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「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

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。

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

使用する用語について

用語 説明
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。

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。
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
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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。

これまでのご案内について1

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

冊子番号 冊子名 記載概要

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）

・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

01-01
BizSTATIONへの移行に�
関するご案内（外部接続概要）

・�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
ビス」、「ANSER-SPC（VALUX）サービス」、
「ANSER-HT(VALUX)サービス」

【これまでにご案内している冊子】



3

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。

（１）国内取引

（２）外為取引

（３）国内・外為取引共通

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2

冊子番号 冊子名 ご確認項目概要 情報共有していただきたい
ご担当先

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］

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

業務

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］

「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 業務

10-02

BizSTATION「ANSER-SPC（VALUX)サー
ビス」「ANSER-HT(VALUX)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］

「ANSER-SPC（VALUX)サービス」「ANSER-HT(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
会、振込・振替について 業務

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］

「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」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
頼について

業務 システム

10-04

本冊子

BizSTATION「全銀ADP円預金サービス」
「全銀VALUX円預金サービス」への移行
について
サービスメニューのご案内
［国内取引］

「全銀ADP円預金サービス」「全銀VALUX円預金サービス」（株
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
（預金）、口座振替（依頼明細・処理結果明細）について

業務 システム

15-01

BizSTATIONへの移行に伴うデータ送信用レ
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」
総合振込・給与賞与振込・特別徴収地方税

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）

システム

15-02

BizSTATIONへの移行に伴うデータ受信用
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」
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
（入出金取引明細、振込入金通知、残高通知（預金））

システム

15-03

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）

レコード・フォーマット（預金口座振替（依頼明細）、預金口座振替
（処理結果明細））

システム

: 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

: 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

業務

システム

冊子番号 冊子名 ご確認項目概要 情報共有していただきたい
ご担当先

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］

外為取引サービス内容変更について
業務

16-01

BizSTATION「外為サービス」への移行および
BizSTATION「全銀ADP外為サービス」「全
銀VALUX外為サービス」への移行について
サービスメニューのご案内
［外為取引］

BizSTATION「外為サービス」メニュー（仕向送金、被仕向送金、
外為取引通知、他）
BizSTATION「全銀ADP外為サービス」「全銀VALUX外為サー
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）

業務 システム

16-02

BizSTATIONへの移行に伴うデータ送受信用
レコード・フォーマットについて
「全銀ADP外為サービス」「全銀VALUX外
為サービス」
［外為取引］

レコード・フォーマット（外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼、
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
替取引明細-非会計性、外国為替関連情報） システム

冊子番号 冊子名 ご確認項目概要 情報共有していただきたい
ご担当先

17

BizSTATIONへの移行に伴うデータ送信用
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」
データ照合・データ照合受付状況照会

レコード・フォーマット（データ照合、受付状況照会）

システム
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サービスメニュー3

・�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。

（1）「全銀ADP円預金サービス」、「全銀VALUX円預金サービス」
では以下のメニューをご利用いただけます。

サービス メニュー

総合/給与振込サービス
総合振込
給与賞与振込
特別徴収地方税

口座振替サービス
口座振替
口座振替結果通知

取引通知サービス
入出金取引明細
振込入金通知
残高通知（預金）

総合/給与振込サービス
オプション

法人地方税
振込口座一括確認
振込不着明細
株式配当金振込
年金・一時金給付金振込
医療保険給付金振込

ファイル送受信サービス
電子記録債権（電手）※１

財形貯蓄（依頼明細）
※１全銀ADP円預金サービスのみご利用いただけます。

（2）BizSTATIONへログインした画面では以下のメニューを併せて
ご利用いただけます。

メニュー お取引
全銀取引状況照会 総合振込、給与賞与振込などデータ送信後の承認や受付状況確認
取引記録 BizSTATIONご契約内容、ご利用料金のご確認

・�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。

ご参考



5

動作環境4
①「AnserDATAPORT」（ADP）および「VALUX」
EDI製品・接続パッケージやVALUX対応ソフト等をお客さまにてご用意ください。
各製品の動作環境はご提供元にご確認ください。
※�ADPをご利用の際は、全銀協標準通信プロトコル（TCP/IP手順・広域IP網）に準拠した通信が必要です。�
この通信に対応した製品であることを併せてご確認ください。
全銀協標準通信プロトコル（ベーシック手順、TCP/IP手順）、JCA手順等ではご利用いただけません。

