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この章に記載されている「資金移動（連続取引）」と「資金移動（権限設定）」は、 

お客さまの運用方法によっては使用しないこともある機能です。 

「残高照会」や「資金移動」など、オンライン取引の業務における 

基本的な操作方法につきましては、 

【よく使う操作ガイド】『基本・オンライン編(A・B方式共通)』をご参照ください。 
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オンライン業務をするには 
 

業務の流れ 
 

１． 各方式に従い、利用者ログオンを行います。 
  

 ※権限を与えられた利用者からログオンしてください。 

※利用者権限の設定方法については、『第 6 章 契約法人画面について』をご参照ください。 

   

２． 

オンライン 

(残高照会 

入出金明細照会) 

をクリックし、詳細メニューをクリックします。 

  

  

  残高照会  残高の照会を行います。 

     

  入出金明細照会  入出金明細の照会を行います。 

     

３． 
オンライン 

(資金移動) 
をクリックし、詳細メニューをクリックします。 

  

  

  お取引  支払元口座から資金移動先口座に、振込・振替を行います。 

振込・振替の予約も可能です。 

新規資金移動先については取引後、登録することも可能です。 
    

    

     

  取引履歴の照会  振込・振替取引の履歴の照会を行います。 

     

  予約照会・取消  資金移動（振込・振替）取引の結果照会、予約照会並びに 

予約取消を行います。     

     

  都度指定先口座の管理  新規の都度指定先口座の登録及び 

登録済みの口座の修正・削除ができます。     

 

  

上記の操作方法につきましては、 

【よく使う操作ガイド】『基本・オンライン編(A・B方式共通)』をご参照下さい。 

 

この章では、上記以外の応用的なオンライン取引業務について解説します。 

◇ 資金移動（連続取引）→P3-3 へ 

◇ 資金移動（権限設定）→P3-8 へ 
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資金移動（連続取引）をするには 
 

資金移動（連続取引） 
 

一つの支払元口座から複数の資金移動先へまとめて資金移動することが出来ます。（最大１０件まで） 

Ｅメール通知は、資金移動した件数分の通知を行います。 

（一度に１０件の連続取引をした場合は、１０通のＥメール通知があります） 
 

 
 

① 

 
 

② 

 
 

オンライン (資金移動)  
 

お取引 をクリックします。 

① 支払元口座を選択して、 

 連続資金移動  をクリックします。 

② 登録済みの口座が表示されますので、 

一覧から資金移動先口座を選択し、 

 次へ  をクリックします。 ⑧へ 

※状態が「利用不可」の口座は利用できません。 
 
 

一覧から選択する以外の資金移動先設定方法 

●資金移動先口座を一覧から検索する場合 

 ·····  口座検索へ  をクリックします。 

 

●未登録先口座へ資金移動をする場合 

Ⅰ.「当行口座への資金移動」 

 ·····  当行口座の選択  をクリックします。 

⑤へ 

Ⅱ.「他行口座への資金移動」 

 ·····  他行口座の検索  をクリックします。 

③へ 

●総合振込や給与振込のマスタを利用して 

資金移動をする場合 

 ·····  ファイル伝送で利用の口座   

をクリックします。 

『第５章 その他機能について』 

≪ファイル伝送マスタからの選択機能≫参照  
  

連続資金移動は、支払元口座が同一の場合に限ります。 

支払元口座を変える場合は、支払元口座ごとに操作を行ってください。 

資金移動先口座の選択が 2 件目以上になると 入力完了  の

ボタンが表示されます。口座選択を中止し、資金移動送信確認に

進む場合は  入力完了  をクリックしてください。 

ワンポイント 
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③ 

 
 

 

 

 

 

③ ( 他行口座の検索 を選択した場合) 

資金移動先金融機関を検索します。 

金融機関種類より、以下を選択します。 

 銀行 都市銀行、地方銀行、 

第二地方銀行、 

外国銀行  等 

 信用金庫 信金中央金庫、 

信用金庫 

 信用組合・ 

商工中金 

信用組合、 

商工組合中央金庫 

 ゆうちょ銀行･ 

その他 

ゆうちょ銀行、労働金庫、 

農業協同組合  等 

該当する金融機関の頭文字をクリックします。 

※英数字の金融機関を検索する場合

は、 英数字 を選択ください。 

 

④ 

 

 

④ 頭文字に該当する金融機関が表示され

ますので、資金移動先の金融機関を 

選択し、 次へ  をクリックします。 

  

