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以下は外部ファイル送信の権限設定機能を

“利用する
．．
”場合の操作手順です。 
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外部ファイル送受信をするには 
 

外部ファイル送信 
 

※会計ソフトや給与ソフトから出力したテキストデータ（全銀ファイル）を読み込ませて送信する 

メニューです。 

※総合振込、給与（賞与）振込、預金口座振替いずれかの契約がある場合のみご利用いただけます。 

※全銀協レコード・フォーマット作成時には、次の点に注意してください。 

ヘッダーレコード部において、 

・総合振込の場合は、振込依頼人コード（１０桁） 

・給与（賞与）振込の場合は、会社コード（１０桁） 

・預金口座振替の場合は、委託者コード（１０桁） 

・地方税納入の場合は、会社コード（１０桁） 

には、「ご利用のお知らせ」にあるデータ伝送サービス用委託者番号（１０桁）をセットしてください。 

 

① 

 
 

② 

 
 

ファイル伝送(総合/給与振込他)  
 

外部ファイル送受信 をクリックします。 
 

①  外部ファイル送信  をクリックします。 

② 『送信テーブル登録・選択』画面が 

表示されます。 
 

【ボタンの説明】 

 新規登録   ·· 送信テーブルを新規登録します 

 アップロード   ·· 送信するファイルを選択します 

 修正   ······ 既存テーブルの内容を変更します 

 削除   ·············· 既存テーブルを削除します 

 詳細   ········· テーブルの詳細を確認できます 

（テーブルの削除も行うことができます） 

初めて外部ファイル送信を行う場合は、送信テ

ーブルを作成しますので  新規登録  をクリッ

クします。 ③へ 

※送信テーブルは５０件まで登録できます 
 

既に必要な送信テーブルがある場合は、該当

のテーブルを選択してから  アップロード  を

クリックします。 ④へ 
  

送信済のデータは画面上で修正や削除することは

できません。別途、お手続きにて取消可能な場合

がありますので、お取引店へご連絡願います。 

なお、預金口座振替は取消できませんので、 

送信間違いがないようご注意ください。 
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③ 

 

③ 『送信テーブル登録』画面が表示されます。 

各項目を入力または選択してください。 

金融機関 
接続情報の 
枝番コード 

０１のみ選択可能。 

金融機関接続情報をクリックす

るとセンタ確認コードや、契約業

務を確認できます。 

業務名称 

総合振込・給与振込・賞与振

込・預金口座振替・地方税納

入から選択 

（契約していないサービスも表示さ

れますがご利用いただけません） 

ファイル形式 

通常は「全銀フォーマット」 

ZEDI（全銀 EDIシステム）※

の場合は、「XML フォーマット」 

レコード長 自動入力 

ファイル名 自動入力 

注釈 

（ｺﾒﾝﾄ） 

送信テーブル選択時の 

注釈になります 

※ZEDIについての詳細は、操作ガイド「XMLフォーマット

の送受信（全銀 EDI（ZEDI）接続サービス）を参

照ください。 

 

 登録  をクリックすると②の 

『送信テーブル登録・選択』画面に戻ります。 

登録したテーブルを選択して 

 アップロード  をクリックします。 

 

 

  

④ 

 

 

④ 『アップロード開始』画面が表示されます。 

 ファイルパス名  の  参照  から 

送信するファイルを選択し、 

 実行 をクリックします。 

  

 

※『アップロード中』画面が表示されますので 

しばらくお待ちください。 

  

  

②の『送信テーブル登録・選択』画面に戻り、 

作成したテーブルを選択してアップロードをクリック。 
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⑤ 

 
 

 

 

※『送信中』画面が表示されますのでしばらくお待ちください。 

（送信中は画面を閉じたり、ブラウザの戻るボタンを押下 

したりしないようご注意ください。） 

 

⑤ ファイル情報を確認して間違いがなければ、

「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。但し、預金口座振替の

送信時は不要）」を入力後、 

 送信  をクリックします。 

送信前に振込内容を確認する場合は 

 印刷条件指定  をクリックしてください。 

 

※1,000 件以下のファイルのみ印刷可能です。 

※一度に印刷できる最大件数は 100 件ですの

で、101 件以上の場合は印刷件数指定を変

更してから、続きを印刷してください。 

※サイクル番号が未入力の場合は、 

自動採番します。 

※  キャンセル  をクリックすると送信を行わずに

『送信テーブル登録・選択』画面に戻ります。 

 

 
 

指定したファイルがマルチヘッダーファイルの場

合、下記の画面のように＜ 前へ  次へ ＞

やプルダウンからファイル数を選択して他のデ

ータの状況を参照することができます。 

 

 

 

  

「マルチヘッダーファイルの送信」 
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⑥ 

 

 

