冊子番号 10-01

BizSTATION「基本サービス」への
移行について

サービスメニューのご案内
国内取引
重要な
お知らせ

CAMS・U-LINE「コンピュータサービス」
「パソコンサービス」

国内取引ご利用のお客さま向け
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本件に関するご連絡先

三 菱 U F J 銀 行 EBお客さまサービスセンター

0120-781-017

午前 9 時～午後 5 時
（ 土日 · 祝日 · 銀 行 休 業日を除きます）

使用する用語について
用語
CPUサービス
PCサービス

説明
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。
「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。

追加機能

従来ご利用いただいてきたCAMS・U-LINEの主要な機能をBizSTATIONに追加し2021 年 9月より
提供しております。
内容は、冊子番号 01「CAMS・U-LINEサービス終了とBizSTATION への移行に関するご案内（概
要版）
」でご確認いただけます。

直接接続

Webブラウザやサーバから当行と接続する形態。各種お取引（各種照会、振込・振替、外為）のほか、
料金の確認や外部接続でお送りいただいたデータの確認・承認などができます。

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。
ANSER-SPC（VALUX）
サービス内容は本文をご参照ください。
サービス
【ご参考】
ANSER-HT（VALUX） ・VALUXについて
  https://valux.ne.jp/
サービス
※A
 nserDATAPORT®、Connecure®、VALUX®、ANSER-SPC®、ANSER-HT® は株式会社 NTTデータの登録商標です

ご注意

「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。
外部接続などの追加機能は 2021 年 9月より提供しております。 本冊子の内容は 2022 年
6月現在の内容であり、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。
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これまでのご案内について

CAMS・U-LINE サービス終了とBizSTATION への移行に関する概要を以下冊子（PDF）
でご案内しております。 当行ホームページ（以下 URL）に掲載しているPDFでご覧いただけます。
本冊子と併せてご確認ください。
【これまでにご案内している冊子】
冊子番号

01

01-01

冊子名
CAMS・U-LINEサービス終了と
BizSTATION への移行に
関するご案内（概要版）

BizSTATIONへの移行に
関するご案内（外部接続概要）

記載概要
・CAMS・U-LINEサービス終了のご案内
・BizSTATIONサービス、料金体系概要
・機能、社内運用に関する主要なご留意事項
・複数金融機関とのお取引に関するご案内
「全銀 ADPサービス」、
「全銀 VALUXサー
、
「ANSER-SPC（VALUX）
サービス」
、
ビス」
「ANSER-HT(VALUX)サービス」

PDFを掲載している当行ホームページ URL
【BizSTATION への移行に関するご案内】
https://www.bk.mufg.jp/houjin/ebp/info/cpu.html
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お取引メニュー、ご担当業務ごとにご確認いただける資料

本冊子に加え、以下の資料もご利用にあわせてご確認をお願いします。
: 経理部門など支払、回収、資金管理業務をご担当されている方向け

業務
システム

: システム部門など社内システム開発、管理をご担当されている方向け

（１）国内取引
冊子番号
10
10-01
本冊子

10-02

10-03

10-04

15-01

15-02

15-03

冊子名
BizSTATION への移行に伴うサービス
内容変更のお知らせ
［国内取引共通］

ご確認項目概要
国内取引サービス内容、ご利用時間、ご利用料金、動作環境、
セキュリティについて、移行手続前のご確認、ご利用開始までの
ご案内

情報共有していただきたい
ご担当先
業務

BizSTATION「 基本サービス」への移行に 「基本サービス」を利用した残高照会 ･ 明細照会、振込・振替に
ついて
ついて
サービスメニューのご案内
［国内取引］

業務

「ANSER-HT(VALUX)サー
BizSTATION「ANSER-SPC（VALUX) サー 「ANSER-SPC（VALUX)サービス」
（株式会社 NTT データ経由）を利用した残高照会 ･ 明細照
ビス」
「ANSER-HT(VALUX) サービス」へ ビス」
会、振込・振替について
の移行について
サービスメニューのご案内
［国内取引］