⑤ 

 

 

⑤ ( 当行口座の検索 を選択した場合は 

この画面へ移動) 

該当する支店の頭文字をクリックします。 

 

※英数字の支店名称を検索する場合は、 

 英数字  を選択ください。 
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⑥ 

 
 

⑦ 

 
 

⑧ 

 
 

 

⑥ 頭文字に該当する支店が表示されますの

で、資金移動先の支店を選択し、 

 次へ  をクリックします。 

 

⑦ 選択した金融機関・支店名が 

表示されます。 

資金移動先科目の選択と資金移動先 

口座番号を入力し、 

 次へ  をクリックします。 

 

 

⑧ 『資金移動情報入力』が開きます。 

以下の項目を入力または選択してください。 

支払金額 振込･振替金額を入力します。 

資金移動 

手数料 

先方負担への変更ができます。 

既定は『当方負担』です。 

『第 5 章 その他機能について』 

≪振込手数料差引機能≫参照 

資金移動 

指定日 
7 営業日先まで指定できます。 

依頼人名 

（任意） 

依頼人名を支払元口座の名義 

以外に変更が可能です。 

（今回の振込のみ適用） 

※振替の場合は依頼人名の変更は

反映されず、「BD フリカエ」で統一さ

れます。 

EDI情報 

（任意） 

受取人がＥＤＩを利用している 

場合のみ入力してください。 

コメント欄 

（任意） 

取引履歴照会のコメント欄に表示され

るメモとしてご自由にお使いいただけま

す。振込先には表示されません。 

必要項目を入力し、 

 追加 または 入力完了 をクリックします。 

 追加   ··· 資金移動先口座を追加する場合 

 入力完了  · 資金移動送信操作へ進む場合 

  

 

この画面では資金移動先の名義は入力しません。 

ワンポイント 
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⑨ 

 
 

 

⑨ 「支払元口座」「資金移動先口座（名義

は自動表示します）」「支払金額」等に 

誤りがないことをご確認ください。 

 

 

資金移動先の口座名義が自動表示できない場合、

『資金移動確認・名義人入力』が表示されます。 

この場合は、振込先の口座名義を入力してから 

  入力完了  をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口座名義人は正確に入力してください。入力方法に

は取り決めがありますのでご注意願います。 

『第 1 章 ご利用にあたって』 

≪振込を行う際の注意点≫参照 
 

《例》  株式会社北洋商事 ⇒ ｶ)ﾎｸﾖｳｼﾖｳｼﾞ 

北洋商事株式会社 ⇒ ﾎｸﾖｳｼﾖｳｼﾞ(ｶ 

 

※入金先の金融機関名、支店名、科目、口座番号、

口座名義が相違している場合、先方へのご入金が遅

れたり、依頼人様へ資金の返却をさせていただくことが

あります。資金返却の際、振込手数料はご返金出来

ませんのでご注意願います。 
 

※資金移動先口座名義人欄には、半角文字が 

48 文字まで入力できます。なお半角文字の入力方

法はご利用のパソコンによって違いますので、詳しくは

パソコンの説明書等でご確認願います。 

 

依頼内容に間違いがなければ、「利用者

確認暗証番号」と「ワンタイムパスワード

（ハードトークンの契約がある利用者のみ

表示されます）」を入力し、 

 送信  をクリックします。 
 

  

 

 

確認後、資金移動先口座を更に追加する場合は、 

 追加  を、削除する場合は該当口座の 

削除欄にチェックし、  削除  をクリックします。 

  キャンセル  をクリックすると送信処理は行わず、

①の『支払元口座選択』画面に戻ります。 

ワンポイント 

こんなときは･･･ 
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⑩ 

 

 

⑩ 資金移動先口座の判定結果が「正常」と

なっていることを確認してください。 

※エラーが表示されている場合は、エラー内容

をご確認ください。不明の場合は当行へお問

い合わせ願います。 

 

 支払元口座選択画面へ  をクリックする

と①の画面に戻ります。引き続き資金移動

を行う場合は、①～の操作を繰り返してくだ

さい。 

 

※印刷プレビューが表示され 

『連続資金移動完了』を印刷できます。 

この画面は再表示できませんので、 

印刷することをお勧めします。 

 

今回の資金移動先口座を都度指定先 

口座として登録したい場合は、 

 都度指定先口座登録  を 

クリックします。 

《都度指定口座登録の操作方法》 

 
 

