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法人インターネットバンキングサービス
ご利用マニュアル



１．

２．ログインＩＤ、パスワード、暗証番号　

(1)

(2)

(3)

３．

４．

は、本サービス以外の目的では使用いたしません。

５．

６．

７．

※

振込・振替実行後、当組合より振込・振替受付番号を記入した電子メールをお送りします

ので、必ず内容をご確認ください。

パスワードと暗証番号の入力には、「ソフトウェアキーボード」をご利用ください。

「ソフトウェアキーボード」を利用することでパスワード等の情報が第３者に漏えい

する危険性を減らし、より安全なログインを行うことができます。

利用は避け、推測されにくい｢ＩＤ｣、｢パスワード｣、｢暗証番号｣を登録してください。

も重要な事項となりますので、十分配慮のうえ設定してください。

本サービスのご利用にあたり、当組合は、お客様よりお届けいただいたパスワードの情報

お客様に当組合職員や警察官などが、ログインＩＤ、パスワード、暗証番号を電話や店舗

外でお尋ねすることは致しません。

ログインおよび確認用パスワードの有効期限は９０日となっていますので、定期的に

変更を行ってください。

一般ユーザとして登録した利用者の方が異動、転勤、退職時には、必ず該当の一般ユ

ーザＩＤを解除（削除）をして、正当な利用者以外はログインできないよう、厳重に

管理してください。

振込金額の限度額の設定は、不正使用等が発生した際、被害を一定範囲に押さえるために

また、｢ＩＤ｣、｢パスワード｣、｢暗証番号｣はお忘れのないように、第三者に知られる

※　申込書記入の際は、別紙の「記入例」をご参照ください。

ことのないよう厳重に保管・管理してください。

本サービスでご利用になるパソコンは、お客様自身が必ず管理してください。

また、他人への貸与等は行わないでください。

法人インターネットバンキングサービス留意事項

＜Ⅰ＞セキュリティについて

ログインＩＤ、パスワード、暗証番号は、お客様がご本人であることを確認するため

の重要な情報です。お客様の生年月日・電話番号・お名前等に関連した数字や文字の



１．送信（承認）可能時間

※ 振込・振替は、時間に余裕を持って操作を行ってください。受付時間間際はお取引が集中し、時間内
にお取引が完了しない場合がありますのでご注意ください。

２．振込資金の入金期限について

※ 振込金額と振込手数料（当方負担）の合計が引き落としされます。

振込資金引落日の前日までに振込資金（振込金額+手数料）をご入金ください。

なお、前日に残高が不足している場合は、その振込は資金不足としてエラーとなります。

また、振込資金引落日に入金があっても前日に残高が不足していた場合は資金不足として

エラーとなります。

法人インターネットバンキングサービス留意事項

＜Ⅱ＞振込・振替サービス、総合振込、給与振込について

＜承認とは＞
　　総合振込、給与・賞与振込において、振込データの内容を確認し当組合へ送信する操作を「承認」といいます。

ご注意ください

＜振込・振替サービス＞

送信可能時間

１５時００分まで

当 座 預 金 １５時００分まで

普 通 預 金 １６時００分まで

平 日 ２１時００分まで

土 ・ 日 曜 日 、 祝 日 １７時００分まで

＜総合振込、給与・賞与振込サービス＞

他 行 宛 て 含 む

全 て 当 組 合 宛 て 指定日の２営業日前の１４時３５分まで

サービス内容

当 組 合 宛 て

他 行 宛 て

振 込 ・ 振 替 （ 翌 日 以 降 の 予 約 振 込 ）

給 与 ・ 賞 与 振 込

総 合 振 込

サービス内容

振 込 ・ 振 替
（ 当 日 振 込 ）

承認可能時間

指定日の１営業日前の１４時３５分まで

指定日の３営業日前の１４時３５分まで

＜振込・振替サービス＞

サービス内容 振込資金の入金期限

振 込 ・ 振 替 （ 予 約 ） 振込指定日の前日

＜総合振込、給与・賞与振込サービス＞

サービス内容 承認日および承認時刻 振込資金の入金期限

総 合 振 込 指定日の１営業日前の１４時３５分まで 振込指定日の前日

平日の１４時３５分までに承認の場合 承認日の翌営業日の前日

平日の１４時３５分以降に承認の場合

土・日曜日、祝日に承認の場合

振込指定日の7営業日前

承認日の翌々営業日
の前日

給 与 ・ 賞 与 振 込



３．

※ 合計金額には振込手数料（当方負担）が含まれます。

４．振込結果の確認

※

ご確認頂けます。

５．その他の留意点

※

※

※

※

振込手数料の他に組戻し手数料が必要となることがあります。

振込・振替の予約については、翌日以降２８日先までの営業日の指定が可能です。

総合振込、給与・賞与振込は７営業日前から振込データの作成が可能となります。

振込・振替等のご依頼にあたっては、通信障害等により取扱いが一時中断する等の

事態が生じた際、事後の処理を円滑に行うためにも、ご入力された内容を、確認画

面で必ずご確認ください。また、通帳への記帳等において必ずご確認ください。

入金先の口座の種類（科目）、口座番号、受取人名が相違していると、振込・振替

できない場合があります。この場合、お取引店窓口にて組戻しの手続きが必要とな

ることがありますので、十分ご確認のうえご入力ください。なお、組戻しの場合、

法人インターネットバンキングサービス留意事項

振込限度額の取扱い

振込・振替、総合振込、給与・賞与振込サービスをご利用された場合は、

インターネットバンキングでの「取引照会」、もしくは通帳への記帳等により

取引結果を必ずご確認ください。

尚、予約振込、総合振込、給与・賞与振込については振込資金引落日の

８時４５分よりインターネットバンキングでの「取引照会」で振込結果を

サービス内容 限度額オーバー（振込不能）になるケース

振込操作日に、当日分・予約分の合計金額が
利用口座の振込限度額を超える場合

振込指定日に同日指定の振込分全ての合計金額が
利用口座の振込限度額を超える場合

給 与 ・ 賞 与 振 込

総 合 振 込

振込・振替

承認日に振込合計金額が
代表口座の振込限度額を超える場合



■サービス内容

サ ー ビ ス 内 容 の 一 覧

・現在預金残高、お引出し可能金額、前日預金残高、

　前月末預金残高がご照会いただけます。

・入出金明細がご照会いただけます。

・振込入金明細がご照会いただけます。

・都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

・ 近１０回の取引履歴から振込先を選択できます。

・新規に振込先を指定できます。

・過去に行った振込振替取引の状況照会や予約中取引の取消が可能です。

・一度に複数のお取引先へお振込を行う場合、一括してご依頼いただけます。

※振込指定日の７営業日前～前営業日の１４：３５まで受付ます。

・事前に給与(賞与）の振込データを一括して送信いただくことで、

　支給日に従業員様の口座へ自動的にご入金いたします。

【振込先に他行宛を含む場合】

　　　振込指定日の７営業日前～３営業日前の１４：３５まで受付ます。

【振込先が全件当組合宛のみの場合】

　　　振込指定日の７営業日前～２営業日前の１４：３５まで受付ます。

・過去に行った取引履歴を照会ができます。

・ペイジーマークのある税金や公共料金等の払込書に記載のある

「納付番号」や「納付区分」を入力することで支払いができます。

※振込・振替は、取引日の翌日以降２８日先までの営業日を指定して振込・振替予約がご利用いただけます。

サービス項目 サービス内容

残高照会

振込データの状況照会・取消

総合振込

給与振込
賞与振込

税金・各種料金の
払込み

（Pay-easy）

入出金明細照会

振込入金明細照会

利用者登録口座
一覧から選択

近１０回の
取引から選択

新規に
振込口座を入力

振
込
・
振
替
※

取引情報の照会



ご利用にあたって

初期設定

管理

明細照会

資金移動

承認

でんさいネット

※

承認（総合振込、給与・賞与振込） ９１

２

２インターネットバンキングに関するお問い合わせ

２２

１９企業情報の変更

ログインID取得

も　く　じ

ログイン １３

４０

操作履歴照会 ３９

利用者管理

３５

セキュリティについて

動作環境について １

残高照会

振込振替 ４６

振込データの状況照会・取消 ６１

口座メモの変更

先方負担手数料情報(総合振込）の変更

振込入金明細照会

４

本冊子掲載の画面等はサービス向上にともなうシステム改良のため、変更され
る場合もございます。　あらかじめご了承ください。

６６

７２

６５

総合振込

給与・賞与振込

９４

振込データの承認期限および振込資金のお引落しについて

でんさいネット

７８

総合振込、給与・賞与振込

４２

企業管理

４４

入出金明細照会

振込・振替先を登録・変更・削除

５８

利用者情報の削除

３７

受付状況照会

２６

２８

３１

利用者情報の新規登録

５５

振込・振替先グループを登録・変更・削除

利用者情報の変更

３４

８５税金・各種料金の払込み

税金・各種料金の状況照会 ８９

過去の取引データからの作成

取引情報の照会

取引状況照会 ８１

８３

３ご利用開始登録の流れ

８電子証明書発行（電子証明書方式のお客様）

パスワード変更

電子証明書失効

２４



■インターネット経由の電子メールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。
■ＯＳとインターネットに接続するソフトのバージョンは以下を推奨。

