
冊子番号 16

外為取引共通

サービス内容変更の
お知らせ
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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】
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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

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

本冊子

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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サービスのご案内（外為取引）3
基本サービス

追加サービス

2021年9月提供開始サービス

複数金融機関との接続をご希望のお客さま向け
（接続する金融機関ごとに契約が必要です）

内容については、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］」をご覧ください。

仕向送金
被仕向送金

外為サービス

輸出ドキュメンタリー
輸入ドキュメンタリー
外貨預金
外為取引明細通知
※�2021年9月に「外為利息手数料一覧」に名称変更

為替予約締結
為替予約期日変更

FOREXサービス

リーブオーダー
為替予約明細照会

※�上記メニューは、FOREXサービスをご契約
いただくことでご利用いただける機能です。

BizSTATION外為サービス

※�既存の外為取引明細通知サービスは、「外為利息手数料一覧」に名称を変更いたしました。
既存の外為取引明細通知サービスの提供内容は不変です。

外為取引通知
・外貨預金入出金明細
・外為取引明細（会計性）
・外為取引明細（非会計性）
・外国為替関連情報　＊直物相場/直物相場・先物相場・輸出入金利

仕向送金受付

外為取引通知

全銀ADP外為サービス

輸入信用状受付

・外貨預金入出金明細
・外為取引明細（会計性）
・外為取引明細（非会計性）
・外国為替関連情報　＊直物相場/直物相場・先物相場・輸出入金利

仕向送金受付

外為取引通知

全銀VALUX外為サービス

※�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。また利用可能な
機能についてはあらかじめご利用予定のソフト・サービス提供元にご確認ください。

※当行からのソフト提供はいたしませんのでソフト上での相場情報の参照はできなくなります。
　当行ホームページをご利用ください。

輸入信用状受付

・外貨預金入出金明細
・外為取引明細（会計性）
・外為取引明細（非会計性）
・外国為替関連情報　＊直物相場/直物相場・先物相場・輸出入金利



5

※1　�毎月第2土曜日は21：00～翌8：00までご利用いただけません。
※2　�祝日が日曜日の場合は通常の日曜日と同様にご利用になれます。また、振替休日はご利用になれません。�

（FOREXサービスについては、12月31日もご利用になれません）
※3　�お取引や操作の種類によってご利用いただけない時間帯がございます。くわしくは、お取引店へご照会ください。�

なお、外貨預金の振替で相場区分にSPOTを指定するお取引については、当行公表相場の公示後からとなります。
※4　�FOREXサービスはお取引内容によってご利用いただけない時間帯もございます。

8：00〜23：55※1

（1月1日～3日、5月3日～5日、祝日を除きます※2）

以下のお取引のサービスご利用時間については下記の通りとなります。

取引の種類 月〜金 土・日

外為サービス 8：00〜23：55※3

FOREXサービス 8：30〜21：00※4 ご利用になれません

ご利用時間4

各サービスの承認締切時間
取引の種類 締切時間

外
為
サ
ー
ビ
ス

仕向送金 送金指定日の前営業日19:00まで※1

被仕向送金の入金指図 23:55まで（銀行営業日16:00以降および土日は翌営業日扱い）

輸出取立手形の入金予約・入金指図 19:00まで※2（銀行営業日15:00以降の入金指図は翌営業日扱い）

輸出OA債権買取依頼 買取希望日の前営業日16:00まで

輸入L/C発行・条件変更依頼 発行希望日または変更希望日の前営業日21:00まで

輸入手形決済指図 決済指定日の前営業日19:00まで※2

外貨預金の振替 15:00まで※2

全
銀
A
D
P
・

全
銀
V
A
L
U
X

サ
ー
ビ
ス

仕向送金 送金指定日の前営業日19:00まで※3

輸入L/C発行・条件変更依頼 発行希望日または変更希望日の前営業日21:00まで

※1　�通貨によって承認締切時間が異なります。
※2　�土曜日・日曜日は実行/承認操作をご利用いただけません。
※3　�通貨によっては承認締切時間が変更になる場合やお取り扱いできない場合がございます。�

