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平素より三菱UFJ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ご高承のとおり、NTT東日本およびNTT西日本が提供しているISDN回線（「INSネットディジタル
通信モードサービス※１」）が2024年1月に終了されます。

これに伴い当行では、従来ご利用いただいてきたCAMS・U-LINEサービスの提供を2023年12
月に終了（予定）し、主要な機能を当行法人向けインターネットバンキングサービス「BizSTATION」
に追加した「新BizSTATION」※2を代替サービスとして提供させていただきます。

ISDN回線終了後も、引き続き振込、明細照会などのお取引を「新BizSTATION」にてご利用
いただけます。

本冊子では、お客さまに「新BizSTATION」へ移行していただくにあたり、主要な変更点やご注意
いただきたい点について概要をご案内します。
※1：�NTT東日本�https://web116.jp/2024ikou/business.html�

NTT西日本�https://www.ntt-west.co.jp/denwa/2024ikou/business.html
※2：P2「使用する用語について」をご参照ください

はじめに1

本冊子の内容は2022年6月現在であり、今後変更となる場合がありますのでご了承ください。

2023年6月ごろまでに移行していただき、余裕をもったご対応にご協力をお願いします。

�「共同CMSサービス」「資金集中管理システム（VALUX対応版）」
「ファクシミリサービス」（明細通知）「ファクシミリ振込サービス」「テレホンサービス」を
ご利用のお客さまには、別途ご案内します。内容は、冊子番号21「資金集中管理システム・�
ディスプレイホン・ホームユースサービスの終了とBizSTATIONへの移行に関するご案内」、
冊子番号22「CAMS・U-LINEファクシミリ・テレホンサービス終了とBizSTATIONへの�
移行に関するご案内」でご確認いただけます。

ご注意
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※�AnserDATAPORT®、Connecure®、VALUX®、ANSER-SPC®、ANSER-HT®は株式会社NTTデータの登録商標です

用語 説明
EB取引 企業と銀行を通信回線で接続してお振込、明細照会などができる取引です。

新BizSTATION

2021年8月以前に提供していた法人向けインターネットバンキング「BizSTATION」にCAMSや
U-LINEの主要な機能を追加したサービスです（2021年9月機能追加）。
機能追加後もサービス名は「BizSTATION」ですが、本冊子では区別できるように「新BizSTATION」
または「新Biz」と表記します。
【ご参考】
・BizSTATIONについて　https://corporate.bk.mufg.jp/biz/biz.html

CPUサービス CAMS・U-LINE「コンピュータ（CPU）サービス」の略称として表記します。

PCサービス 「せるふバンク」、「U-LINE�Xtra」「（旧東海）パソコンサービス」などのパソコンサービスの略称として
表記します。

外部接続
当行との直接接続に対して株式会社NTTデータを経由する接続形態を「外部接続」として表記します。
以下の4つのサービスが該当します。
・全銀ADPサービス・全銀VALUXサービス・ANSER-SPC（VALUX）サービス・ANSER-HT（VALUX）サービス

全銀ADPサービス

株式会社NTTデータが提供するAnserDATAPORT（ADP）を利用したサービスです。
株式会社NTTデータが提供する閉域IP網（Connecure）を利用します。
サービス内容は本文をご参照ください。
【ご参考】
・ADPについて　　　　https://www.adp.ne.jp/
・Connecureについて　http://nws.jp.nttdata.com/connecure/

全銀VALUXサービス
株式会社NTTデータが提供するVALUXを利用したサービスです。
サービス内容は本文をご参照ください。
【ご参考】
・VALUXについて ��https://valux.ne.jp/

ANSER-SPC(VALUX)
サービス

ANSER-HT(VALUX)
サービス

使用する用語について
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貴社内で、以下に該当する方々に本冊子の内容を共有いただけますようお願いします。

①……通信環境などを担当されているシステム関連ご担当者…
例：全銀ADPサービスを利用して自社システムと当行サービスの接続を検討している

②……送受信データを社内業務システムと連携されているご担当者…
例：銀行からの振込入金データを販売管理システムに取り込んでいる

③……自社以外（関連会社など）の送受信データを取り扱われている（代行送受信）ご担当者…
例：関連会社の総合振込を代わりにデータ送信している

④……送信データのご承認をされている方…
例：給与振込送信後に「応答符号を記載した書式を銀行にFAX」している

⑤「せるふバンク」「U-LINE…Xtra」などのパソコンサービスソフトで…
複数金融機関とEB取引をされている方…
�例：せるふバンクを使って当行に加え、A銀行ともEB取引をしている