■以下の表の各OS、ブラウザは、全て日本語版で、 新のバージョンをインストールしていることが前提となります。
■ＰＤＦファイル参照はAdobe Reader 9、10、11のご利用を前提事項とさせて頂きます。

*1 WindowsXPにつきましてはサービスパック3以降、WindowsVistaにつきましてはサービスパック2以降、　Windows7につきましては

サービスパック1以降が適用されていることが条件となります。

*2 IE6.0をご利用の場合、画像の透過部が背景色と馴染まない色で表示される、点線表示が荒くなる、縦表の横線が表示されない

事象が発生することを確認しております。IE6.0についてはバージョンアップを推奨致します。

*3 「WindowsNT4.0ドメイン」に属し、且つOSとしてWindowsXP professionalを搭載した端末を利用している環境において、証明書発

行後に、クライアントがドメインにログインする際に入力するパスワードを変更すると、証明書が利用できなくなります。この場合、

証明書の再発行が必要となります。

*4 WindowsXPにてワークグループの機能を利用している場合、ワークグループに参加しているWindowsXPユーザのWindowsパス

ワードを、証明書発行後に管理者が強制的にリセットすると、証明書ログインができなくなります。この場合は、パスワードを証明

書取得時のものに戻すか、証明書の再発行が必要となります。

*5 IE7では、画面情報が全く表示されない、という事象が発生することを確認しております。この事象は、マイクロソフト社のIE7の不

具合であることが確認されており、マイクロソフト社よりパッチが提供されております。

　http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;933566

*6 Windows7にて、Service Packを適用されていない場合、証明書を利用するためには、マイクロソフト社から提供されるセキュリティ

パッチＫＢ974431が適用されていることが条件となります。

*7  Windows 8につきましては、デスクトップUIのみを動作確認対象とさせて頂きます。

（モダンUIにつきましては動作確認対象外とさせて頂きます。）

ご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があります。

動 作 環 境 に つ い て

ご利用にあたって

（平成25年１月15日現在）

証明書なし 証明書あり

IE6.0 *2 △ △*3*4

IE7 *5 〇 〇*3*4

IE8 〇 〇*3*4

Firefox 〇 －

IE7 *5 〇 〇

IE8 〇 〇

IE9 〇 〇

Firefox 〇 －

IE8 〇 〇*6

IE9 〇 〇*6

Firefox 〇 －

IE10 〇 〇

Firefox 〇 －

Safari5.1 〇 －

Firefox 〇 －

Safari5.1 〇 －

Firefox 〇 －

Mac

MacOS X(10.6)

MacOS X(10.7)

対象OS 対象ブラウザ
AnserBizSOL

Windows

WindowsXP *1

WindowsVista *1

Windows7 *1

Windows8 *7
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ログインID、パスワード等の管理について

サービスの休止について

画面移動および終了時

128ビットSSL（Secure Socket Layer）暗号化方式

電子証明書

ご確認メール送信による取引確認

ソフトウェアキーボード

自動ログアウト

お客様のパソコンに電子証明書を導入（インポート）いただき、そのパソコンから法人イン
ターネットバンキングサービスをご利用いただけます。当組合の電子証明書を取得したパソコ
ン以外からは本サービスを利用できなくなるため、第三者による不正利用のリスクが軽減さ
れ、セキュリティ面での強化が図れます。
ご利用になられる場合は、お取引店に申込書によりお届けください。

ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要なご通知やご案内を電子メールでご案
内いたします。お心当たりのない電子メールが届いた場合は、まずパスワードを変更していた
だき当組合までご連絡ください。

パスワード等の認証情報をパソコンの画面上に表示されたキーボードにより入力を行うもので
す。キーボードの履歴を盗み取るキーロガー等の不正なプログラムによるパスワードの不正取
得を防止できます。

ログインしたまま一定時間操作が行われない場合、自動的にログアウトされる仕組みになって
います。ご利用の途中で離席される場合は、必ずログアウトを行ってください。

｢ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「各種暗証番号」は、お客様がご
本人であることを確認するための重要な情報です。これらは第三者に知られることのないよう
に、またお忘れにならないようにご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくと
より安全性が高まります。
パスワード、暗証番号を一定回数以上連続してお間違えになりますと、サービスがご利用でき
なくなりますのでご注意ください。

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますのであら
かじめご了承ください

ブラウザ上の「戻る」、「進む」ボタンは使用しないでください。
終了時には画面上の「ログアウト」ボタンを押してください。
(ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。)

セキュリティについて

お客様のパソコンと当組合のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご
利用していただけるよう、 新式の暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の盗
聴・書換え等を防止します。

お問い合わせ、ご照会は

のぞみネットバンキング専用ヘルプデスク

    ０１２０－３２２-４４３

取扱時間

９時～２４時

９時～１７時

※１月１日～１月３日、５月３日～５月５日、１２月３１日は休止させて頂きます。

平日

土・日・祝日
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●ご利用開始登録の流れ

マスター

ご利用開始登録の流れ

法人インターネットバンキングサービスをご利用いただくために、ログインＩＤ取得・電子証明書
発行などをお手続きいただきます。

ご利用開始登録の流れ

「法人インターネットバンキングサービス申込書」（お客様控）をお手元にご用意ください。

管理者ユーザ・

一般ユーザのお客様

マスターユーザのお客様

ログイン（P.13）

電子証明書発行（P.8）

（電子証明書方式のお客様のみ）

ログインID取得（P.4）
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手順１　のぞみ信用組合ホームページからログイン

当組合ホームページ

①

②

③

ログインＩＤ取得

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインＩＤ取得を行ってください。

「法人インターネットバンキングサービス申込書」（お客様控）をお手元に
ご用意ください。

のぞみ信用組合ホームページ
（http://www.nozomi.shinkumi.jp)の
「のぞみインターネットバンキング」
ボタンをクリックしてください。

「法人インターネットバンキングサービ
ス」ボタンをクリックしてください。

「ログイン」ボタンをクリックしてくだ
さい。
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手順２　ログインＩＤ取得開始

手順３　代表口座入力

※ 代表口座は、申込書にご記入いただいた
｢３桁の取扱店｣
｢預金種類｣
｢７桁の口座番号｣を入力してください。

ログイン画面が表示されます。「ログインＩＤ取
得」ボタンをクリックしてください。

口座情報登録画面が表示されます。
「代表口座情報（店番・科目・口座番号）」「認
証項目（仮ログインパスワード・仮確認用パ
スワード）」を入力し、「次へ」ボタンをクリック
してください。

(例：口座番号が1234の場合
　　 頭に｢0｣を付けていただき
     ｢0001234｣と入力してください。）

ログインＩＤ取得

「代表口座情報（店番・科目・口座番号）」「認証項目（ログインパスワー

ド・確認用パスワード）」は、「法人インターネットバンキングサービス申込

書」（お客様控え）と同じ内容をご入力ください。

ご確認ください

申込書にご記入いただいた仮ログイン

パスワード・仮確認パスワードを入力し

てください。(半角小文字）
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手順４　利用者情報を入力

次へ

サービス開始登録画面が表示されます。
利用者情報（表参照）を入力し、「次
へ」ボタンをクリックしてください。

利用者情報

入力内容

利用者名 ・全角30文字以内[半角可]で入力してください。

・半角英数字記号4文字以上64文字以内で入力してください。

・2ヶ所に同じものを入力してください。

・お客様が任意の文字列をお決めください。ただし、入力されたログインIDが既に他のお客様
により登録されている場合は、新たに登録できません。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・2ヶ所に同じものを入力してください。