⑥ 送信終了後、『外部ファイル送信結果』 

画面が表示され、印刷プレビューが自動で 

出ますので  印刷 または キャンセル を 

クリックしてください。 

 

※印刷は画面のコピーとなります。 

※ご利用のブラウザにより印刷プレビューは 

異なります。 

※印刷が出来なかった場合は、画面右上の 

 画面印刷  からも印刷することができます。 

 
 

⑦ 

 

 

⑦ 送信内容のステータスが「正常送信」になって

いることを確認してください。 

 

 
ステータスが「送信異常」となっている場合は、 

外部ファイル送信は完了していません。 

送信異常の原因（回線切断、混雑など）を 

確認し、再度、送信処理を行い、必ずステータス

が「正常送信」となったことを確認してください。 

「送信異常」の原因が不明の場合は、 

EB フリーダイヤル：0120-440-043へ 

（携帯電話からの場合は 0570-057-043 

または 011-850-1307 へ） 

お問い合わせください。 

 

 確認  をクリックすると、②の『送信テーブル

登録・選択』画面へ戻ります。 

送信異常だった場合も、一度  確認  を 

クリックして、『送信テーブル登録・選択』画面

から操作をやり直してください。 
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外部ファイル受信 
 

① 

 

ファイル伝送(総合/給与振込他)  
 

外部ファイル送受信 をクリックします。 
 

①  外部ファイル受信  をクリックします。 

  

② 

 

 

② 『受信テーブル登録・選択』画面が 

表示されます。 
 

【ボタンの説明】 

 新規登録  ········ 受信テーブルを登録します 

 修正   既存の受信テーブル内容を変更します 

 削除   ·····不要な受信テーブルを削除します 

 詳細   ·· 受信テーブルの内容が確認できます 

 新規登録  をクリックします。 ③へ 

※受信テーブルは５０件まで登録できます。 

 

該当の受信テーブルがある場合は選択し 

 次へ  をクリックしてください。 ④へ 

       

③ 

 

 

 

③ 『受信テーブル登録』画面が表示されます。 

各項目を入力または選択してください。 

金融機関接続 

情報の枝番ｺｰﾄﾞ 
０１（固定値） 

業務名称 

預金口座振替 

入出金明細 

振込入金明細 

のいずれか

を選択 

受信ファイル名 
受信ファイル保存時の名称を

指定します。（任意） 

データ形式 
お客さまが必要とするデータ形

式に応じて選択してください。 

レコード長 変更不要 

全銀伝送上の 
ファイル名 変更不要 

注釈 
（コメント） 

受信テーブルの 

メモになります。 
 

情報を入力後、  登録  をクリックします。 
  

入出金明細・振込入金明細につきましては、 

一定期間（２ヶ月）一度もデータ受信されなか

った場合、未照会明細は全て自動消去され、 

以降、次回のご利用があるまでは一週間分 

(月～金)が毎週土曜日に自動消去されます。 
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④ 

 
 

 
 

⑤ 

 
 

 
Microsoft Edge の場合 

 

 
 

④ 『外部ファイル受信確認』画面が表示された

ら、利用者確認暗証番号を入力し 

 受信  をクリックします。 
 

 キャンセル  をクリックすると、受信を行わず

に②の『送信テーブル登録・選択』画面に戻

ります。 
 

※ファイルを再受信できるのは、受信した 

当日のみです。再受信するファイルのサイク

ル番号を入力して受信してください。 

※『受信中』が表示されますので 

しばらくお待ちください。 

（受信中は画面を閉じたり、ブラウザの⇦（戻る）を 

押下したりしないようご注意ください。） 

⑤ 受信終了後、『外部ファイル受信結果』で 

印刷プレビューが表示されます。 

 印刷 または キャンセル を 

クリックしてください。 

 

※印刷は画面のコピーとなります。 

※ご利用のブラウザにより印刷プレビューは 

異なります。 

※印刷が出来なかった場合は、画面右上の 

 画面印刷  からも印刷することができます。 

『外部ファイル受信結果』が表示されます。 

 ファイル保存  から必ず受信したファイルを 

保存してください。保存の通知バーが表示され

ましたら、「名前をつけて保存」を選択したうえで 

保存します。指定の場所への保存ができたら、 

 確認  をクリックします。 

受信したデータの一覧を印刷したい場合は、 

 印刷条件指定  から印刷できます。 

 

※ファイル保存せずに  確認  を押すと、 

保存を促すダイアログが表示されます。 
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通信結果報告書印刷 
 

※外部ファイル送受信で行った過去の通信結果を照会する場合に利用します。 

 

① 

 

ファイル伝送(総合/給与振込他)  
 

外部ファイル送受信 をクリックします。 
 

①  通信結果報告書印刷  をクリックします。 

 

 
 

 

② 

 

 

