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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

10-02
本冊子

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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（VALUX)サービス」
3 「ANSER-SPC
「ANSER-HT(VALUX)サービス」メニュー
残高照会 · 明細照会
メニュー（ANSERサービスコード）

残高照会

当日・前日・前月末残高照会
（10）
当日残高照会（11）
前日残高照会（12）
前月末残高照会（13）

ご利用口座（照会口座）
普通預金
当座預金
定期預金（当日残高のみ）

振込照会（２１）
明細照会（振込入金）

当日分振込再照会（３１）
前日分振込再照会（４１）

普通預金
当座預金

前々日分振込再照会（５１）

明細照会
（預金入出金）

入出金明細照会
日付指定なし（２４）

日付指定あり
（２７）
入出金明細再照会
日付指定なし（３４）

日付指定あり
（３７）

普通預金
当座預金
定期預金

※通知預金、納税準備預金はご利用いただけません。
※明細照会可能期間は 30 銀行営業日以内です。
※全 取引［振込・取立・自動引落し］照会、取立照会、自動引落し照会、入金明細照会、出金明細照会は
ご利用いただけません。

4

振込 · 振替
メニュー（ANSERサービスコード）

振込・振替

振込・振替（登録方式）
日付指定なし（７１）
・日付指定あり
（７６）
振込・振替依頼取消（７９）

ご利用口座（資金引落口座）

普通預金
当座預金

振込・振替照会（７３）
※通知預金、納税準備預金はご利用いただけません。

ご注意

以下のお取引を行う場合は BizSTATION にログインし、「基本サービス」メニューをご利
用ください（「ANSER-SPC(VALUX) サービス」、「ANSER-HT(VALUX) サービス」で
はお取引できません）。
①「振込・振替（都度指定 ※ ）」
②「通知預金の入金・支払」
※振込・振替先の事前登録が不要なお取引
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動作環境

（1）VALUX
ご利用のパソコンに導入する「VALUX 対応ソフト」
（専用ソフト、クラウドサービスなど）
が必要です。 各製品の動作環境はご提供元にご確認ください。なお、当行とのサービス
契約に加え株式会社 NTT データとの「VALUX 接続に関する契約」が必要です。
【ご参考】VALUX サービス内容について
https://valux.ne.jp/
（2）BizSTATION
振込振替照合表や月間基本料金などは、当行ホームページからBizSTATION にログイ
ンしてご確認ください（当行直接接続の画面）。ご利用には当行指定の 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を以下 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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CAMS・U-LINEサービスから移行時の主な変更内容について

（1）サービス内容・操作・画面表示などの変更について
変更項目

変更内容
BizSTATION「ANSER-SPC(VALUX）サービス」と
「ANSER-HT(VALUX）サービス」の接続では「0015」

接続銀行番号

を設定してください。
CAMS・U-LINEサービスでご利 用 いただいている
「0005」、「0008」はご利用いただけません。

預金科目コード

以下の通り「２桁」で設定してご利用ください。
普通預金「01」、当座預金「02」、定期預金「06」

暗証番号、振込振替暗証番号

移行手続時に改めてお届出いただく
「固定番号」をご利
用ください。

ご利用口座の表示

ご利用口座のお取引店、口座名義は漢字表示となります。

残高照会

・
「残高」または「貸越残高」、金額内訳として「残高中
他店券」を表示します。
・前日残高の基準が「前銀行営業日２４：00」から「前日
（暦日）24：00」になります。
・預金入出金の摘要欄の表示内容が一部変更となりま
す。CAMS、U-LINEのいずれかで表示されていた内

明細照会
（振込入金・預金入出金）

容が追加されます。
・
「振込依頼人番号」
と
「依頼人名」の間は「スペース
（1桁）
」
を入れて表示します。
・日付は勘定日と起算日を示します。 勘定日には平日
19 時以降および土日祝日に発生した取引は、翌銀行
営業日が表示されます。
・
「取引番号」は、お取引明細の勘定日ごとの通番（001
	〜 999、999に達するとA00 〜 Z99）
となります。
・配当金、年金、給与、賞与の振込入金が発生した場
合は、
「振込入金」にも表示されます。
・残高が14桁以上の場合はオール「9」
を表示します。※1
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変更項目