⑥「せるふバンク」「U-LINE…Xtra」などの操作をご担当されている方…
� 例：�給与振込データは、U-LINE�Xtraで作成し、データ送信もしている�

せるふバンクを使って電手の発生（振出）データを送信している

貴社内での情報共有のお願い2
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2020 年 2022 年 2023 年 2024 年

BizSTATION

2024年1月
ISDN回線終了

2023年12月
CAMS・U-LINEサービス終了（予定）

2021年9月
新Biz機能追加

1 3

2 新BizSTATION（2021年9月機能追加）

CAMS・U-LINEサービス（電話回線）

2021年 2025年〜

新BizSTATION

4

新BizSTATIONとは3
BizSTATIONをベースにCAMSやU-LINEの主要な機能を加え、3商品を統合した新たなサー
ビスとしてご利用いただけます。

（1）全体像

（2）新BizSTATIONへの移行

CAMS・U-LINEサービスをご利用のお客さまは2023年12月までに新BizSTATIONへ
の移行をお願いします。移行にはお手続が必要ですので、早めのご対応をお願いします。

2021年8月以前よりBizSTATIONをご利用のお客さまは2021年9月の新BizSTATION
提供開始後もそのままご利用いただけます。

CAMS・U-LINEサービスは現行のインターネットバンキング「BizSTATION」へ移行できます
（現在のご利用状況によっては、一部移行できない場合もありますのでご了承ください）。
移行にはお手続が必要です。

移行に関するお手続の詳細については、後日ご案内します。

CAMS
コンピュータ（CPU）
せるふバンク（PC）
パソコンサービス

など

U-LINE
コンピュータ（CPU）
Xtra・旧東海（PC）
パソコン一般
など

BizSTATION
基本サービス
総給振サービス
外為サービス
電手/でんさい

など



新BizSTATION（インターネット回線）

接続形態

サービス
内容

サービス
メニュー
(例)

当行直接接続 株式会社NTTデータ経由接続（外部接続） 当行直接
接続

サーバ接続
サービス基本

サービス
総給振/
取引通知
サービス

外為
サービス

その他
サービス

ANSER-SPC
(VALUX)
サービス

ANSER-HT
(VALUX)
サービス

全銀VALUX
サービス

全銀ADP
サービス

•残高照会
•�入出金明細�
�照会
•振込/振替
•�税金等支払�
�など

•総給振
•口座振替
•入出金明細通知
•�特別徴収�
�地方税�
�など

•仕向送金
•被仕向送金
•�輸出/輸入�
�ドキュメンタリー
•�外貨預金
•�外国為替関連情報�
�など

•FOREX
•�市場�
�リスク管理
•融資
•電手/でんさい

•残高照会
•�入出金明細照会
•�振込/振替�
�など

•総給振　•口座振替
•入出金明細通知
•特別徴収地方税
•外国送金（仕向）
•輸入信用状受付
•外国為替関連情報
•�電手（発生）※1�
�など

•総給振
•口座振替
•入出金明細通知
•�特別徴収�
�地方税�
�など※2

A
B C D E F G H

契約金

基本
料金

従量
料金
※6

追加ID
料金

月
額
料
金

無料 27,500円※3 16,500円 無料 44,000円 無料※5 22,000円 220,000円 5,500,000円

1,760円

3,300円〜
� 追加メニュー�
ごとに別途加算

※3

2,750円〜
� 追加メニュー�
ごとに別途加算

無料 22,000円 1,100円※5 22,000円 22,000円 22,000円

なし 5.5円/件 5.5円/件 なし なし 5.5円/件 5.5円/件 5.5円/件

5 ID以内：無料、6 ID以上：追加1 IDにつき220円

VALUX接続契約 Connecure
回線契約

I

外部接続
費用※7

5

①新BizSTATIONのご利用にはインターネット回線が必要です。
② ���「総給振/取引通知サービス」～�����「全銀ADPサービス」をご利用の場合、�����「基本サー
ビス」のご契約も必要です。
③�株式会社NTTデータ経由接続（外部接続）をご利用になるお客さまは「新BizSTATION」の契
約に加え、株式会社NTTデータと接続に関する契約が必要です。

