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【補足資料】 

振込前の口座確認をまとめて行う方法 
（ブラウザ受付方式で、総合振込・給与振込をご利用のお客さま向け） 

ブラウザ受付方式で登録した振込先（受取人マスタ・従業員マスタ）の

口座確認を、まとめて実施する手順について、説明します。 
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作業の流れ 

本資料では、作成した振込データを外部ファイル出力し、口座確認用のデータとして登録する 

方法を説明します。総合振込を例に説明しておりますが、給与・賞与振込をご利用の場合は、

「1.1 振込データを登録する」以降の記述を、次のとおり読み替えてください。 

 受取人マスタ → 従業員マスタ 

 総合振込 → 給与・賞与振込 

 参照先 業務の流れ 必要権限※ 

 
1.1 振込データを登録する 

受取人マスタを使用して、振込データを登録する。 

登録権限 

  ▼  

 1.2 振込データを外部ファイル出力する 登録権限 

  ▼  

 1.3 口座確認送信テーブルを作成する 登録権限 

  ▼  

 

1.4 口座確認データを登録する 

1.2 で外部ファイル出力したデータを使用して、外部ファイル

送受信で口座確認データを登録する。 

登録権限 

  ▼  

 1.5 口座確認データを承認する 承認権限 

  ▼  

 1.6 口座確認データを送信する 送信権限 

  ▼  

 1.7 口座確認結果受信テーブルを作成する 実行権限 

  ▼  

 1.8 口座確認結果を照会する 実行権限 

  ※ 1.1 および 1.2 は総合振込の登録権限、1.3 以降は外部ファイル送受信の登録・承認・送

信・実行権限を指します。 

    必要権限の設定方法は、「操作説明書（利用者管理編）」の「4.2 利用者情報を編集する」

を参照してください。 

メモ 

• 口座確認は、総合振込および給与・賞与振込の前に、振込先口座の存在有無および受取人名一致の確認を

目的として実施します。 

• ゆうちょ銀行あての給与・賞与振込の場合、口座確認で従業員名が不一致となっても、現在ご利用の契約から

給与の送金実績があれば、送金できます。 
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1.1 振込データを登録する 

登録権限 承認権限 送信権限 照会権限 

○ ー ー ー 

 

受取人マスタを使用して、振込データを登録する手順について、説明します。 

1.1.1 振込指定日を入力する 

 

1. [利用者ステータス]画面のメニューで、

[ファイル伝送]－[総合振込]リンクを 

クリックします。 

  

 

2. [総合振込メニュー]画面で、

ボタンを押します。 データ登録 
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3. [振込データ選択]画面で、 

ボタンを押します。 

ご注意 

すでに最大件数（50 件）を登録済みの場合、

不要な振込データを削除してから、[新規]ボタン

を押してください。 

  

 

4. [依頼人情報・振込指定日入力]画面

で、依頼人の選択および振込データ情報

の入力をします。データコメントは必要に

応じて入力します。 

受取人の選択で、対象マスタに「受取人

マスタ」を選択した後、検索条件は初期

設定のまま、 ボタンを押し

ます。 

→ 「1.1.2 振込金額を入力する」へ 

メモ 

• 振込指定日は、最大 30 日後まで指定でき

ます。 

• データコメントは、取引目的の区別などに 

ご利用いただけます。入力した内容は、 

[送信データ選択]画面などに表示されます。 

• 対象マスタの検索結果は、[次へ]ボタンを 

押した後に表示される[受取人情報・振込 

金額入力]画面の「受取人情報の一覧」に 

表示されます。 

新規 

次へ 
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1.1.2 振込金額を入力する 

 

1. [受取人情報・振込金額入力]画面で、

振込金額を入力して、 

ボタンを押します。 

ご注意 

振込金額は、1 円以上の金額を入力して 

ください。振込金額を入力していない場合、手順

２の処理ができません。 

口座確認後に、そのまま総合振込等を行う場合

は、実際の振込額をご入力ください。 

仮の金額（すべて 1 円など）を入力しておくこと

もできます。 

 

