賞与振込（依頼明細）

（1）概要
貴社が従業員の給与・賞与を口座振込の形で支払う場合の振込明細で、むさしのビジネス・ダイレクトのアップロード機能により銀行へ送
信します。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    1（固定値）･･･ ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別
11（固定値）･･･ 給与振込、12･･･ （固定値）賞与振込

3 コード区分 N（1） 使用コード区分    0（固定値）･･･ JIS

4 委託者コード N（10） 銀行が定めた委託者のコード ･･･ 右詰め残り前「0」

5 依頼人名 C（40） 依頼人名（会社名は事務所、出張所名等を含めてもよい）
･･･ 左詰め残りスペース

6 振込・振替指定日 N（4） 振込・振替指定日（MMDD）
（注）画面上の日付と一致するかをご確認ください。

7 仕向銀行コード N（4） 0133（固定値）･･･ 武蔵野銀行

8 * 仕向銀行名 C（15） 取引銀行名 ･･･ 左詰め残りスペース

9 仕向支店コード N（3） 取引支店コード（代表口座店番統一支店番号）

10 * 仕向支店名 C（15） 取引支店名（代表口座店名）･･･ 左詰め残りスペース

11 預金種目（貴社） N（1） 企業等の預金種目
　1 ･･･ 普通預金
　2 ･･･ 当座預金

12 口座番号（貴社） N（7） 企業等の口座番号 ･･･ 右詰め残り前「0」

13 ダミー C（17） スペース

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ②データレコード（120バイト）

　  ③トレーラレコード（120バイト）

　  ④エンドレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類
2（固定値）･･･ データレコード

2 被仕向銀行コード N（4） 振込先銀行コード（金融機関共同コード）

3 * 被仕向銀行名 C（15） 振込先銀行名 ･･･ 左詰め残りスペース

4 被仕向支店コード N（3） 振込先支店コード（統一店番号）

5 * 被仕向支店名 C（15） 振込先支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

6 * 手形交換所番号 N（4） 手形交換所番号

7 預金種目 N（1） 振込先の預金種目
　1 ･･･ 普通預金
　2 ･･･ 当座預金

8 口座番号 N（7） 振込先の口座番号 ･･･ 右詰め残り前「0 」

9 預金者名 C（30） 振込先預金者名 ･･･ 左詰め残りスペース

10 振込金額 N（10） 振込金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

11 新規コード N（1） 新規振込、変更等 
　1 ･･･ 第１回振込分
　2 ･･･ 変更分（被仕向銀行・支店、口座番号）
　0 ･･･ その他

12 * 社員番号 N（10） 企業等での社員番号 ･･･ 右詰め残り前「0」

13 * 所属コード N（10） 企業等での所属コード ･･･ 右詰め残り前「0」

14 ダミー C（9） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    8（固定値）･･･ トレーラレコード

2 合計件数 N（6） 合計件数 ･･･ 右詰め残り前「0」

3 合計金額 N（12） 合計金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

4 ダミー C（101） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    9（固定値）･･･ エンドレコード

2 ダミー C（119） スペース
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3．口座振替

（1）概要
貴社が口座振替の収納企業（委託者）で、預金口座振替を銀行に依頼する場合の明細でむさしのビジネス・ダイレクトのアップロード機能
により銀行へ送信します。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内容（依頼明細） 内容（結果明細）

1 データ区分 N（1） レコード種類
1（固定値）… ヘッダーレコード

レコード種類
1（固定値）… ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別
91（固定値）･･･ 預金口座振替