AB H

（3）サービス概要・料金体系（消費税込）

※1　電手（発生）は、����「全銀ADPサービス」のみご利用いただけます。
※2　外為サービス、電手はご利用いただけません。
※3　口座振替は契約金、基本料金とも無料です。
※4　センター確認コード2件目から基本料金に加え1件あたり22,000円/月かかります。
※5　�当行が提供する「資金集中管理システム（VALUX対応版）」をご利用の場合は、

契約金110,000円と基本料金11,000円/月がかかります。
※6　ダウンロード（明細取得）実施の有無に関わらず明細1件あたり5.5円かかります。

消費税込で円未満の端数は切り捨てとなります。
����「サーバ接続サービス」はご利用状況により料金が異なります。

※7　株式会社NTTデータへのお支払費用。

H

I

※8　円預金サービス（総給振、口座振替 等）、外為サービス（外国送金（仕向）、輸入信用状受付 等）につき、
すでに、各サービスでいずれかのメニューをご利用中であれば、他のメニューを追加する場合に
新たな料金は発生しません。（従量料金は除きます）

なし

※4  ※ 8

※8

※4 ※ 8

※8



6

中間経路

新BizSTATIONは、インターネットなどを利用して主に以下４通りの接続方法でご利用いただけます。
お客さまのご利用状況に沿ってご対応ください。

接続方法の変更パターン4

例①CPUサービスから「サーバ接続サービス」に移行する場合

例②�CPUサービスから「全銀ADP（AnserDATAPORT）サービス」に移行する場合

現
在

現
在

移
行
後

移
行
後

お客さま 当行

当行

当行

ご利用には、「サーバ接続サービス」のご契約が必要です

ご利用には、「基本サービス」と「全銀ADPサービス」のご契約が必要です

お客さま※

お客さま

お客さま

当行

新BizSTATION
・サーバ接続サービス

新BizSTATION
・基本サービス

・全銀ADPサービスConnecure
閉域IP網

ホストコンピュータ

ホストコンピュータ

ホストコンピュータ

ホストコンピュータ
AnserDATAPORT

（ADP）

インターネットまたは
IP-VPN

CAMS・U-LINE
・CPUサービス

CAMS・U-LINE
・CPUサービス

ISDN/公衆回線

インターネット

ISDN/公衆回線

当行所定の通信手順で
接続いただきます

全銀協標準プロトコル（TCP/IP手順・広域
IP網版）に準じて接続いただきます

※自治体さまは、LGWANでの接続も可能です。
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お客さま

例③�PCサービス「せるふバンク」・「パソコンサービス」・「Xtra」・「旧東海サービス」�
などから「基本サービス」と「総給振サービス」に移行する場合

現
在

移
行
後

当行

当行

ご利用には、「基本サービス」と「総給振サービス」のご契約が必要です

インターネット

お客さま

中間経路

株式会社NTTデータ

パソコン
（Webブラウザ）

パソコン
（ソフト）

新BizSTATION
・基本サービス
・総給振サービス

CAMS・U-LINE
・PCサービス
・せるふバンク
・Xtra�など

ISDN/公衆回線

お客さま

お客さま

中間経路

株式会社NTTデータ

例④�PCサービス「せるふバンク」・「Xtra」などから「全銀VALUXサービス」と�
「ANSER-SPC（VALUX）サービス」に移行する場合

現
在

移
行
後

当行

当行

ご利用には、「基本サービス」「全銀VALUXサービス」と「ANSER-SPC(VALUX)サービス」
のご契約が必要です

VALUX
パソコン

（VALUX対応ソフト）

パソコン
（ソフト）

中間経路

株式会社NTTデータ

CAMS・U-LINE
・PCサービス
・せるふバンク
・Xtra�など

新BizSTATION
・基本サービス

・全銀VALUXサービス
・ANSER-SPC（VALUX）サービス

インターネット

ISDN/公衆回線
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本冊子ではご留意いただきたい主な変更点について記載します。
詳細は別途ご案内します。