・お客様が任意の文字列をお決めください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字が区別されます。

・2ヶ所に同じものを入力してください。

・お客様が任意の文字列をお決めください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字が区別されます。

・2ヶ所に同じものを入力してください。

入力項目

利
用
者
情
報

メールアドレス

ログインID

新しいログインパスワード

新しい確認用パスワード

変更後の｢ログインパスワード｣｢確認用パスワード｣は、お忘れにならないようご注意くだ

さい。

※パスワードの有効期限は９０日となっておりますので、期限到来前に変更をお願いしま

す。有効期限を過ぎると、｢パスワード強制変更画面｣が表示されます。

ご確認ください
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手順５　入力内容を確認

登録

手順６　サービス開始登録完了

電子証明書発行へ

ログインへ

サービス開始登録確認画面が表示されま
すので、入力内容をご確認のうえ、「登
録」ボタンをクリックしてください。

入力内容

登録結果

サービス開始登録結果画面が表示されま
すので、登録結果をご確認ください。
ＩＤ・パスワード方式のお客様は「ログ
インへ」ボタンをクリックし、P.14手順
２－１へお進みください。
電子証明書方式のお客様は「ログイン
へ」ボタンをクリックし、P.9手順３へお
進みください。

のぞみ　太郎

011

普通預金

4000000

nozomi-s@test.test.jp

ｎozomi01

のぞみ　太郎

nozomi-s@test.test.jp

011

普通預金

4000000

ｎozomi01
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初めてご利用の方、もしくは電子証明書再発行の際は､電子証明書の発行を行ってください。
電子証明書をご利用になられる場合は、お取引店に申込書によりお届けください。

手順１　電子証明書発行開始

手順２　個人認証

認証

⇒Windows XPをご使用のお客様は、P.9へお進みください。
⇒Windows Vista、Windows 7をご使用のお客様は、P.11へお進みください。

ログインパスワード

電子証明書発行

ログイン画面が表示されます。「電子証明書
発行」ボタンをクリックしてください。

電子証明書発行

証明書取得認証画面が表示されますので､
「ログインＩＤ」「ログインパスワー
ド」を入力し、「認証」ボタンをクリッ
クしてください。

ログインＩＤ
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■Windows XPをご使用のお客様

手順３　証明書発行

①

発行

②

はい

手順４　処理中

①

②

はい

※Windows XPでInternet Explorer 7をご使用のお客様が初めて証明書を取得する際に、
 情報バーダイアログが表示される場合は、P.11 手順３ 以降の手順に従ってください。

証明書発行確認画面が表示されますの
で、「発行」ボタンをクリックしてくだ
さい。

潜在するスクリプト違反ダイアログが表
示されますので、「はい」ボタンをク
リックしてください。

証明書発行処理中画面が表示されます。
(しばらくすると次画面に自動的に遷移し
ます。）

潜在するスクリプト違反ダイアログが表
示されますので、「はい」ボタンをク
リックしてください。

（Windows Vista、Windows 7をご使用のお客様はP.11をご覧ください。）
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手順５　発行完了

①

閉じる

⇒ブラウザが閉じますので、再度ブラウザを起動し、P.13へお進みください。

証明書発行結果画面が表示されます。電
子証明書情報をご確認のうえ、「閉じ
る」ボタンをクリックしてください。

電子証明書情報
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■Windows Vista、Windows 7をご使用のお客様

（Windows XPをご使用のお客様はP.9をご覧ください。）

手順３　証明書発行

①

発行

初めて証明書を取得する際に、情報バーが表示される場合は以下の手順に従ってください。 

１. 情報バーダイアログが表示された場合、「閉じる」ボタンをクリックしてください。 
２.

３.

４. 証明書発行確認画面に戻り、「発行」ボタンをクリックしてください。

②

許可する

③

はい

Webアクセスの確認ダイアログが表示され
ますので、「はい」ボタンをクリックして
ください。

※Windows 7の場合、メッセージの内容が異なります
が、同様に「はい」ボタンをクリックしてくださ
い。

証明書発行確認画面が表示されますので、
「発行」ボタンをクリックしてください。

「このWebサイトは‘Microsoft Corporation’からの‘証明書コントロール’アドオ
ンを実行しようとしています。Webサイトとアドオンを信頼し、アドオンの実行を許
可するにはここをクリックしてください」のメッセージをクリックし、メニューから
「ActiveXコントロールの実行」をクリックしてください。

セキュリティ警告ダイアログが表示されますので、「実行する」ボタンをクリックし
てください。

セキュリティダイアログメッセージが表示
される場合、「許可する」ボタンをクリッ
クしてください。

※Windows 7の場合、本ダイアログは表示されませ
ん。

ご確認ください
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②

はい

⇒ブラウザが閉じますので、再度ブラウザを起動し、P.13へお進みください。

ダイアログが表示されますので、「は
い」ボタンをクリックしてください。
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当組合ホームページ

①

②

③

ログイン

手順１　のぞみ信用組合ホームページからログイン

のぞみ信用組合ホームページ
（http://www.nozomi.shinkumi.jp)の
「のぞみインターネットバンキング」
ボタンをクリックしてください。

「法人インターネットバンキングサービ
ス」ボタンをクリックしてください。

「ログイン」ボタンをクリックしてくだ
さい。
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（ＩＤ・パスワード方式のお客様）

※

⇒P.16 手順３へお進みください。

ログイン画面が表示されますので、登録
した「ログインＩＤ」「ログインパス
ワード」を入力し、「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

手順２－１　のぞみ法人インターネットバンキングサービスにログイン

ソフトウェアキーボード入力
マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の
不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。

ログインパスワード

ログイン

ログインＩＤ
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（電子証明書方式のお客様）

①

②

※

⇒P.16 手順３へお進みください。

手順２－２　のぞみ法人インターネットバンキングサービスにログイン

「電子証明書ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。クライアント認証ウインドウに表示さ
れる証明書情報を確認のうえ、該当の証明
書を選択し、「ＯＫ」ボタンをクリックしてくださ
い。

電子証明書ログイン

ログイン画面が表示されますので、「ログイン
パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをク
リックしてください。

ソフトウェアキーボード入力
マウス操作による入力を行うことでキーボード入力情報の
不正記録（キーロガー）を防ぐことができます。

電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードとパソコン

にインストールしていただいた電子証明書によって、ご本人の確認を行います。

電子証明書をインストールしたパソコンでないと本サービスはご利用いただけ

ません。

ご確認ください
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手順３　パスワード強制変更
⇒パスワード強制変更画面が表示されない場合は、手順５にお進みください。

⇒パスワード強制変更画面が表示されない場合は、手順５にお進みください。

確認

パスワード変更結果画面が表示されます
ので、内容をご確認のうえ、「確認」ボ
タンをクリックしてください。

｢パスワード強制変更｣画面が表示されま
す。今後お使いいただくパスワードに変
更していただきます。それぞれパスワー
ドを入力し、｢実行｣ボタンをクリックし
てください。

半角の英数字を組み合わせて6～12桁にな
るように入力してください。
(数字のみ・英字のみの入力はできませ
ん。英字は大文字、小文字を区別しま
す。)

「ログインパスワード」「確認用パス
ワード」は異なる内容を登録してくださ
い。

第三者に推測されないために、生年月
日・電話番号・貴社名等に関連した数字
や文字の利用は避け、第三者に知られる
ことのないよう厳重に管理してくださ
い。

手順４　パスワード変更結果

ログインパスワード

確認用パスワード

ｎozomi01
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⇒ログイン時のお知らせが表示されない場合は、手順６にお進みください。

次へ

手順５　ログイン時のお知らせ

ログイン時のお知らせ画面が表示されま
す。お知らせ内容をご確認のうえ、「次
へ」ボタンをクリックしてくださお。
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① タブメニュー
（表参照）