ご参考（株式会社NTTデータ）
AnserDATAPORTのご利用には、株式会社NTTデータが提供する閉域IP網Connecure
のご契約が必要です。また、VALUXのご利用には、株式会社NTTデータが提供する
VALUXのご契約が別途必要です。詳しくは、以下ホームページをご覧ください。
◦AnserDATAPORT� https://www.adp.ne.jp/
◦Connecure� http://nws.jp.nttdata.com/connecure/
◦VALUX� https://valux.ne.jp/

②BizSTATION
データ送信状況（エラー明細も含む）確認や月間基本料金などは、当行のホームページか
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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5
（1）サービス共通のセキュリティ

変更項目 変更内容

【データ送受信用】
伝送パスワード
ファイルアクセスキー

「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手
続時にお届出いただく内容をご利用ください。
※�これまでと違う内容でご利用いただく場合もありますので、移行手続時にご確認
のうえ、ご利用ください。

【BizSTATION画面操作用】
利用者IDごとのパスワード

データ送信の取引状況確認などでBizSTATIONの画面操作
をご利用いただく際には、利用者単位の電子証明書やワン
タイムパスワードをご利用ください。
※�BizSTATIONご利用前に利用者登録、権限設定などが必要です。

データ送信後の承認

「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手
続時にお届出いただく承認方法をご利用ください。承認方法
は以下①～③のいずれかをお届出いただきます。
①�BizSTATION画面にログイン後の「承認メニュー」（Web
承認）

②�専用フォーマットで作成した「承認データ」を送信（「データ
照合方式」）
③承認なし
※�BizSTATIONへ移行後は専用書式の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。

移行時の主な変更内容について

1伝送あたりの�
データ・レコード件数（取引件数）

1伝送あたりの�
ヘッダー・レコード件数

総合振込、�
給与賞与振込

200,000件※ 4,999件※

口座振替 999,999件※ 999件※

特別徴収地方税、�
法人地方税

5,000件 100件

（2）送信データの受付上限件数について
送信データの受付上限件数は、以下の通りです。
全銀VALUXサービスを利用してレコード件数の多いデータを送信する場合は、VALUXサー
ビスのファイルサイズ上限（24MB）にもご注意ください。

※�全銀VALUXサービスについては、記載の上限件数に加え、株式会社NTTデータのVALUXサービスのファイルサイズ上限
（24MB）があります。
　総レコード件数（ヘッダー・データ・トレーラ・エンドの合計レコード件数）で約209,700件が上限となります。

【受付上限件数】



7

（3）総合振込、給与賞与振込、特別徴収地方税（データ送信）
変更項目 変更内容

お客さまセンター確認コード
銀行センター確認コード

「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手続
時に当行からご案内する内容をご利用ください。

企業コード（依頼人番号）
「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手続
時に当行からご案内する内容をご利用ください。

資金引落口座

BizSTATIONご契約名義の普通預金、当座預金をご利用くだ
さい。また、マルチヘッダーファイル等で関連会社などのお取引
を一括して送信いただく場合は、関連会社などにご承諾いただく
事前のお手続が必要となります。
※�納税準備預金はご利用いただけません。
※�関連会社名義口座などから資金引落を希望される場合は、ご本人のBizSTATION
契約が必要です。

振込データの�
チェック仕様

旧銀行情報など全国銀行協会の金融機関・店舗情報に存在
しなくなった銀行・店舗への振込は、エラーとなります（当行宛
「0008」、「ﾄｳｷﾖｳﾐﾂﾋﾞｼ」などもエラーとなります）。�そのまま
承認した場合は、存在する銀行・店舗への振込のみお取り扱
いいたします。
※「データ・レコードでエラーとなった明細」は対象の件数・金額を削除した合計件数・
金額で受付ます。