機能・社内運用に関する主な変更点5

（1）セキュリティ運用について
パスワードなどのセキュリティ項目は、利用者単位となりますのでお一人ずつのIDやパスワード・
電子証明書などをご利用いただく運用になります。なお、これまでどおり、ご契約単位のパスワー
ドなども併用してご利用いただくサービスもあります。

（2）ANSERサービスについて
ANSERサービスをご利用いただく際の登録内容や機能が一部変更になります。
主な変更点は以下2点です。
①�接続先金融機関コードは「0015」へ変更いたしますので、VALUX対応ソフトでの�
金融機関コードの登録変更が必要です。
②�｢都度指定振込振替メニュー」は提供を終了し、新BizSTATION「基本サービス」でご利用�
いただきます。

（3）振替取引について
同一名義口座間の「振替」をしていただくためには、新BizSTATIONの「サービス指定口座」
としてお届けいただく必要があります。

（4）自社ご名義以外のデータ送受信（送受信代行）について
�関連会社等のデータ送受信代行などを利用されているお客さまは、「口座名義ごと」(例：関連
会社ごと)に新たにご契約が必要な場合があります。
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（5）…銀行あて送信データ（総合振込、給与振込、口座振替依頼、…
外国送金、電手・でんさいなど）について
◦送信データフォーマット（シークエンス、項目名、桁数）は変更ありません。
◦�送信データにセットいただく内容（文字・値など）の編集・データチェック仕様が一部変更に
なります。
例：�全国銀行協会所定の読替期間が終了している旧店舗への振込はエラーとなります。�
また、エラーとなった明細を削除した件数・金額で受付します。

（6）送信データの送信結果確認（正常・エラー）について
お電話にてお問い合わせいただいていた送信結果は、BizSTATION画面にログインいただき、
画面上で取引状況をご確認いただけます。（P5の「����サーバ接続サービス」は対象外）

（7）送信データの承認方法について
◦これまでご利用いただいていた以下の承認方法は取扱いを終了します。
【終了する承認方法】

（8）…銀行からの受信データ（振込入金、入出金明細、口座振替結果
など）について
◦受信データフォーマット（シークエンス、項目名、桁数）に変更はありません。
◦一部内容変更（摘要コメントなど）があります。

◦BizSTATION画面にログイン後、「承認」操作�◦「承認用データ」を送信（「データ照合」方式）※�◦承認なし※

※全銀ADPサービス・全銀VALUXサービスでご利用いただけます。

◦新BizSTATIONでは以下のいずれかでご承認をお願いします。

送信/画面承認 ファクシミリ送信承認

CAMS 処理依頼データ方式 データ引渡票

U-LINE パソコン承認
振込振替依頼書
外国送金申込書
輸入信用状発行/条件変更申込書

I



現状：当行から提供した専用ソフトを
インストール

現状：当行から提供

新BizSTATION：当行ホームページより
「BizSTATION」へログイン

1

2

10

（9）PCサービス用ソフトをご利用のお客さま

専用ソフトは不要です。
WebブラウザからBizSTATIONにログインしていただき、お取引いただけます。

VALUXサービスに対応した専用のパソコンソフトなどが必要です。
当行からのソフト提供はいたしませんのでお客さまにてご準備をお願いします。
※「せるふバンク」「U-LINE�Xtra」のソフトではご利用いただけません

専用のソフトを

ソフトウェア販売会社などでご手配ください。

�新BizSTATION「基本サービス」「総給振サービス」
「外為サービス」をご利用される場合

新BizSTATION「全銀VALUXサービス」、
「ANSER-SPC（VALUX）サービス」をご利用される場合

PCサービス用ソフト（「せるふバンク」「U-LINE�Xtra」など）は、新BizSTATIONでは提供
いたしません。新BizSTATIONで引き続きお取引をご利用いただくには以下のいずれかでご
対応をお願いします。

新BizSTATION：お客さまにてご準備
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入出金、振込入金、預金残高、口座振替結果、振込不着明細、
外為会計性、外為非会計性�など