②

③

　　＜タブメニュー＞

手順６　のぞみ信用組合法人インターネットバンキングサービス　トップ画面

過去３回のログイン
日時が表示されま
す。

未読のお知らせが
大１０件まで表示さ
れます。

のぞみ商事株式会社

のぞみ太郎　様

nozomi-s@test.test.jp

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）

メ ニ ュー概 要 参照

残高照会
お申込口座としてご登録いただいている口座に対する残高情報の照会を行うことが
できます。

Ｐ４０

入出金明細照会
お申込口座としてご登録いただいている口座に対する入金や出金（振込や引き落と
し等）の情報（入出金明細情報）の照会を行うことができます。

Ｐ４２

振込入金明細照会
お申込口座としてご登録いただいている口座への入金情報（振込入金明細情報）の
照会を行うことができます。

Ｐ４４

振込振替
お申込口座としてご登録いただいている口座から他の口座への資金移動を行うこと
ができます。

Ｐ４６

総合振込
お申込口座としてご登録いただいている口座から、取引毎に振込先口座情報およ
び、日付、金額を指定し、複数の振込を一括で行うことができます。

Ｐ６６

給与・賞与振込
お申込口座としてご登録いただいている口座から、指定した各社員の口座および、
日付、金額を指定し、振込を行うことができます。

Ｐ７２

税金・各種料金の払込み
Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことがで
きます。

Ｐ８５

承
認

承認
総合振込、給与・賞与振込業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承
認・差戻し・削除を行うことができます。

Ｐ９１

企業管理 企業情報の照会などを行うことができます。 Ｐ１９

利用者管理 利用者情報の照会などを行うことができます。 Ｐ２６

操作履歴照会 ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。 Ｐ３９

で
ん
さ
い

ネ

ッ
ト

でんさいネット
でんさいネット（電子記録債権取引システム）サービスを開始します。
※でんさいネット（電子記録債権取引システム）のサービスを受けるためには、｢イン
ターネットでんさいサービス利用申込書｣により契約する必要があります。

Ｐ９４

メ ニ ュー項 目

明
細
照
会

資
金
移
動

管
 

理
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●企業情報の変更

企業情報の変更

作業内容選択画面が表示されますので、｢
企業情報の変更｣ボタンをクリックしてく
ださい。

管理者ユーザは口座１日当たりの限度額、企業１日当たりの限度額、口座メモの変更、先方手数
料情報(総合振込）の登録/変更が可能です。

管理

企業管理

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「企業管理」ボタンをクリックし
てください。

企業管理

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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変更

手順３　限度額を変更

企業情報変更画面が表示されますので、｢
口座一日当たりの限度額｣、｢企業一日当
たりの限度額｣を入力し、「変更」ボタン
をクリックしてください。

企業一日当たりの限度額

口座一日当たりの限度額

のぞみ商事株式会社

ﾉｿﾞﾐｼﾖｳｼﾞ(ｶ

4000000
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変更内容

実行

変更結果

手順４　変更内容を確認

手順５　変更完了

企業情報変更確認画面が表示されますの
で、変更内容をご確認のうえ、「確認用
パスワード」を入力して、「実行」ボタ
ンをクリックしてください。

確認用パスワード

企業情報変更結果画面が表示されますの
で、変更結果をご確認ください。

ﾉｿﾞﾐｼﾖｳｼ (゙ｶ

のぞみ商事株式会社

4000000

ﾉｿﾞﾐｼﾖｳｼﾞ(ｶ

のぞみ商事株式会社

4000000
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●口座メモの変更

ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座を特定しやすくなります。

作業内容選択画面が表示されますので、｢
口座メモの変更｣ボタンをクリックしてく
ださい。

口座メモの変更

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「企業管理」ボタンをクリックし
てください。

企業管理

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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変更結果

手順３　口座メモを変更

口座メモ変更画面が表示されますので、
「口座メモ」を入力し、「変更」ボタン
をクリックしてください。

手順４　変更完了

口座メモ変更結果画面が表示されますの
で、変更結果をご確認ください。

口座メモの変更

資金移動用口座

＊代表口座
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●先方負担手数料情報(総合振込）変更

総合振込の振込手数料を先方負担（振込先負担）とされる場合は、振込先からの請求金額から
事前に設定された先方負担手数料を自動的に差し引くことができます。

先方負担手数料(総合振込）の変更

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「企業管理」ボタンをクリックし
てください。

手順２　作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、｢
先方負担手数料(総合振込）の変更｣ボタ
ンをクリックしてください。

企業管理

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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変更

※ 当組合の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に 新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

　 基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「使用しない」を選択するとお客様で任意に振込手数料を設定変更できます。

　 この場合、当組合の手数料に変更があっても適用されません。

※「読込」ボタンをクリックすると、当組合所定の振込手数料を読込むことができます。

手順３　先方負担手数料を変更

先方負担手数料［総合振込］変更画面が
表示されますので、｢適用 低支払金額｣｢
支払金額範囲｣「振込パターンごとの手数
料」を入力し、｢変更｣ボタンをクリック
してください。

適用 低支払金額

※適用 低支払金額とは、表示された金
額以上の振込の場合先方負担手数料を利
用する基準金額が適用されます。

振込パターンごとの手数料
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利用者情報の管理

手順２　利用者管理メニューを選択

利用者管理メニュー画面が表示されます
ので、「利用者情報の管理」ボタンをク
リックしてください。

利用者管理

管理者ユーザは利用者情報の新規登録、登録されている利用者情報の変更/削除が可能です。

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「利用者管理」ボタンをクリック
してください。

利用者管理

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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新規登録

変更

削除

※利用者情報を照会する場合は、利用者一覧から対象の利用者を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

手順３　利用者一覧

利用者一覧画面が表示されます。
利用者を新たに登録する場合は、「新規
登録」ボタンをクリックし、P.28にお進
みください。
利用者情報を変更する場合は、利用者一
覧から対象の利用者を選択し、「変更」
ボタンをクリックして、P.31にお進みく
ださい。
利用者情報を削除する場合は、利用者一
覧から対象の利用者を選択し、「削除」
ボタンをクリックして、P.34にお進みく
ださい。

利用者一覧
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●利用者情報の新規登録

※本手順はP.26～P.27の続きです。

次へ

次へ

サービス利用権限

手順１　利用者基本情報の登録

手順２　利用者権限を入力

利用者登録[基本情報]画面が表示されま
す。利用者基本情報を入力し、｢次へ｣ボ
タンをクリックしてください。

利用者登録[権限]画面が表示されます。
サービス利用権限を設定し、「次へ」ボ
タンをクリックしてください。

利用者基本情報
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限度額

登録

登録内容

実行

確認用パスワード

手順３　利用口座・限度額を入力

利用者登録［口座］画面が表示されま
す。利用可能口座・限度額を入力して、
「登録」ボタンをクリックしてくださ
い。

利用可能口座

手順４　内容確認

利用者登録確認画面が表示されます。登
録内容をご確認のうえ、「確認用パス
ワード」を入力し、「実行」ボタンをク
リックしてください。

4000000

4000000
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登録結果

   ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順５　登録完了

利用者登録結果画面が表示されますの
で、登録結果をご確認ください。

4000000
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●利用者情報の変更

※本手順はP.26～P.27の続きです。

次へ

次へ

サービス利用権限

手順１　利用者基本情報を変更

利用者変更[基本情報]画面が表示されま
す。利用者基本情報を変更し、｢次へ｣ボ
タンをクリックしてください。

利用者基本情報

手順２　利用者権限を入力

利用者変更[権限]画面が表示されます。
サービス利用権限を設定し、「次へ」ボ
タンをクリックしてください。
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限度額

変更

変更内容

実行

確認用パスワード

利用可能口座

手順３　利用口座・限度額を入力

利用者変更［口座］が表示されます。利
用可能口座・限度額を入力して、「変
更」ボタンをクリックしてください。

手順４　内容確認

利用者変更確認画面が表示されます。変
更内容をご確認のうえ、「確認用パス
ワード」を入力し、「実行」ボタンをク
リックしてください。

4000000

4000000
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変更結果

   ※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順５　登録完了

利用者登録結果画面が表示されますの
で、変更結果をご確認ください。

4000000
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●利用者情報の削除

※本手順はP.26～P.27の続きです。

削除内容

実行

削除結果

確認用パスワード

手順１　削除内容を確認

利用者削除確認画面が表示されます。削
除内容をご確認のうえ、「確認用パス
ワード」を入力し、｢実行｣ボタンをク
リックしてください。

手順２　削除完了

利用者削除結果確認画面が表示されます
ので、削除結果をご確認ください。
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●パスワード変更

