冊子番号 10-03

BizSTATION
「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」
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

2

2

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

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

10-01

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

10-02

「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

10-03
本冊子

10-04

15-01

15-02

15-03

「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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サービスメニュー

当行ホームページからログインしてご利用いただくサービスです（直接接続）。
株式会社 NTT データとの VALUX サービス契約や VALUX 対応ソフト等は必要ありません。
ご利用いただきやすい料金になっています。

総合 / 給与振込サービス
総合振込・給与賞与振込
・最大 10,000 件の振込先を事前に登録可能
（CAMS・U-LINE Xtra で総合振込・給与振込をご利用中の場合でも、サポートツールで
簡単に移行できます）※ 1
・自社で作成している任意のデータを変換ツールで取込可能
・振込手数料「先方負担」の場合、振込金額を自動で差引計算※ 2
・最大 100 件の振込データを 1 回の操作でまとめて承認可能
・最新の金融機関名、支店名で振込データのエラーを事前にチェック※ 3
・承認済みの振込データをサービス画面上で取消可能※ 4
※ 1 一部のサービスおよび商品ではご利用になれない場合があります。
※ 2 「先方負担手数料」は「入力金額」に対する申請完了時点での「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を振込金額とします。
※3 A
 TMとは異なり、「口座番号」
「口座名」については確認をしておりませんのでご注意ください。
※ 4 取消操作は、当行所定の締切時間までに行ってください。

特別徴収地方税納入
特別徴収地方税の納入ができます。社内システムや会計ソフトで作成したデータも
利用できます。

・500 件までの納入データをまとめて送信
・送信した納入データは、コピーして再利用可能
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取引通知サービス
・振込入金明細、入出金明細を全銀フォーマットや CSV 形式でダウンロード可能
・金額や振込依頼人名等で条件を指定し、取引明細表を作成

振込入金メール通知サービス
・口座に振込があったことをメールでお知らせ
・通知間隔は「都度」、「当日 1 回」、「当日 2 回」、「翌日 1 回」から選択可能

口座振替サービス
・一度に 40,000 件の口座振替データ送信が可能
・口座振替の結果をパソコンにダウンロード

ご参考

・ご利用料金、時間などは冊子番号 10「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］」でご確認ください。
・サービスメニューの詳細は、以下 URLでご確認いただけます。
https://corporate.bk.mufg.jp/biz/biz.html

・以下のサービスは、2023 年 12月で提供を終了（予定）いたします。ご了承ください。
【U-LINE サービス】
「訂正上手」、
「代金取立手形明細通知」、
「振り分け上手」、
「公共料金支払管理サー
ビス（事後管理版）」
【CAMS・U-LINE サービス】
「借入金残高通知」
・パソコンデータ変換サービス「よみかえ上手」は代替のソフトをBizSTATIONでご提供し
ております。
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動作環境

BizSTATION 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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移行時の変更内容について

（1）サービス共通のセキュリティ
変更項目
伝送パスワード
ファイルアクセスキー
応答番号（応答符号）
データ送信後の承認、
取消、受付確認

変更内容
BizSTATIONご利用前に設定する利用者単位の取引認証方法、
「取引実行パスワード」や「ワンタイムパスワード」
をご利用ください。
BizSTATIONにログイン後の「承認」や「受付明細照会」をご
利用ください。

※専用書式のFAX 送信、処理依頼データ送信（CAMS）
、パソコン承認（U-LINE）
による承認受付は終了します。

（2）総給振・特別徴収地方税
変更項目

変更内容
BizSTATIONご契約名義の普通預金、当座預金をご利用ください。

資金引落口座
全銀ファイルから取り込む
場合の振込データチェック
仕様

※納税準備預金はご利用いただけません。
※関連会社名義の口座などから資金引落を希望される場合は、口座名義ごとの
BizSTATIONの契約が必要です。

「旧銀行情報」などを設定している場合はエラーとなります（エラー
となった振込先明細、金額などは、操作画面上で修正や削除を
して送信することができます）
。

（3）口座振替、結果確認
変更項目
委託者コードのご名義

変更内容
BizSTATIONご契約名義の委託者コードをご利用ください。

※関連会社名義などの委託者コードを利用される場合は、ご名義ごとに
BizSTATIONの契約が必要です。

（4）取引通知
変更項目

変更内容
普通預金、当座預金

ご利用口座

※定期預金、通知預金、貯蓄預金、積立定期預金、納税準備預金はご利用いた
だけません。

明細取得単位

※ CAMS・U-LINEの「ご契約単位」と違い、複数利用者（ID）が取得すると明細が
重複する場合がありますので事前にご確認ください。

口座の並び順
「翌日一括」取得基準
「摘要」設定内容

利用者 ID 単位で明細を取得できます。

普通預金「１」
、当座預金「２」の順（全銀フォーマット「預
金科目コード」順）で作成します。
「前日」の基準は勘定日（前営業日 19：00）から暦上日
（24：00）となります。
設定内容が一部変更になります。
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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」
などに沿って利用者情報やパスワードなどをあらかじめ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
CAMS・U-LINE サービスなどでご利用いただいていた振込先口座情報などはお客さまにて
移行操作が必要になりますのでご対応をお願いいたします。
（3）取引通知（明細受信）サービスのデータ確認
CAMS・U-LINE サービスからBizSTATION への移行（併用）期間中は取引通知（明細受
信）サービスの明細をそれぞれのサービスで取得することが可能です。自社システムなどに取
込む際は、適宜重複確認などをお願いいたします。
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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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