業務

「取引通知サービス」
「口座振替サー
BizSTATION「総合 / 給与振込サービス」 「総合 / 給与振込サービス」
「取引通知サービス」
「口座振替サービス」 ビス」を利用した総合 / 給与賞与振込、 特別徴収地方税、 入出
金明細、 振込入金明細、 口座振替依頼・結果照会 / 引落再依
への移行について
頼について
サービスメニューのご案内
［国内取引］
「全銀 VALUX 円預金サービス」
（株
BizSTATION「全銀 ADP 円預金サービス」 「全銀 ADP 円預金サービス」
「 全 銀 VALUX 円 預 金サービス」への 移 行 式会社 NTT データ経由）を利用した総合振込、 給与賞与振込、
特別徴収地方税、入出金取引明細、振込入金通知、残高通知
について
（預金）、口座振替（依頼明細・処理結果明細）について
サービスメニューのご案内
［国内取引］
BizSTATION への移行に伴うデータ送信用レ レコード・フォーマット
（総合振込、給与賞与振込、特別徴収地方税）
コード・フォーマットについて
「全銀 ADPサービス」
「全銀 VALUXサービス」
総合振込・給与賞与振込・特別徴収地方税
BizSTATION への移行に伴うデータ受信用 レコード・フォーマット
（入出金取引明細、振込入金通知、残高通知（預金）
）
レコード・フォーマットについて
「全銀 ADPサービス」
「全銀 VALUXサービス」
入出金取引明細・振込入金通知・残高通知
（預金）
（預金口座振替（依頼明細）、預金口座振替
BizSTATION への移行に伴うデータ送受信 レコード・フォーマット
（処理結果明細））
用レコード・フォーマットについて
「全銀 ADPサービス」
「 全銀 VALUXサービス」
預金口座振替（依頼明細 ）
・預金口座振替
（処理結果明細）

業務

システム

業務

システム

システム

システム

システム

（２）外為取引
冊子番号

冊子名

16

BizSTATION への移行に伴うサービス内容
変更のお知らせ
［外為取引共通］

16-01

16-02

ご確認項目概要

情報共有していただきたい
ご担当先

外為取引サービス内容変更について

業務

BizSTATION「外為サービス」への移行および BizSTATION「外為サービス」メニュー（仕向送金、被仕向送金、
BizSTATION「全銀 ADP 外為サービス」
「全 外為取引通知、他）
「全銀 VALUX 外為サー
銀 VALUX 外為サービス」への移行について BizSTATION「全銀 ADP 外為サービス」
ビス」メニュー（仕向送金受付、輸入信用状受付、外為取引通知）
サービスメニューのご案内
［外為取引］
（外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼、
BizSTATIONへの移行に伴うデータ送受信用 レコード・フォーマット
外貨預金入出金取引明細、外国為替取引明細 - 会計性、外国為
レコード・フォーマットについて
「全銀 ADP 外為サービス」
「全銀 VALUX 外 替取引明細 - 非会計性、外国為替関連情報）
為サービス」
［外為取引］

業務

システム

システム

（３）国内・外為取引共通
冊子番号
17

冊子名

ご確認項目概要

BizSTATION への移行に伴うデータ送信用 レコード・フォーマット（データ照合、受付状況照会）
レコード・フォーマットについて
「全銀 ADP サービス」
「全銀 VALUX サービス」
データ照合・データ照合受付状況照会

情報共有していただきたい
ご担当先
システム
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BizSTATION「基本サービス」
メニュー

残高照会
■当座・普通預金の残高（当日・前日・前月末）
■通知・定期預金の残高（当日）
【残高照会（当日）イメージ】

照会結果のダウンロード
｢CSV 形式でダウンロー
照会できる口座数
登録可能な100 口
座まで、同時に残
高照会ができます。

ドする｣ を利 用すれば、
Excel 等で 管 理ができ
便利です。

照会基準日の切り替え
ボタンを押すだけで、
基準日の切り替えが可能
です。
・当日残高
・前日残高
・前月末残高
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明細照会
■普通・当座の全明細、支払明細、入金明細、振込入金明細
■通知・定期預金のお預入れ明細
■前月１日～当日まで照会期間指定可能
【明細照会イメージ】

照会結果のダウンロード
｢CSV 形式でダウンロー
照会期間の指定
普通預金・当座預
金の明細照会では、
照会期間を任意に
指定することができ
ます。
（前月1日～当日）

ドする｣ を利 用すれば、
Excel 等で 管 理ができ
便利です。

明細種類の切り替え
ボタンを押すだけで、
明細種類の切り替えが
可能です。
・全明細
・支払明細
・入金明細
・振込入金明細
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振込 ・ 振替
■ 1 回の操作でまとめて 30 件までの振込
■他行あてに振込先口座を確認して振込（1 件ずつの振込となります）※ 1
■ 45 営業日先までの振込予約・振替予約
■最大 50,000 件の振込先登録
■総合 / 給与振込サービスで登録した振込先事前登録をコピーして利用
■振込手数料「先方負担」をお選びの際には、振込金額を自動的に差引計算 ※ 2
■最新の金融機関名・支店名の検索
■定例的な振込・振替先を定例リスト化
※ 1 総 合 /給与振込サービスをご契約のお客さまのみ、複数明細について口座確認を行った上で一括で振り込みできます。
※2 「
 先方負担手数料」は「入力金額」に対する申請または依頼完了時点での「先方負担手数料情報設定」の設定
 内容で算出されます。
なお、当行にお支払いいただく振込手数料は入力した金額からBizSTATION に関する当行所定の振込手数料
相当額を差し引いた金額とします。