手順２　パスワード変更を選択

パスワード変更

利用者管理メニュー画面が表示されます
ので、「パスワード変更」ボタンをク
リックしてください。

管理者ユーザは利用者情報の新規登録、登録されている利用者情報の変更/削除が可能です。

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「利用者管理」ボタンをクリック
してください。

利用者管理

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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手順３　パスワード変更

パスワード変更画面が表示されます。
変更するパスワードを選択のうえ、「現
在のパスワード」、「新しいパスワー
ド」を入力して「実行」ボタンをクリッ
クしてください。

変更しないパスワードについては、「変
更しない」を選択し、何も入力せずに実
行してください。

手順４　パスワード変更結果

ログインパスワード

確認用パスワード
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●電子証明書失効

手順２　証明書失効を選択

利用者管理メニュー画面が表示されます
ので、「証明書失効」ボタンをクリック
してください。

証明書失効

管理者ユーザはクライアント証明書の失効が可能です。

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「利用者管理」ボタンをクリック
してください。

利用者管理

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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失効

失効内容

実行

失効結果

確認用パスワード

手順５　失効完了

証明書失効結果画面が表示されますの
で、失効結果をご確認ください。

手順３　利用者を選択

利用者一覧画面が表示されます。
利用者一覧から対象の利用者を選択し、
「失効」ボタンをクリックしてくださ
い。

利用者一覧

手順４　証明書失効

証明書失効確認画面が表示されます。失
効内容をご確認のうえ、「確認用パス
ワード」を入力し、「実行」ボタンをク
リックしてください。
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　※操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックして

　　ください。

手順２　操作履歴を照会

操作履歴照会画面が表示されますので、
操作履歴一覧をご確認ください。

操作履歴一覧

操作履歴照会

　※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

操作履歴照会

ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。

手順１　業務を選択

「管理」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「操作履歴照会」ボタンをクリッ
クしてください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。

対象口座

照会

明細照会

手順２　口座を選択

口座選択画面が表示されます。対象口座
から照会する口座をチェックし、「照会
用暗証番号」を入力後、「照会」ボタン
をクリックしてください。

照会用暗証番号

残高照会

手順１　業務を選択

残高照会

「明細照会」メニューをクリックしてく
ださい。業務選択画面が表示されますの
で、「残高照会」ボタンをクリックして
ください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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照会結果

※

※

照会結果画面が表示されますので、照会
結果をご確認ください。

「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行う
ことができます。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順３　照会結果

のぞみ商事株式会社

本店営業部(011)普通4000000
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手順１　業務を選択

入出金明細照会

入出金明細照会

お申込口座としてご登録いただいている口座への入金や出金（振込や引き落とし等）の情報（入
出金明細情報）を照会することができます。

「明細照会」メニューをクリックしてく
ださい。業務選択画面が表示されますの
で、「入出金明細照会」ボタンをクリッ
クしてください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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対象口座

照会条件

照会

手順２　条件指定

条件指定画面が表示されます。対象口座
から照会する口座をチェックし、照会条
件（表参照）から照会対象を選択後、｢照
会用暗証番号｣を入力して、｢照会｣ボタン
をクリックしてください。

照会用暗証番号

すべて 照会可能期間内の全明細（未照会および照会済）を照会可能（約３か月）

当月 当月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（当月1日より当日まで可能）

前月 前月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（前月1日より前月末日まで可能）

前々月 前々月分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（前々月1日より前々月末日まで可能）

近1週間 近1週間分の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（ 長6日前より可能）

日付で指定 選択した日付指定内の全明細（未照会および照会済）を照会可能。（約３か月前より可能）

すべて 照会可能期間内の未照会明細をすべて照会可能

当日のみ 当日分の未照会明細を照会可能

日付で指定 選択した日付指定内の未照会明細を照会可能。（ 長１０日前より可能）

すべて 明細の照会可能期間内にある照会済の明細を再度照会可能

当日のみ 当日分の照会済明細、または入力した取引番号の範囲で照会済明細を再度照会可能

日付で指定 選択した日付指定内、または入力した取引番号の範囲で照会済明細を再度照会可能。（ 長１０日前より可能）

照会条件

すべての明細を照会

未照会の明細を照会

照会済の明細を照会
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対象口座

照会条件

照会

手順２　条件指定

条件指定画面が表示されます。対象口座
から照会する口座をチェックし、照会条
件から照会対象を選択後、｢照会用暗証番
号｣を入力して、｢照会｣ボタンをクリック
してください。

照会用暗証番号

振込入金明細照会

振込入金明細照会

お申込口座としてご登録いただいている口座への振込入金明細を照会することができます。

手順１　業務を選択

「明細照会」メニューをクリックしてく
ださい。業務選択画面が表示されますの
で、「振込入金明細照会」ボタンをク
リックしてください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）

4000000
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照会結果

※

※ 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※ 「ANSER連携ソフトウェアダウンロード」ボタンをクリックすると、ANSER-APIファイル形式（タブ区

切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。

「振込振替へ」ボタンをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

手順３　照会結果

照会結果画面が表示されますので、照会
結果をご確認ください。

のぞみ商事株式会社

本店営業部(011)普通4000000資金移動用口座
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●振込振替データ作成

  ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ振込・振替ができます。

　　※｢振込先の管理｣ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。

資金移動

新規取引

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「振込振替」ボタンをクリッ
クしてください。

作業内容選択画面が表示されますので、｢
新規取引｣ボタンをクリックしてくださ
い。

手順１　業務を選択

手順２　作業内容を選択

振込振替

共　通　前　処　理

振込・振替

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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次へ

振込先を指定する方法は以下の３つからご選択ください。

以下の２つは当組合はお取り扱いしておりません。

振込先指定方法別処理

手順３　支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。支払
口座一覧から支払口座を選択し、｢次へ｣
ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）

利用者登録口座一覧から選択 都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

近10回の取引から選択 近10回の取引履歴から振込先を選択できます。

.新規に振込口座を入力 新規に振込先を指定できます。

振込先指定方法

事前登録口座一覧から選択 ※当組合はお取り扱いしておりません。

受取人番号を指定 ※当組合はお取り扱いしておりません。

振込先指定方法
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１．利用者登録口座一覧から選択

※本手順はP.46～P.47の続きです。

次へ

⇒P.51へお進みください。

都度指定方式振込先口座選択画面が表示
されます。登録振込先一覧から振込先口
座をチェックし、「次へ」ボタンをク
リックしてください。

登録振込先一覧

手順１　振込先口座指定方法を選択

利用者登録口座一覧から選択

手順２　振込先口座を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示され
ますので、「利用者登録口座一覧から選
択」ボタンをクリックしてください。
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２． 近１０回の取引から選択

※本手順はP.46～P.47の続きです。

次へ

⇒P.51へお進みください。

近１０件の振込先

手順１　振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示され
ますので、「 近１０回の取引から選
択」ボタンをクリックしてください。

近１０回の取引から選択

手順２　振込先口座を選択

過去振込先口座選択画面が表示されま
す。 近１０件の振込先から振込先口座
をチェックし、「次へ」ボタンをクリッ
クしてください。
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３．新規に振込先口座を入力

※本手順はP.46～P.47の続きです。

⇒P.51へお進みください。

新規に振込先口座を入力

※「文字ボタンによる入力」ボタンをク
リックすると、金融機関名、支店名を検
索することができます。

手順１　振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示され
ますので、「新規に振込先口座を入力」
ボタンをクリックしてください。

手順２　振込先口座を選択

新規口座入力画面が表示されます。「金
融機関名」「支店名」「科目　口座番
号」（登録名は任意）を入力し、「次
へ」ボタンをクリックしてください。
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次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