業務種別
91（固定値）･･･ 預金口座振替

3 コード区分 N（1） 使用コード区分 
0（固定値）･･･JIS

使用コード区分 0
（固定値）･･･ JIS

4 委託者コード N（10） 銀行が定めた委託者のコード ･･･ 右詰め残
り前「0」

銀行が定めた委託者のコード ･･･ 右詰め残
り前「0」

5 依頼人名 C（40） 依頼人名 ･･･ 左詰め残りスペース 依頼人名 ･･･ 左詰め残りスペース

6 振込・振替指定日 N（4） 引落日（MMDD） 引落日（MMDD）

7 取引銀行コード N（4） 0133（固定値）･･･ 武蔵野銀行 0133（固定値）･･･ 武蔵野銀行

8 * 取引銀行名 C（15） 取引銀行名
･･･ 左詰め残りスペース

取引銀行名
･･･ 左詰め残りスペース

9 取引支店コード N（3） 取引支店コード（代表口座店番統一支店番
号）

取引支店コード（統一店番号）

10 * 取引支店名 C（15） 取引支店名 ･･･ 左詰め残りスペース 取引支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

11 * 預金種目（委託者） N（1） 委託者の代表口座預金種目 
　1 ･･･ 普通預金
　2 ･･･ 当座預金

委託者の預金種目 
　1 ･･･ 普通預金
　2 ･･･ 当座預金

12 口座番号（委託者） N（7） 委託者の口座番号
･･･ 右詰め残り前「0」

委託者の口座番号
･･･ 右詰め残り前「0」

13 ダミー C（17） スペース 依頼明細の値

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ②データレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内容（依頼明細） 内容（結果明細）

1 データ区分 N（1） レコード種類
2（固定値）･･･ データレコード

レコード種類
2（固定値）･･･ データレコード

2 引落銀行コード N（4） 引落銀行コード（金融機関共同コード） 引落銀行コード（金融機関共同コード）

3 * 引落銀行名 C（15） 引落銀行名 … 左詰め残りスペース 引落銀行名 … 左詰め残りスペース

4 引落支店コード N（3） 引落支店コード（統一店番号） 引落支店コード（統一店番号）

5 * 引落支店名 C（15） 引落支店名 ･･･ 左詰め残りスペース 引落支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

6 ダミー C（4） スペース 依頼明細の値

7 預金種目 N（1） 預金者の預金種目 
　1 ･･･ 普通預金　　3 ･･･ 納税準備預金
　2 ･･･ 当座預金　　9 ･･･ その他預金

預金者の預金種目 
　1 ･･･ 普通預金　　3 ･･･ 納税準備預金
　2 ･･･ 当座預金　　9 ･･･ その他預金

8 口座番号 N（7） 預金者の口座番号
･･･ 右詰め残り前「0」

預金者の口座番号
･･･ 右詰め残り前「0」

9 預金者名 C（30） 預金者名 ･･･ 左詰め残りスペース 預金者名 ･･･ 左詰め残りスペース

10 引落金額 N（10） 引落金額 ･･･ 右詰め残り前「0」 引落金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

11 新規コード N（1） 新規振替、変更等 
　1 ･･･ 第１回引落分
　2 ･･･ 変更分（引落銀行・支店、口座番号）
　0 ･･･ その他

新規振替、変更等 
　1 ･･･ 第１回引落分
　2 ･･･ 変更分（引落銀行・支店、口座番号）
　0 ･･･ その他

12 顧客番号 N（20） 委託者が定めた顧客番号
･･･ 右詰め残り前「0」

委託者が定めた顧客番号
･･･ 右詰め残り前「0」

13 振替結果コード N（1） 0（固定値） 振替処理を行った結果
0･･･ 振替済
1 ･･･ 資金不足
2 ･･･ 取引なし
3 ･･･ 預金者の都合による振替停止
4 ･･･ 預金口座振替依頼書なし
8 ･ ･ 委託者の都合による振替停止
9 ･･･ その他

14 ダミー C（8） スペース 依頼明細の値
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　  ③トレーラレコード（120バイト）

　  ④エンドレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内容（依頼明細） 内容（結果明細）

1 データ区分 N（1） レコード種類
8（固定値）･･･ トレーラレコード

レコード種類
8（固定値）･･･ トレーラレコード

2 合計件数 N（6） 合計件数 ･･･ 右詰め残り前「0」 合計件数 ･ ･ 右詰め残り前「0」

3 合計金額 N（12） 合計金額 ･･･ 右詰め残り前「0」 合計金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