変更内容
・
「入払摘要コード」が変更となります※ 2。
・振込振替の受付番号は、操作日の通番となります。
・振 込振替取引結果（照合表）は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いた

振込振替取引

しません。

振替取引

・
「サービス指定口座」※ 3としてお届出いただいた口座
間のお取引のみが振替取引の対象となりますので、
事前
のお届出をお願いいたします。
・振 替取引ではEDI 情報（振込メッセージ）
を設定いた
だけません（取引エラー）
。サービス指定口座間のお
取引にEDI 情報を設定する場合は、BizSTATIONへ
ログインし、「基本サービス」
（振込メニュー）でお取引
ください。

同一口座のご利用

１契約で、ご利用口座に同一口座を重複してお届出い
ただくことはできません。契約を分けてご利用ください。

ANSER-SPCとANSER-HTの
同時利用

1つのBizSTATION 契約で「ANSER-SPC（VALUX）
サービス」と「ANSER-HT（VALUX)サービス」の両方
をご利用いただくことはできません。２つのご契約をお願
いします。

※1

※2

明 細の「金額」が 12 桁以上の場合は、金額は下 11 桁分のみ表示し振込人名または摘要欄に「キンガク△ケタアフ
レ△アリ. △」
（△はスペース）を表示します。
（ゼロ）を表示します。
「振込合計」、「入金合計」、「出金合計」が 14 桁以上の場合はオール「0」
振込振替の入払摘要コード
当日取引

予約取引

取引
引落口座

※3
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入金口座

引落口座

入金口座

振替

５２１
（振替Ｂ
Ｉ
Ｚ）

５２１
（振替Ｂ
Ｉ
Ｚ）

５２１
（振替Ｂ
Ｉ
Ｚ）

５２１
（振替Ｂ
Ｉ
Ｚ）

振込（本支店）

５２２
（振込ＢＺ１）

５２２
（振込ＢＺ１）

５２２
（振込ＢＺ１）

２６２
（振込２）

振込（他行）

５２３
（振込ＢＺ２）

５２３
（振込ＢＺ２）

 izSTATION でお取引をする口座です。 代表口座と同一名義または同一法人の本社・支社・支店等の名義の口
B
座に限ります。

（２）移行手続前のご確認
①移行時に改めて当行へお届出が必要な内容について
「CAMS・U-LINE サービス」でご利用いただいていた暗証番号、振込先情報などは
「ANSER-SPC（VALUX）サービス」、「ANSER-HT（VALUX）サービス」をお申込み
の際に改めてお届出が必要です。
【改めて当行へお届出が必要な内容】
暗証番号、振込振替暗証番号、資金移動取引口座別上限金額（出金限度額）、ご利用
口座（資金引落口座）※ 4、振込（振替）先口座情報、登録（受取人）番号など
一部、これまでと違うご利用方法 ※ 5 になる場合もありますので、ご了承ください。また、
VALUX 対応ソフトなどへの登録も併せてご対応をお願いします。
②「振込・振替（都度指定 ※ 6）」、「通知預金の入金・支払」お取引について
BizSTATION へログインいただき、基本サービスの「振込・振替」メニューをご利用ください。
また、移行手続後に送付する「ご利用ガイド」に沿って利用者情報などの初期設定を行っ
たうえでご利用ください。
※ 4 「 加入者番号」でのご利用は終了となります。ご利用口座の「口座番号」でご利用ください。
※ 5 一 例として U-LINE サービスでご利 用されている「 可 変の承 認 番 号 」は「 固 定の暗 証 番 号 」をご利 用いただく方 法
に変更となります。
※ 6 振 込・振替先の事前登録が不要なお取引
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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

10

