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「外部ファイル登録」によるデータ伝送サービスとは、インターネットバンキング外の給与計算ソフトや支払管理用 

システムで作成した、振込および口座振替（代金回収）用データファイルを一括登録して行う方法です。 

インターネットバンキング上での振込・引落先明細登録やメンテナンス、金額入力が不要になり省力化が図れます。 

選択できるファイル形式は 

 ● 全銀フォーマット 

 ● ＣＳＶ形式 

 ● ＸＭＬフォーマット 

の３種です。 

 

リアルタイム登録できる明細は、 

９９９件です。 

明細が１，０００件以上の場合、 

「ディレード登録」（別画面での

確認）となります。 

 

「取引種別」「ファイル形式」を選択します。 

「振込・口座振替」‐「外部ファイル登録」

の順にクリックします。 

外部ファイル登録によるデータ伝送 ‐ 1/5 

※利用可能なデータ形式（全銀フォーマット・ＣＳＶファイル等）の作成方法は各システム提供元にお問い合わせください。 
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データの読込実行 
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「ファイルを選択」をクリックすると、 

別にウインドウが開きますので、読み込む

ファイルを保存した場所を指定し、ファイ

ルを選択してから「開く」をクリックしま

す。 

外部ファイルのファイル名は、 

半角英数字２０桁（拡張子含む） 

以内にしてください。 
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「振込指定日の入力」で、振込指定日を入

力し（１５営業日先まで指定できます）、 

「実行」をクリックします。 

「読込実行」をクリックします。 

振込指定日の入力が必要となる 

外部ファイル形式はＣＳＶ形式 

のみです。 
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データの登録 

                 
                  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

 

「契約種別」は読込データから自動設定さ

れます。 

「持込情報」には、出金元口座や振込指定

日、合計件数・金額が表示されます。 

振込手数料の自動計算は行いませんので、

振込手数料を「当方負担」にするか「先方負

担」にするかはデータ作成時に決定し、計

算後の金額を振込金額としてください。 

 

※画面上は「当方負担」と表示されます。 

振込明細が一覧表示されますが、明細数が

５件以上ある場合は右下に全体の件数と次

ページへのリンクが表示されます。 

読み込んだデータ内容を確認の上、「登録確

認用パスワード」（６桁半角数字）を入力し、

「登録」をクリックします。 

外部ファイル登録によるデータ伝送 ‐ 3/5 

「外部ファイルデータを登録しました」という 

メッセージが表示され、データの登録が完了です。 

 

「取引状況照会」から登録したデータの 

確認と明細印刷ができます。 

 

引き続き外部ファイル登録を行う場合は 

「外部ファイル登録」をクリックします。 
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「取引状況照会」を選択すると、画面が切

り替わるので、該当口座情報の「照会取引」

をクリックします。 

「選択」欄をチェックし、「照会・修正・取

消」をクリックすると、明細が確認できま

す。 

「状況」欄の表示が「承認待」状態のデータ

は「照会・修正・取消」をクリックし、振込

指定日と振込明細毎の支払金額が修正でき

ます。 

１画面に５件表示されます。 

６件以上明細がある場合は、全体の件数と 

次ページへのリンクが表示されます。 

各ボタンをクリックすると、ＰＤＦ形式で

出力できます。 

登録したデータに誤りがなければ 

「取引種」毎の承認可能時限までに

「ＷＥＢ承認」を行ってください 
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   ■ 振込用ＣＳＶファイル例 7 
金融 
機関 
コード 

金融機関カナ名 
支店 
コード 

支店カナ名 
預金 
種目 

口座 
番号 

受取人カナ名 振込金額 
EDI 
情報 

（任意） 

明細 
番号 

（任意） 

 

494  ｻﾝﾊﾟｵﾛ ｲﾐ  1  ﾄｳｷﾖｳ  2 7737  ｶ)ﾌﾞﾗｼﾞﾙｺｳｴｷ    5675  
5477  ｸﾞﾘ-ﾝﾅｶﾞﾉﾉｳｷﾖｳ  16  ﾄﾖｻｶ  1 29473  ﾏﾂｼﾛｺｳｻﾝ(ﾕ    832  
2351  ﾆｲｶﾞﾀｹﾝｼﾝｸﾐ  25  ｶｼﾜｻﾞｷ  2 6363  ﾕ)ｶｼﾜｻﾞｷｽｲｻﾝ    3562  
471  ｶﾅﾀﾞﾛｲﾔﾙ  1  ﾄｳｷﾖｳ  2 6346  ﾕ)ﾒｰﾌﾟﾙｼﾖｳｶｲ    6785  
143  ﾊﾁｼﾞﾕｳﾆ  210  ﾎﾝﾃﾝ  2 123  ｵｶﾀ  ゙ﾀﾛｳ    4123  