 

 

『都度指定先口座情報登録確認』が表示され

たら、都度指定先口座情報に誤りが無いかを

確認し、登録したい口座を選択してから、 

 登録  をクリックします。 

『都度指定先口座登録完了』が表示され、 

都度指定先が登録されます。 

 

※都度指定先口座一覧には、正常に送信された

取引が全て表示されます。 

※ キャンセル を押すと登録は行われません。 

※すでに登録済みの口座に対して、本登録を 

行った場合は内容が上書きされます。 

※登録できない場合は、チェックができません。 

理由は詳細欄のコメントを確認してください。 

※ 支払元口座選択画面へ  をクリックすると 

①の画面に戻りますので、引き続き資金移動を

行う場合は①～の操作を繰り返してください。 
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資金移動（権限設定）をするには 
 

業務の流れ 
 

１． 各方式に従い、利用者ログオンを行います。 

 ※権限を与えられた利用者からログオンしてください。 

※利用者権限の設定方法については、『第 6 章 契約法人画面について』をご参照ください。 

   

２． 
オンライン 

(資金移動) 
をクリックし、詳細メニューをクリックします。 

  

  

  お取引   

     

  
 

資金移動データ作成 

（登録権限） 

資金移動日や支払金額等を入力し、資金移動データの作成を 

行います。資金移動先の口座情報を直接入力してデータ作成する

ことも可能です。     

     

     

   承認（承認権限） 作成した資金移動データを承認します。 

     

     

     

   送信（送信権限） 承認された資金移動データを送信します。 

     

 

  

資金移動日が到来している送信済データは、画面操作でのお取消は出来ません。 

取引店窓口での組戻手続きが必要になりますので、お取引店へご連絡願います。 

資金移動日が到来していない送信済データは、【資金移動予約取消】権限のある 

利用者が取消すことができます。 
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オンライン取引権限設定について 
 

オンライン取引による資金移動（振替・振込）権限（以下、「資金移動権限」といいます）を、 

管理者が契約法人ログオン（管理者ログオン）から設定することが可能です。 

本機能はお客さまのご利用環境等により任意に選択する機能です。 

（必ず利用する必要はありません） 

資金移動を現在ご利用中のお客さまで従来どおり（注）ご利用いただく場合は、設定は不要です。 

（注）資金移動の登録から送信までの操作を利用者おひとりで行う場合 

 

 
 

◆ 「資金移動権限」機能の利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資金移動をご利用中のお客さまが「資金移動権限」を利用する場合、操作手順が一部異な

るほか、利用者権限の再登録が必要となります。詳しくは次のページをご覧ください。 

 

【登録】【承認】【送信】の全ての権限を利用者 1 名に設定した場合は、権限分けはされず 

従来と同じ操作になります。 

詳しくは次のページをご覧ください。 

「資金移動権限」機能を利用しない場合（従来） 

【 送 信 】 【 登 録 】 

１人の利用者に登録から送信までのすべて操作権限を付与 

どちらでも選択可能です 

「資金移動権限」機能を利用する場合 

【 送 信 】 【 登 録 】 

【登録】【承認】【送信】の各操作権限を複数の利用者に分けて付与可能（※） 

【 承 認 】 

※各権限はそれぞれ１名以上に付与する必要があります。 

また、利用者１名に【承認】【送信】などの複数の権限を設定することも可能です。 



第３章－１ オンライン取引について 

3－10 

 

◆ 「資金移動権限」機能を利用する場合の注意点 

 

○「資金移動権限」機能を“利用する”に設定した後、すべての利用者の資金移動の権限が 

クリアされるため、再度、すべての利用者の権限を登録する必要があります。 

（「資金移動権限」を“利用する”から“利用しない”に戻す場合も同様です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「資金移動権限」機能を“利用する”場合、 

【登録】【承認】【送信】の各権限を１名以上の利用者に付与してください。 

（例）利用者が３名の場合の付与パターン 

パターン１  パターン２ 

 登録 承認 送信   登録 承認 送信 

利用者Ａ ○ × ×  利用者Ａ ○ × × 

利用者Ｂ × ○ ×  利用者Ｂ × ○ ○ 

利用者Ｃ × × ○  利用者Ｃ × × × 

  

″利用しない″から 

“利用する”に変更すると 

～ 画面イメージ ～ 
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○「資金移動権限」機能を“利用する”場合と“利用しない”場合では、 