4 振替済件数 N（6） 振替処理済件数
･･･ 依頼明細では 0（固定値）

振替処理済件数 ･･･ 右詰め残り前「0」

5 振替済金額 N（12） 振替済金額
･･･ 依頼明細では 0（固定値）

振替済金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

6 振替不能件数 N（6） 振替済金額
･･･ 依頼明細では 0（固定値）

振替処理不能件数 ･･･ 右詰め残り前「0」

7 振替不能金額 N（12） 振替不能金額
･･･ 依頼明細では 0（固定値）

振替不能金額 ･･･ 右詰め残り前「0」

8 ダミー C（65） スペース 依頼明細の値

No. 項　目　名 桁  数 内容（依頼明細） 内容（結果明細）

1 データ区分 N（1） レコード種類
9（固定値）･･･ エンドレコード

レコード種類
9（固定値）･･･ エンドレコード

2 ダミー C（119） スペース 依頼明細の値
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4．地方税納付（地銀協フォーマット）

（1）概要
貴社が市区町村民税の代行納付を銀行へ依頼する場合の明細で、貴社から銀行へ送信します。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（120バイト）

　  ②データレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　　1 … ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別　　99 … 地方税納入

3 コード区分 N（1） 使用コード区分 
　0 … JIS
　1 … EBCDIC

4 委託者コード N（10） 銀行が定めた委託者のコード … 右詰め残り前「0」

5 取引支店コード N（3） 取引支店コード（統一店番号）

6 納付期限 N（6） 納付年月日（YYMMDD）

7 納付月分 N（4） 納付月分（YYMM）

8 特別徴収義務者（貴社） C（20） 
C（20） 
C（15） 
C（15） 
C（20）

名称 1（上段）… 左詰め残りスペース
名称 2（下段）… 左詰め残りスペース 
所在地 1（上段）… 左詰め残りスペース
所在地 2（中段）… 左詰め残りスペース
所在地 3（下段）… 左詰め残りスペース

9 ダミー C（3） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　2 … データレコード

2 市区町村コード N（6） 自治省コード

3 市町村名 C（15） 市区町村名

4 指定番号 N（15） 市区町村から指定を受けた番号 … 左詰め残りスペース

5 * 異動コード N（1） 「0｣

6 給与税額 N（5） 
N（9）

件数 … 右詰め残り前「0」
金額 … 右詰め残り前「0」

7 * 退職税額 N（5） 
N（9）

当行では使用不可 … 表示方法オール「0」

8 合計税額 N（5） 
N（9）

件数 … 右詰め残り前「0」
金額 … 右詰め残り前「0」

9 退職明細
N（3） 
N（10） 
N（9） 
N（9）

当行では使用不可 … 表示方法オール「0｣
人員
支払金額
市町村民税
都道府県民税

10 ダミー C（9） スペース

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ③トレーラレコード（120バイト）

　  ④エンドレコード（120バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    8 … トレーラレコード

2 給与合計 N（7） 
N（11）

データレコードの件数 … 右詰め残り前「0」
データレコードの合計金額 … 右詰め残り前「0」

3 * 退職金合計 N（7） 
N（11）

当行では使用不可 … 表示方法オール「0」

4 合計 N（7） 
N（11）

データレコードの件数 … 右詰め残り前「0」
データレコードの合計金額 … 右詰め残り前「0」

5 ダミー C（65） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    9 … エンドレコード

2 ダミー C（119） スペース

151



5．振込入金通知

（1）概要
・貴社の預金口座への振込入金明細を銀行から通知する場合に使用します。
・対象口座は普通預金および当座預金です。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（200バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　1 … ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別　　 01 … 振込入金通知