データ
受 信

「全銀ADPサービス」、「全銀VALUXサービス」をご利用のお客さまは、新BizSTATIONへの移行
に伴い通信環境や送受信データチェックなどを確認するための接続テストが必要です。

接続テストが必要なサービス例

「全銀ADPサービス」、「全銀VALUXサービス」のうち

接続テストについて6

総合振込、給与(賞与)振込、特別徴収地方税、法人地方税、
口座振替、外国(仕向)送金、�輸入信用状受付、電手（発生）など

データ
送 信

・「全銀ADPサービス」、「全銀VALUXサービス」以外のサービスでは、接続テストはありません。
・�接続テストについては、冊子番号01-01「BizSTATIONへの移行に関するご案内（外部接続
概要）」、冊子番号20「BizSTATIONへの移行に伴う「移行手続」「接続テスト」のご案内」も
併せてご確認ください。当行ホームページでもご案内しております。

ご注意



1 年目 2年目

3ヵ月目 6ヵ月目 9ヵ月目 12ヵ月目 15ヵ月目 18ヵ月目 21ヵ月目 24ヵ月目

システム面

運用面

詳細仕様確認

・システム準備
・Connecure回線導入

詳細変更点確認

導入環境確認(Connecureなど)
方針策定・予算化

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 7ヵ月目

システム面

運用面

Xtraの利用状況確認

Xtraの契約状況確認

BizSTATIONの
導入環境準備

Xtraからのデータ移行
BizSTATION初期設定 BizSTATION本番稼働

BizSTATIONの操作・
運用面変更確認 BizSTATION契約 BizSTATION本番運用

利用状況確認

契約状況確認 運用面変更確認
(セキュリティ面など)

社内運用変更調整

12

①CPUサービスから「基本サービス」・「全銀ADPサービス」への移行例

②U-LINE�Xtraから「基本サービス」・「総給振サービス」・「外為サービス」への事前移行例

2021年9月～2023年12月のCPUサービス終了までの期間に新BizSTATIONへ移行をお願いします。

[ご参考]…新BizSTATIONへの移行例

・「給与計算システムとの連携がある」、「複数部署（拠点）で利用している」場合などは、上記よりも時間がかかる�　　場合があります。「早めのご対応」をお願いします。

・「社内システムとの連携がある」、「複数部署（拠点）で利用している」場合などは、上記よりも時間がかかる 　場合があります。「早めのご対応」をお願いします。



1 年目 2年目

3ヵ月目 6ヵ月目 9ヵ月目 12ヵ月目 15ヵ月目 18ヵ月目 21ヵ月目 24ヵ月目

接続テスト

新Bizサービス
契約手続

CPUサービス
解約手続

CPUサービス
未利用確認

・システム準備
・Connecure回線導入

詳細変更点確認

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 7ヵ月目

BizSTATION本番稼働 Xtra未利用確認

BizSTATION本番運用 Xtra解約手続

社内運用変更調整

新BizSTATION本番稼働

新BizSTATION本番運用

13

・「給与計算システムとの連携がある」、「複数部署（拠点）で利用している」場合などは、上記よりも時間がかかる�　　場合があります。「早めのご対応」をお願いします。

・「社内システムとの連携がある」、「複数部署（拠点）で利用している」場合などは、上記よりも時間がかかる 　場合があります。「早めのご対応」をお願いします。



2022年11月版

当行ホームページ（以下URL）でも順次ご案内しております。ぜひご活用ください。

①�BizSTATIONへの移行についてのご案内
�https://www.bk.mufg.jp/houjin/ebp/info/200701.html

② �法人向けインターネットバンキング�BizSTATION
�https://corporate.bk.mufg.jp/biz/biz.html

＊�当行が契約している指定紛争解決機関／一般社団法人�全国銀行協会�
連絡先／全国銀行協会相談室0570-017-109、03-5252-3772 �受付時間／月～金曜日9：00～17：00（祝日・銀行休業日を除く）

14

以下のとおりご案内を実施しております。

ご案内スケジュールについて

6月以降順次　�接続テストについて（詳細） 
BizSTATION移行の手続（詳細）

9月以降順次　�ファクシミリ振込サービス、ファクシミリサービス（明細通知）、
テレホンサービス、資金集中管理システム（VALUX対応版）
のご案内

２
０
２
１
年
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