以下の項目に違いがありますので、ご注意ください。 

項 目 本機能を利用しない（従来） 本機能を利用する 

振込の口座確認

機能 

ご利用いただけます。 

振込(都度登録先を除く)の際に 

受取人名義を自動表示します。 

ご利用いただけません。 

受取人名義の入力が必要です。 

資金移動情報 

表示 

支払金額、先方負担手数料 

資金移動金額、資金移動手数料、 

合計支払金額が表示されます。 

【登録】と【承認】の操作画面には、

資金移動手数料と合計支払金額は

表示されません。 

 

 

○「資金移動権限」機能を“利用する”場合、 

送信時限までに振込データの【送信】操作を完了しないと振込処理されません。 

送信時限については、ホームページの【サービスのご案内】をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 操作手順について 

○「資金移動権限」機能を“利用する”場合の、管理者からの設定操作手順については、 

【ご利用の手引き】『第 6 章 契約法人画面について』≪利用者情報登録／変更≫をご参照ください。 

 

 

  

連続振込データの取扱について 

 

異なる振込指定日が混在している連続振込のデータを送信する場合、送信時限を過ぎ

ているデータは『取扱不可』となり受付になりませんが、振込時限内のデータについては

受付完了となりますのでご注意ください。 
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資金移動データ作成 
 

① 

 

データを選択し  詳細  をクリックすると 

下の画面に移ります。 

オンライン (資金移動)  
 

お取引 をクリックします。 

① 『資金移動データ選択』が表示されたら、 

 資金移動データの登録 をクリックします。 

 

【ボタンの説明】 

 資金移動データの登録  

 ········ 新しいデータの登録を行います 

 承認   ·········· 資金移動データを承認します 

 送信   ·········· 資金移動データを送信します 

 削除   ·········· 資金移動データを削除します 

 詳細   · 作成したデータの内容を確認できます 

※表示されるボタンは、利用者の権限に応じて変わります。 

          

 
 

 戻る  で上の画面に戻ります。 

 

 

 

  

「取引データが上限件数です。追加できません。」 

というメッセーが表示されたときは 

一覧には、承認待・送信待・承認期限切れなどの登録

済データが最大１５件表示されます。 

１５件表示されている状態では、新しいデータの登録

はできません。 

送信可能な送信待データがあれば先に送信する、ある

いは期限切れとなっている不要なデータを削除するなど

して１５件未満にしてからデータ登録を始めてください。 

ワンポイント 
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② 

 

 

② 支払元口座を選択し、 

 次へ  をクリックします。 

 

 承認者へのコメント を使って承認者や 

送信者が資金移動データの内容を判別しや

すいメモを入力することができます。 

 

※一つの支払元口座から複数の振込先へま

とめて資金移動する場合 

≪資金移動（連続取引）(P.3-3)≫ 

参照 

  

③ 

 

 

③ 登録済みの口座が一覧で表示されますの

で、一覧から資金移動先口座を選択し、 

 次へ  をクリックします。 ⑨へ 

※状態が「利用不可」の口座は利用できません。 

 

一覧から選択する以外の資金移動先設定方法 

●資金移動先口座を一覧から検索する場合 

 ····  口座検索へ  をクリックします。 

 

●未登録先口座へ資金移動をする場合 

Ⅰ.「当行口座への資金移動」 

 ····  当行口座の選択  をクリックします。 

⑥へ 

Ⅱ.「他行口座への資金移動」 

 ····  他行口座の検索  をクリックします。 

④へ 

 

●総合振込や給与振込のマスタを利用して 

資金移動をする場合 

 ····  ファイル伝送で利用の口座   

をクリックします。 

『第５章 その他機能について』 

≪ファイル伝送マスタからの選択機能≫参照 
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④ 

 

 

④ 資金移動先金融機関を検索します。 

金融機関種類より、以下を選択します。 

 銀行 都市銀行、地方銀行、 

第二地方銀行、 

外国銀行  等 

 信用金庫 信金中央金庫、 

信用金庫 

 信用組合・ 

商工中金 

信用組合、 

商工組合中央金庫 

 ゆうちょ銀行･ 

その他 

ゆうちょ銀行、労働金庫、 

農業協同組合  等 

該当する金融機関の頭文字をクリックします。 

 

※英数字の金融機関を検索する場合は、 

 英数字  を選択ください。 

  