3 コード区分 N（1） 使用コード区分
　0 … JIS
　1 … EBCDIC

4 作成日 N（6） データ作成日（YYMMDD）

5 勘定日（自） N（6） 勘定日の期間（YYMMDD）
ただし、営業日単位で通知する場合は（自）（至）を同一年月日とする6 勘定日（至） N（6）

7 銀行コード N（4） 取引銀行コード（金融機関共同コード）

8 銀行名 C（15） 取引銀行名 ･･･ 左詰め残りスペース

9 支店コード N（3） 取引支店コード（統一店番号）

10 支店名 C（15） 取引支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

11 預金種目 N（1） 預金種目
　1 … 普通預金
　2 … 当座預金

12 口座番号 N（7） 取引口座番号 … 右詰め残り前 ｢0｣

13 口座名 C（40） 口座名 … 左詰め残りスペース

14 ダミー C（93） スペース

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ②データレコード（200バイト）

　  ③トレーラレコード（200バイト）

　  ④エンドレコード（200バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    2 … データレコード

2 * 照会番号 N（6） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール ｢0｣

3 勘定日 N（6） 勘定日（YYMMDD）

4 起算日 N（6） 入金の起算日（YYMMDD）
通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記
入する

5 金額 N（10） 入金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

6 うち他店券金額 N（10） 入金額中の他店券金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

7 * 振込依頼人コード N（10） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール ｢0｣
ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記
録することも可能

8 振込依頼人名 C（48） 振込依頼人名 … 左詰め残りスペース

9 * 仕向銀行名 C（15） 仕向銀行名 … 左詰め残りスペース

10 * 仕向店名 C（15） 仕向店名 … 左詰め残りスペース

11 * 取消区分 N（1） 振込入金通知を取消す場合に使用する
　１ … 取消

12 * ＥＤＩ情報 C（20） 仕向銀行からの為替通知に記載されたＥＤＩ情報
… 左詰め残りスペース

13 ダミー C（52） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    8 … トレーラレコード

2 振込合計件数 N（6） 振込入金合計件数

3 振込合計金額 N（12） 振込入金合計金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

4 * 取消合計件数 N（6） 振込入金取消の合計件数

5 * 取消合計金額 N（12） 振込入金取消の合計金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

6 ダミー C（163） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    9 …エンドレコード 

2 ダミー C（199） スペース
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6．入出金取引明細

（1）概要
・貴社の預金口座の入金および出金取引の明細を銀行から通知する場合に使用します。
・対象預金は普通預金および当座預金です。

（2）レコードの内容（＊印の項目は、記録を省略することができます。）
　  ①ヘッダーレコード（200バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　1 … ヘッダーレコード

2 種別コード N（2） 業務種別　　 03 … 入出金取引明細

3 コード区分 N（1） 使用コード区分
　0 … JIS
　1 … EBCDIC

4 作成日 N（6） データ作成日（YYMMDD）

5 勘定日（自） N（6） 勘定日の期間（YYMMDD）
ただし、営業日単位で通知する場合は（自）（至）を同一年月日とする6 勘定日（至） N（6）

7 銀行コード N（4） 取引銀行コード（金融機関共同コード）

8 銀行名 C（15） 取引銀行名 … 左詰め残りスペース

9 支店コード N（3） 取引支店コード（統一店番号）

10 支店名 C（15） 取引支店名 … 左詰め残りスペース

11 ダミー N（3） 将来の拡張用の予備エリア 全て「0」

12 預金種目 N（1） 預金種目
　1 … 普通預金
　2 … 当座預金

13 口座番号 N（10） 取引口座番号 … 右詰め残り前「0」

14 口座名 C（40） 口座名 … 左詰め残りスペース

15 * 貸越区分 N（1） 取引前残高の状態 
　1 … プラス
　2 … マイナス

16 * 通帳・証書区分 N（1） 取引が通帳によるか証書によるかの区分
　1 … 通帳
　2 … 証書

17 * 取引前残高 N（14） 取引前残高 … 右詰め残り前「0」

18 ダミー C（71） スペース

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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　  ②データレコード（200バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    2…データレコード

