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67.1 外部ファイル送信データを登録する

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限
○ ー ー ー 

外部ファイル送信テーブルに送信データを登録する手順について、説明します。 

メモ 

初めて外部ファイル送信をする場合、テスト送信をしてください。テスト送信をしておくことで、作成したファイルに不
備がないか事前に確認できます。 
テスト送信をする場合、[登録確認]画面でテスト用送信データとして登録する設定をします。 
→ 「67.1 外部ファイル送信データを登録する」の「6. [登録確認]画面」へ

1. [利用者ステータス]画面のメニューで、
[ファイル伝送]－[外部ファイル送受
信]リンクをクリックします。 

2. [外部ファイル送受信メニュー]画面で、

 ボタンを押します。 外部ファイル送信
登録
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3. [送信テーブル選択]画面で、
対象テーブルを選択して、 

ボタンを押します。

ご注意 

 データ登録済みの送信テーブルは、利用権
限のある利用者が、修正・削除を行えま
す。 

 契約を一部廃止した場合は、削除以外の
操作ができなくなります。 

[利用権限のない契約のデータをアップロードした場合]

4. [アップロード開始]画面で、外部ファイ
ル送信に使用するファイルを選択して、

ボタンを押します。

ご注意 

 アップロードするファイルのデータレコード件数
は、50,000 件以内としてください。ヘッダ、
トレーラおよびエンドレコードは件数に含まれ
ません。 

 利用権限のない契約のデータはアップロード
できません。

5. アップロード完了まで、お待ちください。アッ
プロード中はファイル転送画面が表示さ
れます。 

アップロード

実行
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[通常現金払のファイル情報] 

6. 総合振込、給与・賞与振込または自動
払込みの場合、[登録確認]画面で 
① ボタンを押すと、送
信データ一覧を印刷できます。 

→ [手順 A]へ 

② ボタンを押すと、外部フ
ァイル送信データの登録は完了です。

ご注意 

• [登録]ボタンを押したあとに、送信データ一
覧を印刷することはできません。 

• 初めて外部ファイル送信をする場合、テスト
送信をしてください。

• 送信データをテスト送信用データとして登録
する場合、「テスト送信用データとして登録
する」のチェックボックスにチェックを入れたあ
と、[登録]ボタンを押してください。 

[登録前チェックエラーが表示される場合] 

ご注意 

• 送信データからエラーを検出した場合、ファイ
ル情報の一覧の下に、登録前チェックエラー
が表示されます。エラーの内容を確認して、デ
ータを修正したあと、再登録してください。 
登録前チェックエラーが表示された場合は、
「テスト送信用データとして登録する」のチェッ
クボックス、[登録]ボタンおよび[印刷条件指
定]ボタンは非表示になり、送信データを登
録できません。 

登録

印刷条件指定

①②



 67.通常現金払

5 

[手順 A] 送信データを印刷する 

[自動払込みの印刷対象データ] 

1. [印刷条件指定]画面で、 
印刷範囲（印刷件数）を指定して、

ボタンを押すと、印刷用の
PDF ファイルが表示されます。表示された
PDF ファイルを印刷してください。 

印刷が完了したあと、
ボタンを押して、[登録確

認]画面で登録を完了させてください。

戻る 

印刷 
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67.2 外部ファイル送信データを承認する

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限
ー ○ ー ー 

登録済みの外部ファイル送信データを承認する手順について、説明します。 

ご注意 

期限までに承認および送信が必要です。送信期限は、次のとおりです。 
  ・ 通常現金払の場合
証書発行年月日の 4営業日前の 15 時 30 分 

1. [利用者ステータス]画面のメニューで、
[ファイル伝送]－[外部ファイル送受
信]リンクをクリックします。 

2. [外部ファイル送受信メニュー]画面で、

 ボタンを押します。 外部ファイル送信
承認・送信
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3. [送信データ選択]画面で、 
状態が「承認待」の対象データを選択し
て、 ボタンを押します。 

メモ 

登録済データの一覧の上下にある同じ名称のボ
タンは、どちらを押しても同じ画面に遷移します。 

ご注意 

承認依頼メールは承認権限を持つ全ての利用
者に送信されますが、利用権限のないデータは選
択できません。 

[通常現金払のファイル情報] 

4. [承認確認]画面で、利用者確認暗証
番号を入力して、  ボタン
を押すと、外部ファイル送信データの承認
が完了します。 
メモ 

[登録確認]画面で、「テスト送信用データとして
登録する」のチェックボックスにチェックを入れて、送
信データを登録した場合、「テスト送信用データと
して承認します。」のメッセージが表示されます。

承認

承認
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67.3 外部ファイル送信データを送信する

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限
ー ー ○ ー 

承認済みの外部ファイル送信データを送信する手順について、説明します。 

ご注意 

期限までに承認および送信が必要です。送信期限は、次のとおりです。 
  ・ 通常現金払の場合
証書発行年月日の 4営業日前の 15 時 30 分 

1. [利用者ステータス]画面のメニューで、
[ファイル伝送]－[外部ファイル送受信]
リンクをクリックします。 

2. [外部ファイル送受信メニュー]画面で、

 ボタンを押します。 外部ファイル送信
承認・送信
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3. [送信データ選択]画面で、 
状態が「送信待」の対象データを選択し
て、 ボタンを押します。 

メモ 

登録済データの一覧の上下にある同じ名称のボ
タンは、どちらを押しても同じ画面に遷移します。 

ご注意 

送信依頼メールは送信権限を持つ全ての利用
者に送信されますが、利用権限のないデータは選
択できません。 

（次ページに続く） 

4. [送信確認]画面で、利用者確認暗証
番号およびカード型ハードトークンのワンタ
イムパスワードを入力して、

 ボタンを押します。

ワンタイムパスワードの入力が必要なの
は、総合振込または給与・賞与振込の
場合だけです。
メモ 

[登録確認]画面で、「テスト送信用データとして
登録する」のチェックボックスにチェックを入れて、送
信データを登録した場合、「テスト送信用データと
して送信します。」のメッセージが表示されます。

送信

送信
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 [通常現金払のファイル情報] 

[送信前チェックエラーが表示される場合] 

ご注意 

• 送信データからエラーを検出した場合、送信
前チェックエラーが表示されます。エラーの内
容を確認して、データを修正したあと、再登
録をしてください。 
送信前チェックエラーが表示された場合は、
利用者確認暗証番号等入力欄および[送
信]ボタンは非表示になり、送信データを登
録できません。 
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[通常現金払のファイル情報] 

5. [送信結果]画面で、外部ファイル送信デ
ータの送信が完了したことを確認します。