⑤ 

 

 

⑤ 頭文字に該当する金融機関が 

表示されますので、 

資金移動先の金融機関を選択し、 

 次へ  をクリックします。 

  

⑥ 

 

 

⑥ 該当する支店の頭文字をクリックします。 

 

※英数字の支店名称を検索する場合は、 

 英数字  を選択ください。 
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⑦ 

 

 

⑦ 頭文字に該当する支店が表示されますの

で、資金移動先の支店を選択し、 

 次へ  をクリックします。 

  

⑧ 

 

 

⑧ 選択した金融機関・支店名が 

表示されます。 

資金移動先科目の選択と資金移動先 

口座番号、資金移動先口座名義人を 

入力し、 次へ  をクリックします。 

 

※権限設定を利用する場合は、資金移動先

口座名義人の入力が必要です。 

 

※資金移動先口座名義人欄には、振込先の

名義を正確に入力してください。入力方法に

は取り決めがありますのでご注意願います。 

『第 1 章 ご利用にあたって』 

≪振込を行う際の注意点≫参照 

 

例）株式会社北洋商事 ⇒ ｶ)ﾎｸﾖｳｼﾖｳｼﾞ 

北洋商事株式会社 ⇒ ﾎｸﾖｳｼﾖｳｼﾞ(ｶ 

 

  

  

振込先の金融機関名、支店名、科目、口座番号、口座名義いずれか１つでも 

相違している場合、入金口座へのご入金が遅れたり、資金をご返却させていただく 

ことがあります。 

資金返却の場合には振込手数料はお返し出来ませんのでご了承願います。 

資金移動先口座の情報入力には十分、ご注意ください。 

資金移動先口座名義人欄には、半角カナ英数字が 48 文字まで入力できます。 

なお半角文字の入力方法は利用しているパソコンによって違いますので、詳しくは 

パソコンの説明書等でご確認願います。 
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⑨ 

 
 

 

⑨ 『資金移動情報入力』が開きます。 

以下の項目を入力または選択してください。 

支払金額 振込･振替金額を入力します。 

資金移動 

手数料 

先方負担への変更ができます。 

既定は『当方負担』です。 

『第 5 章 その他機能について』 

≪振込手数料差引機能≫参照 

資金移動 

指定日 
7 営業日先まで指定できます。（注） 

依頼人名 

（任意） 

依頼人名を支払元口座の名義以外

に変更が可能です。 

（今回の振込のみ適用） 

※振替の場合は依頼人名の変更は

反映されず、「BD フリカエ」で統一さ

れます。 

EDI情報 

（任意） 

受取人がＥＤＩを利用している場合

のみ入力してください。 

コメント欄 

（任意） 

取引履歴照会のコメント欄に表示され

るメモとしてご自由にお使いいただけま

す。振込先には表示されません。 

必要項目を入力し、 

 入力完了  をクリックします。 
 
(注)現在、資金移動からの当日振込は停止させてい

ただいております。当日振込をご希望の場合は、所

定のお手続きが必要となります。 

詳細につきましては、ビジネスダイレクトトップページ

の「当日振込をご希望されるお客さまへ」をご参照

ください。 

 

⑩ 

 

 

⑩ データコメント、支払元口座、資金移動先

口座、金額情報等が表示されますので、

誤りが無いか確認し、  登録  をクリック

します。 

 

※  キャンセル  をクリックすると 

登録処理は行わず、①の『資金移動 

データ選択』に戻ります。 
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⑪ 

 

 

⑪ 資金移動データの登録が完了しました。 

 

 画面印刷  で印刷ができます。 

 

 資金移動データ選択画面へ  を 

クリックすると、『資金移動データ選択』に 

戻りますので、引き続き資金移動登録を 

行うことができます。 

 

 続けて承認  は承認権限のある 

利用者のみ表示されます。 

クリックすると『資金移動データ承認確認』

（P3-19 ②）へ移動します。 
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資金移動承認 
 

① 

 

データを選択し  詳細  をクリックすると 

下の画面に移ります。 

オンライン (資金移動)  
 

お取引 をクリックします。 
 

① 『資金移動データ選択』が 

表示されたら、該当データを選択して、 

 承認  をクリックします。 

 