次へ

※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。

※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用ＰＤＦファイルが表示されます。

手順２　内容確認

内容確認画面が表示されます。内容をご
確認後、「次へ」ボタンをクリックして
ください。

共　通　後　処　理

手順１　支払金額を入力

支払金額入力画面が表示されます。「振
込指定日」「支払金額」（任意で「取引
名」「振込メッセージ」）を入力し、
「次へ」ボタンをクリックしてくださ
い。

振込指定日

支払金額
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次へ

実行

確認暗証番号

※複数の入金先口座を選択した場合は、「中
断して次の取引へ」ボタンをクリックする
と、次の入金先口座への振込振替を行うこと
ができます。

※既に同一振込情報（「受付日」または「指
定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振
込金額」）が存在する場合、二重振込警告
メッセージが表示されます。依頼内容をご確
認後、お取引を継続する場合は「取引を継続
する」をチェックし、「実行」ボタンをク
リックしてください。

実行確認画面が表示されます。
内容をご確認後、
「承認暗証番号」(他行宛の場合）、
「確認暗証番号」を入力し、
「実行」ボタンをクリックしてくださ
い。

手順３　暗証番号入力

暗証番号入力画面が表示されます。内容
をご確認後、「振込振替暗証番号」を入
力し、「次へ」ボタンをクリックしてく
ださい。

振込振替暗証番号

手順４　実行確認

承認暗証番号

受取人名をご確認ください。

受取人名は自動的に表示します。
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実行結果

※ 複数の入金先口座を選択して場合は、「次の取引へ」ボタンをクリックすると、次の入金先口座への振込振替を

   行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用ＰＤＦファイルが表示されます。

手順５　完了

実行結果画面が表示されますので、実行
結果をご確認ください。

入金先の「科目」「口座番号」「受取人名」が相違していると、振込振替できな

い場合があります。

その場合、お取引支店窓口で書面での組戻し手続が必要になることがあります

（振込手数料の他に組戻し手数料等を申し受ける場合があります）ので、入力内

容については十分にご確認願います。

ご確認ください
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■ 振込指定日に翌日以降２８日先までの営業日を指定することで振込予約が可能です。

■

■

■

■

■

■ 入金先の口座の種類（科目）、口座番号、受取人名が相違していると、振込・振替できない場
合があります。この場合、お取引店窓口にて組戻しの手続きが必要となることがありますの
で、十分ご確認のうえご入力ください。なお、組戻しの場合、振込手数料の他に組戻し手数料
が必要となることがあります。

振込・振替におけるご留意事項

振込・振替実行後、当組合より振込・振替受付番号を記入した電子メールをお送りしますの
で、必ず内容をご確認ください。

予約扱いで振込・振替依頼を行った場合は、パソコンでの照会、もしくは通帳への記帳等によ
り取引結果を必ずご確認ください。

予約扱いで振込・振替依頼を行った場合は、振込指定日早朝に資金が引落しされますので、振
込指定日前日までに振込資金(手数料を含む）をご入金ください。なお、残高が不足している場
合は、その振込・振替は取消しされたものとして取扱います。

振込・振替は、時間に余裕を持って操作を行ってください。受付時間間際はお取引が集中し、
時間内にお取引が完了しない場合がありますのでご注意ください。

1日当たりの込振替限度額と本日の振込可能額を画面上でご確認のうえ、振込・振替手続きを
行ってください。
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●振込先の登録・変更・削除

  振込・振替において使用する振込先の管理ができます。

振込先の管理

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「振込振替」ボタンをクリッ
クしてください。

振込振替

手順２　作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、｢
振込先の管理｣ボタンをクリックしてくだ
さい。

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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新規登録

変更

削除

手順３　振込先管理作業内容を選択

手順４　振込先の登録/変更/削除

新規振込先を登録する場合は、「新規登
録」ボタンをクリックしてください。

振込先を変更される場合は、該当の振込
先を選択してから、「変更」ボタンより
変更してください。

振込を削除される場合は、該当の振込先
を選択してから、「削除」ボタンより削
除してください。

振込先管理作業内容選択画面が表示され
ますので、｢振込先の登録/変更/削除｣ボ
タンをクリックしてください。

振込先の登録/変更/削除
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登録

変更の場合は、振込先情報を変更し、
「変更」ボタンをクリックしてくださ
い。

削除の場合は、振込先情報を確認し、
「実行」ボタンをクリックしてくださ
い。

振込先情報入力画面が表示されますの
で、
新規登録の場合は、振込先情報を入力
し、「登録」ボタンをクリックしてくだ
さい。

手順５　振込先情報を入力

振込先情報
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●振込先グループを登録・変更・削除

  振込・振替先グループの登録ができます。
  グループを作成することで、振込先をグループ分けすることができます。
  振込先が多数ある場合は、グループごとに抽出することができますので大変便利です。
  グループは 大２０個まで登録することができます。

振込先の管理

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「振込振替」ボタンをクリッ
クしてください。

振込振替

手順２　作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、｢
振込先の管理｣ボタンをクリックしてくだ
さい。

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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新規登録

振込先の所属変更
グループ削除

グループ名変更

グループ名を変更される場合は、該当の
グループ名を選択してから、「グループ
名変更」ボタンより変更してください。

グループ名を削除される場合は、該当の
グループ名を選択してから、「グループ
削除」ボタンより削除してください。

振込先をグループに追加等変更を行う場
合は、「振込先の所属変更」ボタンより
変更してください。

グループの登録/変更/削除

手順３　振込先管理作業内容を選択

振込先管理作業内容選択画面が表示され
ますので、｢グループの登録/変更/削除｣
ボタンをクリックしてください。

手順４　グループの登録/変更/削除

新規グループ名を登録する場合は、「新
規登録」ボタンをクリックしてくださ
い。
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登録

手順５　グループ名を入力

グループ名

変更の場合は、グループ名を変更し、
「変更」ボタンをクリックしてくださ
い。

削除の場合は、削除内容を確認し、「実
行」ボタンをクリックしてください。

振込先グループ情報入力画面が表示され
ますので、新規登録の場合は、グループ
名を入力し、「登録」ボタンをクリック
してください。
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●振込データの状況照会・取消

  過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

振込データの状況照会・取消

作業内容選択画面が表示されますので、｢
振込データの状況照会・取消｣ボタンをク
リックしてください。

振込データを照会する場合は手順３－１
へ、振込データを取消する場合は手順３
－２へお進みください。

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「振込振替」ボタンをクリッ
クしてください。

振込振替

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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取引一覧

次へ

取引一覧

次へ

振込振替暗証番号

手順３-1　取引を選択　｢照会｣

照会用暗証番号

手順３-２　取引を選択　｢取消｣

取引状況照会取引一覧画面が表示されま
すので、取引一覧から対象の取引を選択
してください。
取消を行う場合は、認証情報から｢取消｣
を選択し、｢振込振替暗証番号｣を入力
後、｢次へ｣ボタンをクリックして、手順
４－２へお進みください。

取引状況照会取引一覧画面が表示されま
すので、取引一覧から対象の取引を選択
してください。
照会を行う場合は、認証情報から｢照会｣
を選択し、｢照会用暗証番号｣を入力後、｢
次へ｣ボタンをクリックして、手順４－１
へお進みください。

「照会」を選択

「取消」を選択
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照会結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用ＰＤＦファイルが表示されます。

手順４-1　照会結果

取引状況照会結果画面が表示されますの
で、照会結果をご確認ください。
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①

取消内容

実行

②

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用ＰＤＦファイルが表示されます。

手順４-２　取消内容を確認

取消確認画面が表示されます。取消内容
をご確認のうえ、「実行」ボタンをク
リックしてください。

取消結果画面が表示されますので、取消
結果をご確認ください。
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【振込データの承認期限】