Microsoft Edge の場合 

 
 

 

② 通信結果報告書を印刷する範囲を 

指定します。 

 

前月の月初めから照会日当日までの範囲

で、直近１００件分まで照会可能です。 

 

※範囲の指定を行わない場合は、開始日と

終了日どちらも“指定無し”を選択してくだ

さい。 

 

希望する印刷タイプのボタンをクリックします。 

 印刷（RTF）  A4縦（Word使用） 

 印刷（PDF）  A4横 

（PDF対応アプリを使用） 

 

ファイルを開くと明細が表示されます。 

 

※画面表示結果を印刷する場合はその 

アプリの印刷ボタンをクリックしてください。 
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外部ファイル送信（権限設定）をするには 
 

外部ファイル送信権限設定について 
 

北洋ビジネスダイレクトでは、ファイル伝送の外部ファイル送信権限 

（以下、「外部ファイル送信権限」といいます）を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で選択する機能です。 

（必ず利用する必要はありません）外部ファイル送信を現在ご利用中のお客さまで 

従来どおり（＊）ご利用いただく場合は、設定は不要です。 

（＊）外部ファイルの登録（ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ）から送信までの操作を利用者おひとりで行う場合 

 

 

 

 

◆ 「外部ファイル送信権限」機能のイメージ 
 

 

 

 
  

「外部ファイル送信権限」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 

「外部ファイル送信権限」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。 

外部ファイル送信をご利用中のお客さまが「外部ファイル送信権限」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等の操作が必要となります。 
詳しくは次のページをご覧ください。 
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◆ 「外部ファイル送信権限」機能を利用する場合の注意点 

 

○「外部ファイル送信権限」機能を“利用する”場合、設定後、すべての利用者の外部ファイル送信

に関する権限がクリアされるため、再度、すべての利用者権限を登録する必要があります。 

（「外部ファイル送信権限」を“利用する”から“利用しない”に戻す場合も同様です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

″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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○「外部ファイル送信権限」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 × ○ ○ 

 

 

 

○「外部ファイル送信権限」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 

外部ファイル 

の送信 

権限を付与された利用者がﾃﾞｰﾀの登録

（ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ）から送信までの操作をす

べて行います。 

【送信】操作を伝送時限までに完了しないと

送信処理されません。 

 

 

 

 

◆ 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。 

 

外部ファイル送信の各権限において可能な操作（○印がついている項目）は下表のとおりです。 

権限 

送信テーブル作成 ファイル送信 

明細印刷 
通信結果 
報告書 
印刷 新規 修正 詳細確認 

・削除 
ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ 承認 送信 

登 録 ○ ○ ○ ○   ○ ○ 

承 認     ○  ○ ○ 

送 信      ○  ○ 
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外部ファイル送信の登録 
 

※会計ソフトや給与ソフトから出力したテキストデータ（全銀ファイル）を読み込ませて送信するメニューです。 

※総合振込、給与（賞与）振込、預金口座振替いずれかの契約がある場合のみご利用いただけます。 

※全銀協レコード・フォーマット作成時には、次の点に注意してください。 

ヘッダーレコード部において、 

・総合振込の場合は、振込依頼人コード（１０桁） 

・給与（賞与）振込の場合は、会社コード（１０桁） 

・預金口座振替の場合は、委託者コード（１０桁） 

・地方税納入の場合は、会社コード（１０桁） 

には、「ご利用のお知らせ」にあるデータ伝送サービス用委託者番号（１０桁）をセットしてください。 

※１回の送信件数は最大 9,999 件までです。 

 

① 

 
 

② 

 
 

 
 
 

ファイル伝送(総合/給与振込他)  
 

外部ファイル送受信 をクリックします。 
 

①  外部ファイル送信 登録 をクリックします。 

② 『送信テーブル登録・選択』画面が 

表示されます。 
 

【ボタンの説明】 

 新規登録   ·· 送信テーブルを新規登録します 

 修正   ······ 既存テーブルの内容を変更します 

 アップロード   ·· 送信するファイルを選択します 

 削除   ·············· 既存テーブルを削除します 

 詳細   ········· テーブルの詳細を確認できます 

（ここでテーブルの削除もできます） 

初めて外部ファイル送信を行う場合は、 

送信テーブルを作成しますので  

 新規登録  をクリックします。 ③へ 

※送信テーブルは５０件まで登録できます 

 

既に必要な送信テーブルがある場合は、 

該当のテーブルを選択してから  

 アップロード  をクリックします。 ④へ 

  

送信済のデータは画面上で『修正』や『削除』することは

できません。別途、お手続きにて取り消し可能な場合が

ありますので、お取引店へご連絡願います。 
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③ 

 

 