　例：100件/50万円分の振込依頼明細のうち、旧銀行情報のためエラーが2件
/5万円分あった場合、98件/45万円分を合計件数・金額として受付ます。

※CAMSサービスのご契約に応じて送付しておりました「総合振込エラー明細一覧表
（RYBF145D）」の送付は終了させていただきます。エラー明細は、データ送信
後BizSTATIONにログインして画面でご確認いただけるようになります。

送信エラーの確認
当行ホームページよりBizSTATIONにログインした画面でエラー
内容をご確認いただけます。

（4）口座振替、結果通知（データ送受信）
変更項目 変更内容

お客さまセンター確認コード
銀行センター確認コード

「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手続
時に当行からご案内する内容をご利用ください。

委託者コード

BizSTATION契約者と同じ委託者の「委託者コード」をご利用
ください。また、マルチヘッダーファイル等で関連会社などのお
取引を一括して送信いただく場合は、関連会社などにご承諾い
ただく事前のお手続が必要となります。
※�関連会社などのご利用については、ご本人のBizSTATION契約が必要です。

結果通知のお客さま
センター確認コード

口座振替依頼明細送信時と同じ「お客さまセンター確認コード」
で処理結果明細を取得してください。
※�別の「お客さまセンター確認コード」で処理結果明細を取得する場合は別途、お届
出が必要です。
※�DVDなどの媒体で依頼した口座振替の処理結果明細は取得できません。
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（5）取引通知（明細データ受信）
変更項目 変更内容

お客さまセンター確認コード
銀行センター確認コード

「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」への移行手続
時に当行からご案内する内容をご利用ください。

通知間隔
通知間隔「日付指定」は、終了させていただきます。移行後は、
「都度」、「翌日一括」（預金残高は「翌日一括」のみ）をご利用
ください。

「翌日一括」
取得基準

「前日」の基準は勘定日（前営業日19：00）から暦上日（24：
00）になります。

ご利用口座

普通預金、当座預金、通知・定期預金（振込入金明細は普
通預金、当座預金のみ）
※�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。
※�外貨預金は、外貨預金入出金明細でご利用いただけます。

口座の並び順
普通預金「1」、当座預金「2」、通知預金「5」、定期預金「6」
の順（全銀フォーマット「預金科目コード」順）で作成します。

・�データ送受信に関する移行時の留意事項詳細は、以下の冊子も併せてご確認をお願い
します。

ご注意

冊子番号 冊子名

15-01
BizSTATIONへの移行に伴うデータ送信用レコード・フォーマットについ
て「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」総合振込・給与賞与
振込・特別徴収地方税

15-02
BizSTATIONへの移行に伴うデータ受信用レコード・フォーマットについ
て「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」入出金取引明細・振
込入金通知・残高通知（預金）

15-03
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）

17
BizSTATIONへの移行に伴うデータ送信用レコード・フォーマットについ
て「全銀ADPサービス」「全銀VALUXサービス」
データ照合・データ照合受付状況照会
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移行手続時のご注意点6
（1）接続テスト
初回送受信までに「接続テスト」の実施をお願いいたします。
具体的な手順は、2021年６月以降順次ご案内しております。
当行ホームページでもご案内しております。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」をご確認ください。

（2）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。

（3）BizSTATIONログインのご準備（当行直接接続の画面）
受付明細の確認や月間基本料金などのご確認にはBizSTATIONへのログインが必要です
（当行直接接続の画面）。
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あらかじめ設定したうえでご利用をお願いいたします。

（4）全銀VALUXサービスをご利用予定のお客さま
「せるふバンク」、「U-LINE�Xtra」に登録してある振込先口座情報などはVALUX対応ソフ
トへの移行操作が必要です。お客さまにてご対応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7
以下のとおりご案内を実施しております。

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

2022年6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）