5524  ｷﾀｼﾝｼﾕｳﾐﾕｷﾉｳｷﾖｳ  4  ﾄｷﾜ  1 83838  ﾕ)ﾅﾍﾞｸﾗﾉｳｻﾝ    9254  
1394  ｲｲﾀﾞｼﾝｷﾝ  7  ｺﾏﾊﾞ  1 987621  ﾕ)ｲｲﾀﾞｼﾖｸﾋﾝ    12345  
1390  ﾅｶﾞﾉｼﾝｷﾝ  43  ﾊﾆﾕｳ  1 123478  ﾕ)ｵﾊﾞｽﾃｷｶｸ    24314  
1392  ｳｴﾀﾞｼﾝｷﾝ  3  ｶﾜﾗﾔﾅｷﾞ  1 3456  ｳｴﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ(ｶ    34141  
1390  ﾅｶﾞﾉｼﾝｷﾝ  43  ﾊﾆﾕｳ  1 123987  ﾕ)ｵﾊﾞｽﾃｷｶｸ    41324  
1390  ﾅｶﾞﾉｼﾝｷﾝ  88  ﾎﾝﾃﾝ  2 123456  ｶ)ｼﾝｷﾝｼﾖｳｼ  ゙    65246  
1390  ﾅｶﾞﾉｼﾝｷﾝ  43  ﾊﾆﾕｳ  1 123456  ﾕ)ｵﾊﾞｽﾃｷｶｸ    65462  
140  ﾀﾞｲｼ  287  ﾆｲｶﾞﾀｸｳｺｳ  1 9212  ｶ)ﾅｵｴﾂﾌﾞﾂｻﾝ    84743  

1391  ﾏﾂﾓﾄｼﾝｷﾝ  10  ｱｶｼﾅ  1 75492  ｶ)ﾄﾖｼﾅｷｶｸ    87631  
487  ｵ-ｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｴﾙｽ  1  ﾄｳｷﾖｳ  2 98743  ｶ)ｼﾄ゙ﾆｰｷｶｸ    96473  

1396  ｱｶﾎｼﾝｷﾝ  3  ｲｲｼﾞﾏ  2 3232  ｲﾅｷｶｸ(ﾕ    235245  
1392 ｳｴﾀﾞｼﾝｷﾝ  5  ﾏﾙｺ  2 9876  ｳｴﾀﾞｺｳｷﾞﾖｳ(ｶ   635532  
424  ｲﾝﾄ゙   1  ﾄｳｷﾖｳ  2 24222  ｶ)ﾆﾕｰﾃﾞﾘｰﾎﾞｳｴｷ    894752  

   
※ＣＳＶ(カンマ区切り)とは、データをカンマ(",")で区切って並べたファイル形式で「拡張子」が（．CSV）となり、 

一般に表計算ソフト（エクセル等）で表示・加工を行なうのに適しています。 

※ＣＳＶ(カンマ区切り)では、データを読込んだあとで支払口座や支払日を画面上で指定します。 

 

■  

※全銀フォーマットではデータ作成システム上に事前に登録した「会社コード」や「支払口座」情報と、データ作成時に入力した 
振込指定日等の振込に必要な項目をすべてセットされたデータが作成されます。 

※すでに全銀フォーマットでデータを作成しＤＶＤ等で持込中のお客様は、データ作成システム上の「会社コード」がインターネッ
トバンキングの「支払口座」・「会社コード」と一致していることをご確認ください。 
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   ■ 口座振替用ＣＳＶファイル例（金融機関コード・カナ名の列はありません。振替結果コードの列には「0」（ゼロ）をセットします） 
支店 
コード 

支店カナ名 
預金 
種目 

口座 
番号 

預金者カナ名 引落金額 需要家番号 明細番号（任意）  

1 ﾀﾞｲﾓﾝﾁﾖｳ 1 7737  ｶ)ｼﾝｷﾝｼﾖｳｼ  ゙ 28974 33 0  
6 ｺﾞﾝﾄ゙ｳ 2 29473  ﾅｶﾞﾉﾌﾄ゙ｳｻﾝ  33369 1 0  
4 ｻｸﾗｴﾁﾖｳ 1 6363  ﾕ)ｵﾌﾞｾﾉｳｴﾝ  49331 1010 0  

16 ﾄﾖﾉ 1 6346  ｶ)ｾﾞﾝｺｳｼﾞｼﾀｵﾝｾﾝ  3811 111 0  
11 ｼﾉﾉｲ 1 123  ｼﾉﾉｲｺｳｷﾞﾖｳ(ｶ 99483 12 0  
29 ｽﾐｻｶ 1 83838  ｶｶﾞﾘﾕｳｺｳｷﾞﾖｳ(ｶ  23871 2212 0  

   

 