【ボタンの説明】 

 資金移動データの登録  

 ············ 新しいデータの登録を行います 

 承認   ········ 資金移動データを承認します 

 送信   ········ 資金移動データを送信します 

 削除   ········ 資金移動データを削除します 

 詳細   

 ···· 作成したデータの内容を確認できます 

※表示されるボタンは利用者の権限によって変わります。 

      

 

 

 戻る  で上の画面に戻ります。 

 

※状態が承認待・送信待のデータは、送信可

能な時間までに承認・送信を終了させなけ

れば、期限切れ表示となっていなくても資金

移動できなくなります。 

資金移動の送信時間の詳細につきまして

は、ビジネスダイレクトホームページの『ご利用

時間』にてご確認ください。 

 

※承認期限切れ・送信期限切れの表示は、資

金移動指定日の翌日になると表示されます。 

 

(注)現在、資金移動からの当日振込は停止させ

ていただいております。当日振込をご希望の場

合は、所定のお手続きが必要となります。 

詳細につきましては、ビジネスダイレクトトップペ

ージの「当日振込をご希望されるお客さまへ」

をご参照ください。 
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② 

 

 

② 『資金移動データ承認確認』画面が 

表示されます。 

承認を行うデータの内容を確認し、利用者

確認暗証番号入力後、  承認  をクリッ

クします。 

 

※  キャンセル  をクリックすると、承認を

行わずに『資金移動データ選択』画面

に戻ります。 

  

③ 

 

 

③ 資金移動データの承認が完了しました。 

 

※表示されるボタンは、利用者の権限に応じ

て変わります。 

 

※ 画面印刷  で画面の印刷ができます。 

 

※ 資金移動データ選択画面へ  をクリック

すると、①『資金移動データ選択』画面に戻

ります。引き続き承認を行う場合は、①～

の操作を繰り返してください。 

 

※ 続けて送信  は送信権限を持っている

利用者のみ表示されます。クリックすると 

『資金移動データ送信確認』画面 

（P3-21 ②）へ移動します。 
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資金移動送信 
 

① 

 

データを選択し 詳細 をクリックすると 

下の画面に移ります。 

オンライン (資金移動)  
 

お取引 をクリックします。 

① 『資金移動データ選択』画面が 

表示されたら、該当のデータを選択して、 

 送信  をクリックします。 

 

【ボタンの説明】 

 資金移動データの登録  

 ·············· 新しいデータの登録を行います 

 承認   ·········· 資金移動データを承認します 

 送信   ·········· 資金移動データを送信します 

 削除   ·········· 資金移動データを削除します 

 詳細   

 ······ 作成したデータの内容を確認できます 

※表示されるボタンは、利用者の権限に応じて

変わります。 

      

 

 

 戻る  で上の画面に戻ります。 

※状態が承認待・送信待のデータは、送信可能

な時間までに承認・送信を終了させなけれ

ば、期限切れ表示となっていなくても資金移

動できなくなります。 

当日振込の送信時間の詳細につきましては、

ビジネスダイレクトホームページのご利用時間よ

りご確認願います。 

 

※承認期限切れ・送信期限切れの表示は、資金

移動指定日の翌日になると表示されます。 

 

(注)現在、資金移動からの当日振込は停止させ

ていただいております。当日振込をご希望の場

合は、所定のお手続きが必要となります。 

詳細につきましては、ビジネスダイレクトトップペー

ジの「当日振込をご希望されるお客さまへ」をご

参照ください。 
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② 

 

 

② 『資金移動データ送信確認』画面が 

表示されます。 

送信を行うデータの内容を確認し、 

「利用者確認暗証番号」を入力して 

 送信  をクリックします。 

 

 

 

※ハードトークンご利用の場合は、利用者確

認暗証番号とワンタイムパスワードを 

入力し、 送信  をクリックします。 

 

 
 

※ キャンセル  をクリックすると送信を行わず

に『資金移動データ選択』画面に戻ります。 

  

③ 

 

 

③ 資金移動の送信が完了しました。 

 

※ 資金移動データ選択画面へ  をクリック

すると①の画面に戻ります。引き続き送信

を行う場合は、①～の操作を繰り返してく

ださい。 

 

※印刷プレビューが表示され『資金移動 

データ完了』画面を印刷できます。 

この画面は再表示できませんので、 

印刷することをお勧めします。 

 

今回の資金移動先口座を都度指定先

口座として登録される場合は、 

 都度指定先口座登録  をクリックして 

ください。 

≪都度指定口座登録の操作方法(P.3-7)≫ 

参照 

 