最新の情報から金融機関名や
支店名の検索ができます。

当行本支店への振込の場合、
口座名入力の手間が省けます。
振込先等を識別するための情報を入力することが
できます。
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税金 ・各種料金の払込（ペイジー収納）
■P
 ay-easy（ペイジー）マークのついた請求書・納付書による税金、公共料金、各種代
金などの払込が行えます。

納付書類に記載された項目をそのまま
入力するだけなので簡単です。

過去に払込をした収納機関が最大
10 機関まで表示されます。収納機関
番号を入力する手間がかかりません。

２４時間サービス
当日付の振込・振替取引について、平日はもちろん土・日曜でも24 時間承認ができ、即時
取引が行えます。
残高照会、明細照会においては、夜間取引分も即時ご確認が行えます。
「 振込送金 組戻し・訂正サービス」、「 取引通知サービス」、「 振込入金メール通知サー
ビス」をお申し込みの場合は 24 時間操作できます。
◦２４時間サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。
◦本サービスをお申し込みいただくと、国内本支店あて、［当座預金への振込・振替 ］16：00から翌 8：00/［普通預金への振込・
振替 ］19：00から翌 8：00、他行あて振込については、15：00から翌 8：00もご利用が可能となります。
◦当日付の振込・振替取引のご利用時間は、BizSTATIONホームページでご確認いただけます。
URL https://corporate.bk.mufg.jp/biz/servicein/riyoujikan.html
◦定例メンテナンスのため、毎月第 2 土曜日は21：00までとなります。また、その他臨時のメンテナンスのため、ご利用いただ
けない場合があります。なお、定例メンテナンスのため、土曜日の0：00 ～ 6：00は電子証明書の取得を行うことができません。
◦ 1 月1日～ 3日、5月3日～ 5日、祝日（振替休日含む）はご利用になれません。
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「全銀VALUXサービス」
4 「全銀ADPサービス」
「ANSER-SPC（VALUX)サービス」
「ANSER-HT(VALUX)サービス」
を
ご検討のお客さま

1 「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」をご検討のお客さま
BizSTATION 移行の際、「基本サービス」の契約は必須です。 併せてご利用ください。

2 「ANSER-SPC（VALUX）サービス」をご検討のお客さま
残高照会、明細照会、振込・振替取引は、BizSTATION 移行の際にご契約が必要な「基
本サービス」のみでもお取引いただけます。
「基本サービス」のみのご利用 ※もご検討ください。
※「基本サービス」のみご利用の場合
・複数金融機関との接続はできません。
・ご利用料金は「基本サービス」
（1,760 円 / 月〈 消費税込 〉）のみです。
「ANSER-SPC（VALUX）サービス」のご利用料金はかかりません。
・VALUX 対応ソフトや株式会社 NTT データとの VALUX 契約も必要ありません。

5

動作環境

BizSTATION「基本サービス」のご利用は OS、ブラウザソフト、PDF 閲覧ソフトが必要です。
いずれも日本語版です。
最新の情報やご注意事項は、以下 URL にてご確認ください。
【BizSTATION 動作環境について】
https://corporate.bk.mufg.jp/biz/servicein/kankyou.html
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移行時のご注意事項

（1）セキュリティについて
変更項目

変更内容

暗証番号

BizSTATION 管理権限保有の方が登録するご利用者単位

承認番号

の取引認証やワンタイムパスワードをご利用ください。

（2）サービス・画面表示内容の変更について
変更項目
ご利用口座

金融情報照会
（U-LINE ご利用の場合）

変更内容
普通預金、当座預金、定期預金、通知預金
※別段預金、貯蓄預金、納税準備預金はご利用いただけません。

金融情報照会サービスの提供は終了いたします。
外国為替相場は以下 URLでご確認いただけます。
https://www.bk.mufg.jp/ippan/gaitame/index.html

残高画面表示
振込・振替取引結果
（照合表）

「残高」と「資金化残高」で表示します。
BizSTATION の画面でご確認いただけますので郵送での
お知らせはございません。

（3）移行手続時のご注意点
①初期設定
BizSTATION のご利用には、初期設定が必要です。 新規申込後に送付する「ご利用ガイド」
に沿って利用者情報やパスワードなどを設定したうえでご利用をお願いいたします。
②登録情報の移行操作
振込先口座情報、ご利用限度額などは初回ご利用時に登録が必要です。
「せるふバンク」、「U-LINE Xtra」などの専用ソフトに登録している振込先口座、限度額等の
情報はお客さまにて移行操作が必要になりますのでご対応をお願いします（書面による事前の
届出は不要です）。
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ご案内スケジュールについて

以下のとおりご案内を実施しております。

２０２１年

6 月以降順次

 続テストについて（詳細）
接
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

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
h ttps://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
h ttps://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）

2022 年 6 月版
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