③ 『送信テーブル登録』画面が表示されます。 

各項目を入力または選択してください。 

金融機関 

接続情報の 

枝番コード 

０１のみ選択可能。 

金融機関接続情報をクリックす

るとセンタ確認コードや、契約業

務を確認できます。 

業務名称 

総合振込・給与振込・賞与振

込・預金口座振替から選択 

（契約していないサービスも表示さ

れますがご利用いただけません） 

レコード長 自動入力 

ファイル名 自動入力 

注釈 

（ｺﾒﾝﾄ） 

送信テーブル選択時の 

注釈になります 

 

 登録  をクリックすると②の 

『送信テーブル登録・選択』画面に戻ります。 

登録したテーブルを選択して 

 アップロード  をクリックします。 

 

 

  

④ 

 

 

④ 『アップロード開始』画面が表示されます。 

ファイルパス名の  参照  から 

送信するファイルを選択し、 

 実行 をクリックします。 

  

 

※『アップロード中』画面が表示されますので 

しばらくお待ちください。 

（送信中は画面を閉じたり、ブラウザの⇦(戻る) 

を押下したりしないようご注意ください。） 

  

  

②の『送信テーブル登録・選択』画面に戻り、 

作成したテーブルを選択してアップロード 
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⑤ 

 

 

⑤ 『登録確認』画面が表示されます。 

送信データ一覧を印刷する場合は、 

 印刷条件指定  をクリックします。 

 

内容を確認し、登録を行う場合は、 

 登録  をクリックします。 

 

※1,000件以下のファイルのみ印刷可能です。 

※一度に印刷できる最大件数は 100件ですの

で、101 件以上の場合は印刷件数指定を

変更してから、続きを印刷してください。 
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外部ファイル送信の承認・送信 
 

※登録後の外部ファイルデータを承認・送信します。 

 

① 

 
 

② 

 
 

③ 

 

ファイル伝送(総合/給与振込他)  
 

外部ファイル送受信 をクリックします。 

 

①  外部ファイル送信 承認・送信  

をクリックします。 

② 『送信テーブル承認・送信』画面が 

表示されます。 

 承認   ··· 承認待データを承認します ③へ 

 送信   ··· 送信待データを送信します ④へ 

対象のデータを選択して、 

目的のボタンをクリックします。 

③ 『外部ファイル送信 承認確認』画面が 

表示されます。 

送信データ一覧を印刷する場合は、 

 印刷条件指定  をクリックします。 
 

承認を行うデータの内容を確認し、 

利用者確認暗証番号を入力後、 

 承認  をクリックします。 
 

②『送信テーブル承認・送信』画面に 

戻ります。送信権限を持っている利用者は、 

引き続き 送信  ボタンをクリックして 

④へ進みます。 

 

※1,000件以下のファイルのみ印刷可能です。 

※一度に印刷できる最大件数は 100 件ですの

で、101 件以上の場合は印刷件数指定を変

更してから、続きを印刷してください。 

※ キャンセル をクリックすると、承認を行わずに

『送信テーブル承認・送信』画面に戻ります。 
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④ 

 

 

④ 『外部ファイル送信確認』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」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。但し、預金口座振替の送信時

は不要です）」を入力後、 

 送信  をクリックします。 

 

※サイクル番号が未入力の場合は、 

自動採番します。 

※ キャンセル  をクリックすると、送信を行わず

に『送信テーブル承認・送信』画面に戻りま

す。 

 

 

 
 

指定したファイルがマルチヘッダーファイルの場

合、下記の画面のように＜ 前へ  次へ ＞ 

やプルダウンからファイル数を選択して他のデータ

の状況を参照することができます。 

 

 

  

 

※『送信中』画面が表示されますので 

しばらくお待ちください。 

（送信中は画面を閉じたり、ブラウザの⇦(戻

る)を押下したりしないようご注意ください。） 

  

  

「マルチヘッダーファイルの送信」 
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⑤ 

 

 

⑤ 送信終了後、『外部ファイル送信 送信結

果』画面が表示され、印刷プレビューが自動で

出ます。 

印刷またはキャンセルをクリックしてください。 

※ご利用のブラウザによって印刷プレビューの 

表示は異なります。 

 

送信内容のステータスが「正常送信」になって

いることを確認してください。 

 確認  をクリックすると、②『送信テーブル登

録・選択』画面へ戻ります。 

 

※印刷が出来なかった場合は、画面右上の 

 画面印刷  からも印刷することができますが 

 確認  をクリックすると印刷はできなくなり

ますのでご注意ください。 

 

  

 

「送信待」の状態では、外部ファイル 

送信の処理は完了していません。 

必ず送信処理を行ってください。 

送信が完了したデータは 

『外部ファイル送信 承認・送信』画面（②） 

の一覧から消えます。 

なお、送信は各業務の送信時限までに行ってください。 

送信されていない状態 