2 * 照会番号 N（8） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール「0」

3 勘定日 N（6） 勘定日（YYMMDD）

4 預入・払出日 N（6） 入金・出金の起算日（YYMMDD）
通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記
入する

5 入払区分  ※注 N（1） 入出金の状態
　1 … 入金
　2 … 出金

6 * 取引区分 N（2） 取引形態 
　10 … 現金
　11 … 振込
　12 … 他店券入金
　13 … 交換（取立入金および交換払）
　14 … 振替
　18 … その他
　19 … 訂正

7 取引金額 N（12） 取引金額 … 右詰め残り前「0」

8 うち他店券金額 N（12） 取引金額中の他店券金額 … 右詰め残り前「0」

9 * 交換呈示日 N（6） 証券類の交換呈示日（YYMMDD）

10 * 不渡返還日 N（6） 証券類の不渡返還日（YYMMDD）

11 * 手形・小切手区分 N（1） 手形・小切手の種別 
　1 … 小切手
　2 … 約束手形
　3 … 為替手形

12 * 手形・小切手番号 N（7） 手形・小切手番号 … 右詰め残り前「0」

13 * 僚店番号 N（3） 取引のあった店

14 * 振込依頼人コード N（10） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール「0」
ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記
録することも可能

15 振込依頼人名 または 契約者番号 C（48） ［入払区分が「1」（入金）の場合］ 
振込依頼人名 … 左詰め残りスペース

［入払区分が「2」（出金）の場合］
預金口座振替の契約者番号（収納企業が採番した 20 桁以内のコード）
を左 20 桁に記録し、残り 28 桁はスペースとする

16 * 仕向銀行名 C（15） 仕向銀行名 … 左詰め残りスペース

17 * 仕向店名 C（15） 仕向店名 … 左詰め残りスペース

18 * 摘要内容 C（20） 摘要

19 * ＥＤＩ情報 C（20） 仕向銀行からの為替通知に記載された EDI 情報
… 左詰め残りスペース

20 ダミー C（52） スペース

※取引区分の訂正「19」を使用する場合には、入払区分を入金の訂正は出金「2」、出金の訂正は入金「1」とします
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　  ③トレーラレコード（200バイト）

　  ④エンドレコード（200バイト）

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類　8 … トレーラレコード

2 入金件数 N（6） 入金件数 … 右詰め残り前「0」

3 入金額合計 N（13） 入金額合計 … 右詰め残り前「0」

4 出金件数 N（6） 出金件数 … 右詰め残り前「0」

5 出金額合計 N（13） 出金額合計 … 右詰め残り前「0」

6 * 貸越区分 N（1） 取引後残高の状態
　1 … プラス
　2 … マイナス

7 * 取引後残高 N（14） 取引後残高 … 右詰め残り前「0」

8 データレコード件数 N（7） データレコードの総件数 … 右詰め残り前「0」

9 ダミー C（139） スペース

No. 項　目　名 桁  数 内  　  容

1 データ区分 N（1） レコード種類    9 … エンドレコード

2 レコード総件数 N（10） レコード総件数 … 右詰め残り前「0」

3 口座数 N（5） 右詰め残り前「0」

4 ダミー C（184） スペース

156



総合振込・給与(賞与)振込、口座振替・経費精算振込でむさしのビジネス・ダイレクトから振込（振替）先の情報をダウンロード時や、ダウンロードし
たファイルの金額エリアに金額を入力して振込（振替）データを作成する場合に利用するファイルレイアウト。
また、一括伝送の各メニューの振込先取込メニューから振込（振替）先を取込む際のファイルレイアウト。

2 CSV形式のファイルレイアウト1

1．総合振込

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値

原則、アップロード機能で取込むことができる CVS データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。
ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“，（カンマ）”なしで作成してください。「1000」→ ○「1,000」→ ×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 顧客コード 1 N（10） 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード

2 顧客コード 2 N（10） 依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード

3 受取人名（カナ） C 2（30）

4 支払金額 N（10）

5 EDI 情報 C（20）

6 受取人名（漢字） C2（40）

7 振込先銀行コード N（4） 振込先銀行コード（金融機関共同コード）

8 振込先銀行名（漢字） C2（15）

9 振込先銀行名（カナ） C2（15）

10 振込先支店コード N（3） 振込先支店コード（統一店番号）

11 振込先支店名（漢字） C2（15）

12 振込先支店名（カナ） C2（15）

13 口座番号 N（7）

14 科目コード N（3） 振込先の預金種目
　001 ･･･ 普通預金       004 ･･･ 貯蓄預金
　002 ･･･ 当座預金       009 ･･･ その他

15 グループ NO N（2）

16 手数料負担区分 N（1） 00 ･･･ 当方       01 ･･･ 先方

17 総振／給振区分 N（1） 1 ･･･ 総合振込

18 ユーザー ID N（10）

19 利用者コード N（4）

20 取引通番 C（12）

21 ダウンロード日時 N（14）

157



2．給与振込

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値

原則、アップロード機能で取込むことができる CVS データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。
ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“，（カンマ）”なしで作成してください。「1000」→ ○「1,000」→ ×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 従業員コード N（10） 企業等での社員番号 ･･･ 右詰め残り前「0」

2 所属コード N（10） 企業等での所属コード ･･･ 右詰め残り前「0」

3 受取人名（カナ） C2（30）

4 支払金額 N（10）

5 受取人名（漢字） C2（40）

6 振込先銀行コード N（4） 振込先銀行コード（金融機関共同コード）

7 振込先銀行名（漢字） C2（15）

8 振込先銀行名（カナ） C2（15）

9 振込先支店コード N（3） 振込先支店コード（統一店番号）

10 振込先支店名（漢字） C2（15）

11 振込先支店名（カナ） C2（15）

12 口座番号 N（7）

13 科目コード N（3） 振込先の預金種目
　001 ･･･ 普通預金
　002 ･･･ 当座預金

14 グループ NO N（2）

15 手数料負担区分 N（1） 0（固定値）

16 総振／給振区分 N（1） 2 ･･･ 給与振込

17 ユーザー ID N（10）

18 利用者コード N（4）

19 取引通番 C（12）

20 ダウンロード日時 N（14）
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3．口座振替

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値

原則、アップロード機能で取込むことができる CVS データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。
ダウンロードした CSV データの金額エリアに振替金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“，（カンマ）”なしで作成してください。「1000」→ ○「1,000」→ ×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

No. 列  名 桁  数 内容（依頼明細） 内容（結果明細）

1 顧客コード 口座振替
N（20）

委託者が定めた顧客番号
･･･ 右詰め残り前「0」

委託者が定めた顧客番号
･･･ 右詰め残り前「0」

2 預金者名（カナ） C2（30）

3 引落金額 N（10）

4 預金者名（漢字） C2（40）

5 振替先銀行コード N（4） 引落銀行コード（金融機関共同コード） 引落銀行コード（金融機関共同コード）

6 振替先銀行名（漢字） C2（15）

7 振替先銀行名（カナ） C（15）

8 振替先支店コード N（3） 引落支店コード（統一店番号） 引落支店コード（統一店番号）

9 振替先支店名（漢字） C2（15）

10 振替先支店名（カナ） C2（15）

11 口座番号 N（7）

12 科目コード N（3） 預金者の預金種目
　001 ･･･ 普通預金
　002 ･･･ 当座預金

預金者の預金種目
　001 ･･･ 普通預金
　002 ･･･ 当座預金

13 グループ NO N（2）

14 ユーザー ID N（10）

15 利用者コード N（4）

16 取引通番 C（12）

17 ダウンロード日時 N（14）
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4．経費精算振込

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値

原則、アップロード機能で取込むことができる CVS データは、ダウンロード機能で保存した CSV データに限られます。
ダウンロードした CSV データの金額エリアに振込金額を入力保存していただき、アップロードしてください。
※金額以外の項目は変更しないでください。
※金額は“，（カンマ）”なしで作成してください。「1000」→ ○「1,000」→ ×
※ CSV 形式ファイルを表計算ソフトなどで編集した場合は CSV 形式で保存してください。