メモ 

受取人情報の一覧では、「コード」に、原則コード

１の値を表示します。 

表示順でコード２を選択している場合にのみ、 

「コード」にコード２の値を表示します。 

  

 

2. [登録完了確認]画面で、 

「作成中」を選択して、 

ボタンを押すと振込データ

の登録は完了です。 

ご注意 

振込金額が 0 円の振込データは登録されませ

ん。 

 

メモ 

• [データ承認・送信へ]ボタンは、承認権限を

付与されている場合にのみ表示されます。 

• 「作成中」および「承認待」の状態を、次に 

示します。 

   作成中：作成途中で一時保存をする状態。 

   承認待：作成が完了して、承認者の承認を 

           待つ状態。 

登録完了 

確認 
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1.2 振込データを外部ファイル出力する 

登録権限 承認権限 送信権限 照会権限 

○ ー ー ー 

 

振込データを外部ファイル出力する手順について、説明します。 

  

 

1. [利用者ステータス]画面のメニューで、

[ファイル伝送]－[総合振込]リンクを 

クリックします。 

  

 

2. [総合振込メニュー]画面で、

ボタンを押します。 データ登録 
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3. [振込データ選択]画面で、 

登録済データを選択した後、

ボタンを押します。 

  

 

4. [外部ファイル出力]画面で、 

ボタンを押すと、 

全銀ファイルがダウンロードされます。 

外部ファイル出力 

ダウンロード 
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1.3 口座確認送信テーブルを作成する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

○ ー ー ー 

 

口座確認データの送信テーブルを作成する手順について、説明します。 

  

 

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。 

  

 

3. [送信テーブル選択]画面で、 

ボタンを押します。 

ご注意 

すでに最大件数（50 件）を登録済みの場合、

不要な送信テーブルを削除してから、[新規] 

ボタンを押してください。 

口座確認データ 
登録 

新規 
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4. [送信テーブル作成]画面で、 

送信テーブルを登録する業務（総合振

込）およびテーブルコメントを入力して、

ボタンを押します。 

メモ 

テーブルコメントは、他のテーブルと区別するため

に、必要に応じて入力してください。入力した 

テーブルコメントは、[送信テーブル選択]画面に

表示されます。 

登録 
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1.4 口座確認データを登録する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

○ ー ー ー 

 

外部ファイル出力した全銀フォーマット形式の振込データを使用して、外部ファイル送受信で口座

確認データを登録する手順について、説明します。 

  

 

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。 

  

 

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。 

口座確認データ 
登録 

アップロード 
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4. [アップロード開始]画面で、 

外部ファイル出力した振込データの 

ファイルパス名を指定して、 

ボタンを押します。 

  

 
5. アップロード完了まで、お待ちください。 

アップロード中は左の画面が表示され 

ます。 

  

[登録前チェックエラーが表示される場合] 

 

6. [登録確認]画面で、 

① ボタンを押すと、 

口座確認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、口座 

確認データの登録は完了です。 

ご注意 

• [登録]ボタンを押した後に、口座確認送信 

  データ一覧を印刷することはできません。 

• 口座確認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、データを修正してください。 

  登録前チェックエラーが表示された場合は、   

  [登録]ボタンおよび[印刷条件指定]ボタンは 

  非表示になり、口座確認データを登録でき 

ません。 

 

メモ 

振込指定日および振込合計金額は、 

外部ファイルを振込データとして再利用する場合

に使用できます。 

実行 

登録 

印刷条件指定 

① 

 

② 
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[手順 A] 口座確認データを印刷する 

  

 

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 を印刷してください。 

表示される項目は、「操作説明書（ファイル 

伝送 ファイル受付編）」の 

「1.19.1 総合振込口座確認送信データ一覧

および受信データ一覧」または 

「1.19.2 給与・賞与振込口座確認送信 

データ一覧および受信データ一覧」参照 

印刷が完了した後、 

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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1.5 口座確認データを承認する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

ー ○ ー ー 

登録済みの口座確認データを承認する手順について、説明します。 

  

 

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。 

  

 

3. [口座確認データ選択]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。 

口座確認データ 
承認・送信 

承認 
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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、口座確認データの承認が完了し