承認期限を過ぎた場合、振込指定日にお振込いただけませんのでご注意ください。

【振込資金のお引落しについて】
振込資金および振込手数料のお引落しについては、以下のとおりとなります。

(1)総合振込

※振込指定日の前日までに資金のお預入れをお願いいたします。
　振込指定日当日のお預け入れでは間に合いませんのでご注意ください。

(2)給与・賞与振込

※振込資金引落日前日までに資金のお預入れをお願いいたします。

（例）総合振込（月末に振込を行う場合）

（例）給与振込（２５日が給料日の場合）
※３営業前の１４時３５分までに承認を行った場合（他行宛を含む）

総合振込、給与・賞与振込

<　振込データの承認(受付）期限および振込資金のお引落しについて　>　

振込指定日にお振込いただくためには、以下の受付期限内に｢承認｣操作を行い、
振込データを送信してください。

支払口座の残高が不足している場合は、お振込処理が不能となりますので
ご注意ください。（引落し金額には振込手数料が含まれます。）

振込データ承認期限

振込指定日の７営業日前～１営業日前の１４時３５分まで

振込先に他行宛を含む 振込指定日の７営業日前～３営業日前の１４時３５分まで

振込先が当組合宛のみ 振込指定日の７営業日前～２営業日前の１４時３５分まで

総合振込

サービス名

給与振込
(賞与振込）

承認日時 振込資金引落日

振込指定日の
当日早朝

振込指定日の７営業日前～１営業日前の１４時３５分までに承認した場合

２５日(火） ２７日（木） ２９日(土） ３０日(日） ３１日（月） １日（火）

指定日
早朝振込データの作成

２８日(金）２６日（水）

14時35分

承認期限
振込資金お引落し

１９日(木） ２１日（土） ２３日(月） ２４日(火） ２５日（水） ２６日（木）

早朝
振込

指定日

２０日（金） ２２日(日）

振込データの作成

14時35分

振込資金お引落し承認期限

承認日時 振込資金引落日

承認日の
翌営業日

承認日の
翌々営業日

平日の１４時３５分までに承認した場合

平日の１４時３５分以降に承認した場合
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  企業が持つ預金口座から、取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、
  複数の振込を一括で行うことができます。

総合振込

総合振込

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「総合振込」ボタンをクリッ
クしてください。

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を

　　修正、削除できます。

※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、総合振込の取引を

　　開始できます。

※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、総合振込の取引を

　　開始できます。

※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを

　　再送、削除できます。

※「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。

　　なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。

　　なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。

手順２　作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、
「振込データの新規作成」ボタンをク
リックしてください。

振込データの新規作成
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次へ

※ 取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。

　選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

手順３　振込元情報を入力

振替指定日

支払口座一覧

振込元情報入力画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」（任意で
「取引名」）を入力し、支払口座一覧か
ら支払口座を選択後、「次へ」ボタンを
クリックしてください。

委託者名

総合振込先口座一覧から選択

手順４　振込先口座指定方法を選択

新規に振込先口座を入力

振込先口座指定方法選択画面が表示され
ます。
振込先一覧登録済の振込先の場合は、
「総合振込先口座一覧から選択」ボタン
をクリックし、手順５－１へお進みくだ
さい。
はじめての振込先の場合は、「新規に振
込先口座を入力」ボタンをクリックし、
手順５－２へお進みください。
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次へ

次へ

振込先登録

振込先情報

手順５－１　振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録振込先口座選択画面が表示されま
す。登録振込先一覧から振込先をチェッ
クし、「次へ」ボタンをクリックして、
手順６へお進みください。

登録振込先一覧

手順５－２　振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示されま
す。振込先情報・振込先登録を入力し、
「次へ」ボタンをクリックして、手順６
へお進みください。
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支払金額

手数料

次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

承認者

確定

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を

　　修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、

　　続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順６　支払金額入力

支払金額入力画面が表示されます。｢支払
金額｣「手数料」を入力し、「次へ」ボタ
ンをクリックしてください。

手順７　内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されま
す。｢承認者｣を選択し、｢確定｣ボタンを
クリックしてください。
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確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

  承認についてはP.91をご覧ください。

手順８　確定

確定結果[画面入力]画面が表示されます
ので、内容をご確認ください。

手順９　振込データの承認

ご注意ください

｢確定｣処理では振込データは送信されておりません。

振込データ「確定」後は、承認権限者により「承認」を行ってください。

71 ページ



  企業が持つ預金口座から、指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行う
  ことができます。

給与・賞与振込

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「給与・賞与振込」ボタンを
クリックしてください。

給与・賞与振込

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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※「作成中振込データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を

　　修正、削除できます。

※「過去の振込データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、給与・賞与振込の

　　取引を開始できます。

※「振込ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、振込ファイルの指定により、給与・賞与振込の

　　取引を開始できます。

※「作成中振込ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった振込ファイルを

　　再送、削除できます。

※「振込データの状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。

※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。

　　なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引を取消できます。

　　なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除ができます。

手順２　作業内容を選択

賞与振込データの新規作成

作業内容選択画面が表示されますので、｢
給与振込データの新規作成｣または｢賞与
振込データの新規作成｣ボタンをクリック
してください。

給与振込データの新規作成
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次へ

※ 取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は振込データ作成日）

※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、振込先グループ一覧からグループを選択できます。

　選択されたグループに所属する全口座を振込先として指定します。

新規に振込先口座を入力

振込元情報入力画面が表示されます。
「振込指定日」「委託者名」（任意で
「取引名」）を入力し、支払口座一覧か
ら支払口座を選択後、「次へ」ボタンを
クリックしてください。

手順３　振込元情報を入力

振替指定日

支払口座一覧

委託者名

給与・賞与振込先口座一覧から選択

手順４　振込先口座指定方法を選択

振込先口座指定方法選択画面が表示され
ます。
振込先一覧登録済の振込先の場合は、
「給与・賞与振込先口座一覧から選択」
ボタンをクリックし、手順５－１へお進
みください。
はじめての振込先の場合は、「新規に振
込先口座を入力」ボタンをクリックし、
手順５－２へお進みください。
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次へ

次へ

振込先情報

振込先登録

手順５－１　振込先口座を選択（登録振込先口座選択）

登録振込先口座選択画面が表示されま
す。登録振込先一覧から振込先をチェッ
クし、「次へ」ボタンをクリックして、
手順６へお進みください。

登録振込先一覧

手順５－２　振込先口座を選択（新規振込先口座入力）

新規振込先口座入力画面が表示されま
す。振込先情報・振込先登録を入力し、
「次へ」ボタンをクリックして、手順６
へお進みください。
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支払金額

次へ

※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、手順4に戻り、振込先を追加することができます。

※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

承認者

確定

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を

　　修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、

　　続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順６　支払金額入力

支払金額入力画面が表示されます。｢支払
金額｣を入力し、「次へ」ボタンをクリッ
クしてください。

手順７　内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されま
す。｢承認者｣を選択し、｢確定｣ボタンを
クリックしてください。
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確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

  承認についてはP.91をご覧ください。

手順８　確定

確定結果[画面入力]画面が表示されます
ので、内容をご確認ください。

手順９　振込データの承認

ご注意ください

｢確定｣処理では振込データは送信されておりません。

振込データ「確定」後は、承認権限者により「承認」を行ってください。

77 ページ



  過去の取引を再利用して取引を開始できます。

作業内容選択画面が表示されますので、
「過去の振込データからの作成」ボタン
をクリックしてください。

過去の振込データからの作成

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「総合振込」または｢給与・賞
与振込｣ボタンをクリックしてください。

総合振込

過去の取引データからの作成

給与・賞与振込

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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再利用

承認者

確定

※「取引・振込元情報の修正」ボタンをクリックすると、振込元情報修正画面にて、取引・振込元情報を

　　修正することができます。

※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。

※ 承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。

※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます

※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、

　　続けて振込データの承認を行うことができます。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順３　過去取引を選択

手順４　内容確認

過去取引選択画面が表示されます。過去
取引一覧から再利用する過去取引を選択
し、｢再利用｣ボタンをクリックしてくだ
さい。

内容確認[画面入力]画面が表示されま
す。｢承認者｣を選択し、｢確定｣ボタンを
クリックしてください。

過去取引一覧
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確定結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

  承認についてはP.91をご覧ください。

手順５　確定

確定結果[画面入力]画面が表示されます
ので、内容をご確認ください。

手順６　振込データの承認

ご注意ください

｢確定｣処理では振込データは送信されておりません。

振込データ「確定」後は、承認権限者により「承認」を行ってください。
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  過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会

  総合振込、給与・賞与振込取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

作業内容選択画面が表示されますので、
「振込データの状況照会」ボタンをク
リックしてください。

振込データの状況照会

取引情報の照会

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「総合振込」または｢給与・賞
与振込｣ボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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照会

照会結果

取引状況照会結果画面が表示されますの
で、照会結果をご確認ください。

※｢履歴照会｣ボタンをクリックすると、取引
履歴の照会ができます。

※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入
力後、｢絞り込み｣ボタンをクリックすると、
条件を満たした取引を表示することできま
す。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用
PDFファイルが表示されます。