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 従業員コード N（10） 企業等での社員番号 ･･･ 右詰め残り前「0」

2 所属コード N（10） 企業等での所属コード ･･･ 右詰め残り前「0」

3 受取人名（カナ） C2（30）

4 支払金額 N（10）

5 受取人名（漢字） C2（40）

6 振込先銀行コード N（4） 振込先銀行コード（金融機関共同コード）

7 振込先銀行名（漢字） C2（15）

8 振込先銀行名（カナ） C2（15）

9 振込先支店コード N（3） 振込先支店コード（統一店番号）

10 振込先支店名（漢字） C2（15）

11 振込先支店名（カナ） C2（15）

12 口座番号 N（7）

13 科目コード N（3） 振込先の預金種目
　001 ･･･ 普通預金
　002 ･･･ 当座預金

14 グループ NO N（2）

15 手数料負担区分 N（1） 0（固定値）

16 総振／給振区分 N（1） 4 ･･･ 経費精算振込

17 ユーザー ID N（10）

18 利用者コード N（4）

19 取引通番 C（12）

20 ダウンロード日時 N（14）
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※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値

口座照会メニューの全銀会計情報メニューからCSV形式でダウンロードした際のファイルレイアウト。

3 CSV形式のファイルレイアウト2

1．振込入金通知

①ヘッダーレコード

②データレコード

③トレーラレコード

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 作成日 N（6） データ作成日（YYMMDD）

2 勘定日（自） N（6） 勘定日の期間（YYMMDD）
ただし、営業日単位で通知する場合は（自）（至）を同一年月日とする3 勘定日（至） N（6）

4 銀行コード N（4） 取引銀行コード（金融機関共同コード）

5 銀行名 C（15） 取引銀行名 … 左詰め残りスペース

6 支店コード N（3） 取引支店コード（統一店番号）

7 支店名 C（15） 取引支店名 ･･･ 左詰め残りスペース

8 預金種目 N（1） 預金種目    1 … 普通預金
　　　　    2 … 当座預金

9 口座番号 N（7） 取引口座番号 … 右詰め残り前 ｢0｣

10 口座名 C（40） 口座名 … 左詰め残りスペース

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 勘定日 N（6） 勘定日（YYMMDD）

2 起算日 N（6） 入金の起算日（YYMMDD）
通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する

3 金額 N（10） 入金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

4 うち他店券金額 N（10） 入金額中の他店券金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

5 振込依頼人コード N（10） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール ｢0｣
ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録す
ることも可能

6 振込依頼人名 C（48） 振込依頼人名 … 左詰め残りスペース

7 仕向銀行名 C（15） 仕向銀行名 … 左詰め残りスペース

8 仕向店名 C（15） 仕向店名 … 左詰め残りスペース

9 取消区分 N（1） 振込入金通知を取消す場合に使用する    １ … 取消

10 EDI 情報 C（20） 仕向銀行からの為替通知に記載された EDI 情報 … 左詰め残りスペース

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 振込合計件数 N（6） 振込入金合計件数

2 振込合計金額 N（12） 振込入金合計金額 … 右詰め残り前 ｢0｣

3 取消合計件数 N（6） 振込入金取消の合計件数

4 取消合計金額 N（12） 振込入金取消の合計金額 … 右詰め残り前 ｢0｣
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2．入出金取引明細