ます。 

承認 
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1.6 口座確認データを送信する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

ー ー ○ ー 

承認済みの口座確認データを送信する手順について、説明します。 

  

 

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。 

  

 

3. [口座確認データ選択]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。 

口座確認データ 
承認・送信 

送信 
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[送信前チェックエラーが表示される場合] 

 

4. [送信確認]画面で、利用者確認暗証

番号を入力して、  ボタン

を押します。 

ご注意 

口座確認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、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

修正した後、再登録してください。 

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入力欄および[送信] 

ボタンは非表示になり、口座確認データを送信 

できません。 

送信 
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5. [送信結果]画面で、口座確認データの

送信が完了したことを確認します。 
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1.7 口座確認結果受信テーブルを作成する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

ー ー ー ○ 

 

口座確認結果受信テーブルを作成する手順について、説明します。 

  

 

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。 

  

 

3. [受信テーブル選択]画面で、

ボタンを押します。 

ご注意 

すでに最大件数（50 件）を登録済みの場合

は、不要な受信テーブルを削除してから、[新規]

ボタンを押してください。 

口座確認結果照会 

新規 
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4. [受信テーブル作成]画面で、 

受信テーブルを登録する業務（総合振

込）、受信ファイル名、データ形式および

テーブルコメントを入力して、

ボタンを押します。 

メモ 

• 受信ファイル名に登録したファイル名で、 

受信データが保存されます。 

• データ形式の編集方法は、次のとおりです。 

   改行コード付加しない：120 バイトごとの 

改行コードは付加しません。 

改行コード付加する：120 バイトごとに改行 

コードを付加します。 

終了符号付加しない：ファイルの終了符号 

は付加しません。 

終了符号付加する：ファイルに終了符号を 

付加します。 

• テーブルコメントは他のテーブルと区別する 

ために、必要に応じて入力してください。入力 

したテーブルコメントは、[受信テーブル選択] 

画面に表示されます。 

   

登録 
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1.8 口座確認結果を照会する 

登録権限 承認権限 送信権限 実行権限 

ー ー ー ○ 

 

口座確認結果を照会する手順について、説明します。 

メモ 

口座確認結果が照会できるまで、データ送信後、最大 5 営業日（振込先口座がゆうちょ銀行のみの場合、 

2 営業日）かかります。 

  

 

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。 口座確認結果照会 
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3. [受信テーブル選択]画面で、受信する

データに対応するテーブルを選択して、

ボタンを押します。 

  

 

4. [口座確認結果データ選択]画面で、 

受信するデータの行の  

ボタンを押します。 

メモ 

口座確認結果データは、返却日当日を含めて

31 日以内に受信してください。 

  

 

5. [受信確認]画面で、利用者確認暗証 

番号を入力して、 ボタンを

押します。 

選択 

選択 

実行 
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6. [受信結果]画面で、口座確認結果を

確認します。 

 口座確認結果データを外部ファイル 

としてダウンロードする場合 

①  

 口座確認結果データを印刷する場合 

②  

→ [手順 A]へ 

ご注意 

ゆうちょ銀行あての給与・賞与振込の場合、 

口座確認で受取人名が不一致となっても、 

ゆうちょ銀行で給与の送金実績があれば振込 

できます。 

印刷条件指定 

ファイル保存 

① 

 

② 
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[手順 A] 口座確認結果を印刷する 

  

 

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。 

 

メモ 

PDF ファイルに表示される項目は、「操作説明書

（ファイル伝送 ファイル受付編）」の 

「1.19.1 総合振込口座確認送信データ一覧 

および受信データ一覧」または 

「1.19.2 給与・賞与振込口座確認送信データ

一覧および受信データ一覧」参照 

 

ご注意 

受取人の処理結果が「正常」以外の場合は、 

正しいカナ氏名をご確認のうえ、受取人マスタを

修正してください。 

本資料「1.1 振込データを登録する」で作成した

データは、受取人マスタを修正しても、自動で 

反映されませんので、必要に応じて再登録して 

ください。 

 

印刷 