くわしくは冊子番号16-02ご参照、もしくはお取引店にご照会ください。
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※1　24時間サービスは、契約料金/基本料金が無料でご利用いただけます。
※2　ワンタイムパスワードカードの紛失等により再発行を行う際は、再発行料金1,650円がかかります。なお、ワンタイムパスワー

ドカードの定期交換を行う際は、新しいカードを自動で発行しますので、再発行のお手続は不要です。

基本サービスご利用料金
BizSTATIONのお申し込みにより、以下の料金（「基本料金（月額）」「追加ID料金」）がかか
ります。基本サービスに加えて、外為サービスのメニューを追加された場合は次ページの
追加料金がかかります。

基本サービスご利用料金（消費税込）

契約料金 基本料金
（月額）

追加ID料金
ワンタイムパスワード
カード発行料金利用者ID

5件以下
利用者ID
5件超

基本サービス※1 無料 1,760円 無料
5件を超える

利用者ID�1件につき
220円/月

無料※2

ご利用料金5
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FOREXサービスの追加ご利用料金
契約料金 基本料金（月額）

FOREXサービス 無料 無料

・サービスのご利用実績にかかわらず、お申し込みにより料金がかかります。
・�お取引内容に応じ、外国為替手数料など別途手数料がかかります。
・�移行に伴い、サービスご利用料金の無料期間が通常と異なります。詳細は改めてご案内します。
・�最新の情報は以下URLでご確認ください。�
https://corporate.bk.mufg.jp/biz/servicein/ryoukin.html

ご注意

※1　「外為サービス」初回お申し込み時のみ対象となります。すでにいずれかのメニューを利用しているお客さまが、他のメニュー
を追加する場合は新たな料金はかかりません。

※2　既存の外為取引明細通知サービスは、2021年9月より外為利息手数料一覧に名称を変更いたしました。
※3　外為取引通知サービスの従量料金は、ダウンロード実施の有無にかかわらず発生した明細数分かかります。
※4　外為取引通知サービスの「外国為替関連情報」は、従量料金はかかりません。
※5　消費税込で円未満の端数は切り捨てとなります。
※6　全銀サービスでは「全銀ADP外為サービス」、「全銀VALUX外為サービス」のいずれか1つをご選択いただけます。
※7　「全銀ADP外為サービス」、「全銀VALUX外為サービス」では、お客さまセンター確認コード2件目からは1件につき追加

で22,000円がかかります。

基本サービスご利用料金に加え、追加でお申し込みされたサービスごとに、以下の料金�
（「契約料金」「基本料金（月額）」「従量料金」）がかかります。

当行直接接続 契約料金 基本料金（月額） 従量料金

外為サービス

仕向送金

16,500円※1

2,750円 -

被仕向送金 2,750円 -

輸出ドキュメンタリー 2,750円 -

輸入ドキュメンタリー 5,500円 -

外貨預金 2,750円 -

外為利息手数料一覧※2 無料 -

外為取引通知 2,750円 1明細あたり5.5円※3※4※5

外部接続
全銀ADP外為サービス※6 220,000円 22,000円※7 1明細あたり5.5円※3※4※5

全銀VALUX外為サービス※6 22,000円 22,000円※7 1明細あたり5.5円※3※4※5

追加サービスご利用料金

外為サービスの追加ご利用料金（消費税込）
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BizSTATIONへの移行手続前のご確認6
移行には「BizSTATION新規申込」と「CAMS・U-LINEサービス解約」のお手続が必要です。
詳細は、冊子番号10をご確認ください。
また動作環境やセキュリティについても冊子番号10に掲載しております。

＊BizSTATIONのサービス指定口座
・各種外為取引（外貨預金サービスを除く）の資金決済口座としてご利用いただける「サー
ビス指定口座」は、代表口座と同一店番・同一取引先番号のご本人名義の口座です。
・外貨預金をサービス指定口座に追加する場合には、ご本人名義口座に限り登録が可
能です。
・ご本人名義の別の取引先番号のご利用については、取引先番号ごとに
BizSTATIONのご契約が必要です。

＊全銀ADP外為サービス、全銀VALUX外為サービスへ移行されるお客さま
・関連会社名義等のご利用については、関連会社名義等ご本人のBizSTATIONの
ご契約が必要です。
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・受信いただく
場合は、関連会社名義等からご依頼いただく事前のお手続が必要となります。

ご留意点
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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）