①ヘッダーレコード

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 作成日 N（6） データ作成日（YYMMDD）

2 勘定日（自） N（6） 勘定日の期間（YYMMDD）
ただし、営業日単位で通知する場合は（自）（至）を同一年月日とする3 勘定日（至） N（6）

4 銀行コード N（4） 取引銀行コード（金融機関共同コード）

5 銀行名 C（15） 取引銀行名 … 左詰め残りスペース

6 支店コード N（3） 取引支店コード（統一店番号）

7 支店名 C（15） 取引支店名 … 左詰め残りスペース

8 預金種目 N（1） 預金種目
　1 … 普通預金
　2 … 当座預金

9 口座番号 N（7） 取引口座番号 … 右詰め残り前「0」

10 口座名 C（40） 口座名 … 左詰め残りスペース

11 貸越区分 N（1） 取引前残高の状態
　1 … プラス
　2 … マイナス

12 通帳・証書区分 N（1） 取引が通帳によるか証書によるかの区分
　1 … 通帳
　2 … 証書

13 取引前残高 N（14） 取引前残高 … 右詰め残り前「0」

※ C：1 バイト文字、C2：2 バイト文字、N：数値
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②データレコード

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 勘定日 N（6） 勘定日（YYMMDD）

2 預入・払出日 N（6） 入金・出金の起算日（YYMMDD）
通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入
する

3 入払区分 N（1） 入出金の状態
　1 … 入金
　2 …  出金

4 取引形態 N（2） 取引形態
　10 … 現金
　11 … 振込
　12 … 他店券入金
　13 … 交換（取立入金および交換払）
　14 … 振替
　18 … その他
　19 … 訂正

5 取引金額 N（12） 取引金額 … 右詰め残り前「0」

6 うち他店券金額 N（12） 取引金額中の他店券金額 … 右詰め残り前「0」

7 交換呈示日 N（6） 証券類の交換呈示日（YYMMDD）

8 不渡返還日 N（6） 証券類の不渡返還日（YYMMDD）

9 手形・小切手区分 N（1） 手形・小切手の種別
　1 … 小切手
　2 … 約束手形
　3 … 為替手形

10 手形・小切手番号 N（7） 手形・小切手番号 … 右詰め残り前「0」

11 僚店番号 N（3） 取引のあった店

12 振込依頼人コード N（10） 当行では、記録を省略 … 表示方法オール「0」
ただし、振込依頼人名の先頭に付されている顧客別管理番号等を記録す
ることも可能

13 振込依頼人名または契約者番号 C（48） ［入払区分が「1」（入金）の場合］
振込依頼人名 … 左詰め残りスペース

［入払区分が「2」（出金）の場合］
預金口座振替の契約者番号（収納企業が採番した 20 桁以内のコード）
を左 20 桁に記録し、残り 28 桁はスペースとする

14 仕向銀行名 C（15） 仕向銀行名 … 左詰め残りスペース

15 仕向店名 C（15） 仕向店名 … 左詰め残りスペース

16 摘要内容 C（20） 摘要

17 EDI 情報 C（20） 仕向銀行からの為替通知に記載された EDI 情報
　… 左詰め残りスペース
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③トレーラレコード

No. 列  名 桁  数 内  　  容

1 入金件数 N（6） 入金件数 … 右詰め残り前「0」

2 入金額合計 N（13） 入金額合計 … 右詰め残り前「0」

3 出金件数 N（6） 出金件数 … 右詰め残り前「0」

4 出金額合計 N（13） 出金額合計 … 右詰め残り前「0」

5 貸越区分 N（1） 取引後残高の状態
　1 … プラス
　2 … マイナス

6 取引後残高 N（14） 取引後残高 … 右詰め残り前「0」

7 データレコード件数 N（7） データレコードの総件数 … 右詰め残り前「0」
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インターネットバンキングに関するお問い合わせ

武蔵野銀行インターネット・ヘルプデスク

むさしのダイレクトの操作方法や商品内容について承ります。

受付時間 : 月～金　9:00～17:00（土・日・祝日・12/31～1/3を除きます）

0120-44-6340

むさしの〈でんさい〉サービスに関するお問い合わせ

武蔵野銀行でんさいヘルプデスク

《でんさいWEB》の操作方法や商品内容について承ります。

受付時間 : 月～金　9:00～17:00（土・日・祝日・12/31～1/3を除きます）

0120-53-6340

2023年3月20日現在