手順３　取引状況照会方法を選択

取引状況照会方法選択画面が表示されま
す。｢取引状況照会｣ボタンをクリックし
てください。

取引状況照会

手順４　取引を選択

手順５　照会結果

取引一覧(伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、｢照
会｣ボタンをクリックしてください。
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●受付状況照会

  日または月単位にまとめた取引の合計件数、合計金額を照会できます。

作業内容選択画面が表示されますので、
「振込データの状況照会」ボタンをク
リックしてください。

振込データの状況照会

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「総合振込」または｢給与・賞
与振込｣ボタンをクリックしてください。

総合振込

給与・賞与振込

手順２　作業内容を選択

のぞみ太郎 様（マスターユーザ）
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照会結果

※照会する受付状況を変更する場合は、操作日(月）を選択して、｢検索｣ボタンをクリックしてください。

手順３　取引状況照会方法を選択

手順４　照会結果

取引状況照会方法選択画面が表示されま
す。
｢日付受付状況照会｣または｢月別受付状況
照会｣ボタンをクリックしてください。

日(月）別受付状況照会結果画面が表示さ
れますので、照会結果をご確認くださ
い。

日別受付状況照会

月別受付状況照会
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  Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込みを行うことができます。

支払口座

次へ

税金・各種料金の払込み

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「税金・各種料金の払込み」
ボタンをクリックしてください。

支払口座選択画面が表示されます。支払
口座一覧から支払口座を選択し、「次
へ」ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

手順２　作業内容を選択

手順３　支払口座を選択

税金・各種料金の払込み

作業内容選択画面が表示されます。「税
金・各種料金の払込み」ボタンをクリッ
クしてください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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次へ

納付番号
納付区分
確認番号

※収納機関によっては、「納付区分」が表示されない場合があります。

※「指定方法選択」は収納機関がパスワード方式を採用している場合のみ、表示されます。

● 確認番号方式 ： 払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認し、
払込情報を確定する方式

● 払込情報表示 ： 収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客様を
パスワード方式 確認し、払込情報を確定する方式

手順４　収納機関を指定

収納機関番号入力画面が表示されます。
「収納機関番号」を入力し、「次へ」ボ
タンをクリックしてください。

※以降は、納付先が国庫・地公体の手順となります。納付先が民間企業の場合は、画面に表示される内容
が一部異なりますので、ご注意ください。

手順５　払込情報を入力

払込情報入力画面が表示されます。「納
付番号」「納付区分」を入力し、指定方
式選択から「確認番号」または「払込情
報表示パスワード」を選択して、「次
へ」ボタンをクリックしてください。
金額記載済の払込書の場合は、手順６－
１へ、金額未記載の払込書の場合は、手
順６－２へお進みください。

収納機関番号

ご確認ください
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次へ

払込金額

次へ

手順６－１　払込金額を指定（金額参照）

手順６－２　払込金額を指定（金額手入力）

払込金額指定画面が表示されます。払込
書情報から払込書をチェックし、「次
へ」ボタンをクリックして、手順７にお
進み下さい。

払込金額指定画面が表示されます。「払
込金額」を入力し、「次へ」ボタンをク
リックして、手順７にお進み下さい。

払込書情報
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手順７　内容確認

払込内容

実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

払込結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

※手順６－１で複数の払込書をチェックした場合は、「他の払込情報入力へ」ボタンをクリックすると、続けて

　次の払込みができます。

払込内容確認画面が表示されます。払込
内容をご確認のうえ、「確認用パスワー
ド」を入力し、「実行」ボタンをクリッ
クしてください。

確認用パスワード

手順８　実行

払込結果画面が表示されますので、払込
結果をご確認ください。
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  税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

手順２　作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。「払
込みデータの状況照会」ボタンをクリッ
クしてください。

払込みデータの状況照会

税金・各種料金の状況照会

手順１　業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてく
ださい。続いて業務選択画面が表示され
ますので、「税金・各種料金の払込み」
ボタンをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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取引一覧

照会

払込結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順３　取引を選択

手順４　照会結果

取引一覧画面が表示されます。取引一覧
から照会する取引を選択し、「照会」ボ
タンをクリックしてください。

取引状況照会結果画面が表示されますの
で、払込結果をご確認ください。
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●総合振込、給与・賞与振込データの承認

  承認権限を持つ利用者様が、各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・
  差戻し・削除を行うことができます。

承認

承認

※ 複数の取引を選択すると、連続して承認をすることができます。

※「詳細」ボタンをクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

※「差戻し」ボタンをクリックすると、依頼者によりデータを編集することができます。

※「削除」ボタンをクリックすると、取引を削除し、データを破棄することができます。

   削除されたデータの照会は可能です。

※「限度額表示」ボタンをクリックすると、取引限度額を表示することができます。

手順２　取引一覧

承認待ち取引一覧（総合振込、給与・賞
与振込）から対象の取引をチェックし、
「承認」ボタンをクリックしてくださ
い。

承認待ち取引一覧

手順１　業務を選択

「承認」メニューをクリックしてくださ
い。続いて業務選択画面が表示されます
ので、「承認」ボタンをクリックしてく
ださい。

承認

承認（総合振込、給与・賞与振込）

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）
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取引内容

承認実行

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順３　取引内容を確認

内容確認［総合振込（給与・賞与振
込）］画面が表示されますので、取引内
容をご確認のうえ、「確認用パスワー
ド」を入力して、「承認実行」ボタンを
クリックしてください。

確認用パスワード
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承認結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順４　承認完了

承認結果［総合振込（給与・賞与振
込）］画面が表示されますので、承認結
果をご確認ください。
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  でんさいネット（電子記録債権取引システム）のサービスを受けるためには、
  ｢インターネットでんさいサービス利用申込書｣により契約する必要があります。
  詳しくは、営業店窓口にお問い合わせください。

でんさいネットへ

でんさいネット(電子記録債権ネットワーク）

でんさいネット

手順１　業務を選択

「でんさいネット」メニューをクリック
してください。｢でんさいネット｣を契約
されているお客様は、｢でんさいネット
へ｣ボタンをクリックしてください。

のぞみ太郎　様（マスターユーザ）

でんさいネット（電子記録債権取引システム）へ連携する

手順として、権限の付与が必要になります。

手順については｢電子記録債権Ｗｅｂご利用マニュアル｣

付録-14をご参照ください。
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★ ログインID

★ ログインパスワード

★ 確認用パスワード

● 照会用暗証番号
照会サービスを行う際に使用する暗証番号です。
利用申込書(お客様控）でご確認ください。

● 振込振替暗証番号
振込･振替取引を行う際に使用する暗証番号です。
利用申込書(お客様控）でご確認ください。

● 承認暗証番号
他行宛振込取引を行う際に使用する暗証番号です。
利用申込書(お客様控）でご確認ください。

● 確認暗証番号
振込・振替取引の内容確認の際に使用する暗証番号です。
利用申込書(お客様控）でご確認ください。

○ 承認

■ 電子証明書

■ マスターユーザ

■ 管理者ユーザ

■ 承認者

（注） ★：本サービスのサービス画面から登録・変更が可能です。
●：書面での登録・変更が必要になります。

サービスご利用のヒント

用　語　集

お客様のお名前に代わるものであり、のぞみ信用組合法人インターネットバンキングサービス
にログインする際に入力していただきます。

のぞみ信用組合法人インターネットバンキングサービスにログインする際に入力していただ
く、お客様がご本人であることを確認させていただくための重要な情報です。

登録事項を設定・変更、取引の承認、および、税金・各種料金の払込みの際に入力していただ
くものです。

管理者および管理者が承認者として権限を付与した担当者が、総合振込、給与振込・賞与振込
データの内容を確認し、振込データを当組合へ送信する操作のことを｢承認｣といいます。

マスターユーザは１企業様で１人のみ登録できます。マスターユーザは、初回のログインＩＤ
取得を行った利用者様であり、自身を含む全ての利用者様を管理できます。

電子証明書とは、お客さまご本人がパソコンを操作されていることを証明するために電子的に
作られた身分証明書です。
電子証明書を導入すると利用できるパソコンを特定することができます。（電子証明書をイン
ストールしたパソコン以外ではご利用できません）

企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者様のことを指します。

依頼者より依頼データの承認を委託された人のことを指します。
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