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1

「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



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】

2



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
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

本冊子

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

3



データ送信用レコード・フォーマット3

〇ファイル構成について
◦ファイルの作成単位：
依頼データの「サイクル番号」単位に作成してください。
◦レコード構成：
依頼データがシングルヘッダーの場合、マルチヘッダーの場合で、それぞれ例1、例2の通りです。
データ照合ファイルのデータ・レコードは、依頼データのヘッダー数分作成してください。

（1）データ照合…レコード・フォーマット
〇ファイル名　＊XXはサイクル番号
データ照合(給与振込(民間))：50209111XX00
データ照合(賞与振込(民間))：50209112XX00
データ照合(総合振込)：50209121XX00
データ照合(荷為替輸入信用状発行依頼)：50209428XX00
データ照合(外国送金依頼)：50209435XX00
データ照合(株式配当金振込)(振込代理事務)：50209141XX00
データ照合(年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込)(振込代理事務)：50209143XX00
データ照合(医療保険の給付金振込)(振込代理事務)：50209145XX00
データ照合(法人地方税)：50009176XX00
データ照合(預金口座振替（依頼明細))：50209191XX00
データ照合(特別徴収地方税)：50009199XX00

〇データ照合について
◦承認方法が「データ照合」のお客さまのみがご利用いただけます。
◦�依頼データ（総合振込などの依頼データファイル）の送信完了後、データ照合ファイルを�
送信いただくことで、依頼データの照合（承認）を行うことができます。
◦データ照合は、依頼データ送信の当日のみ可能です（翌日以降はデータ照合できません）。
◦依頼データの送信と同じ「お客さまセンター確認コード」をご使用ください。
◦�未照合の依頼データは、依頼データ送信の当日のみ取消データを送信いただくことで、取消
可能です。取消する場合のセット内容は「①ヘッダー・レコード」の項番６をご覧ください。
◦�未照合の依頼データについてのご連絡は当行からは行いませんので、お客さま自身で依頼デー
タ送信完了後ただちにデータ照合ファイルを送信してください。

4



例1　依頼データがシングルヘッダーの場合
依頼データ 照合データ

ヘッダー データ データ トレーラ エンド ヘッダー データ トレーラ エンド

項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 1：ヘッダー・レコード

2 種別コード N 2

11：給与振込（民間）
12：賞与振込（民間）
21：総合振込
28：荷為替輸入信用状発行依頼
35：外国送金依頼
41：株式配当金振込
43：年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込
45：医療保険の給付金振込
76：法人地方税
91：預金口座振替（依頼明細）
99：特別徴収地方税

3 伝送日 N 8 依頼データを送信した日付
YYYYMMDD(年(西暦)･月･日)

4 伝送サイクルコード N 2 依頼データを送信したサイクル番号

5 照合識別コード C 6
お申し込みの照合識別コード（6桁）
取消実施区分が“1”（取消実施）の場合、設定は任意とし、設定しない場
合スペース（桁数分）

6 取消実施区分 C 1
依頼データの取消実施有無を設定する。
スペース：照合実施
1：取消実施

7 ダミー C 100 スペース（桁数分）

120

①ヘッダー・レコード

ヘッダー1

例2　依頼データがマルチヘッダーの場合
依頼データ

照合データ

ヘッダー データ データ トレーラ ヘッダー データ トレーラ ヘッダー データ トレーラ エンド

ヘッダー データ データ データ トレーラ エンド

ヘッダー1 ヘッダー2 ヘッダー3

ヘッダー1分 ヘッダー2分 ヘッダー3分

ヘッダー1分

5



項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 2：データ・レコード

2 指定日 N 4 依頼データの指定日　MMDD(月・日）＊1
荷為替輸入信用状発行依頼の場合、スペース（桁数分）

3 委託者コード N 10 依頼データの委託者コード（10桁）＊1

4 合計件数 N 6

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、預金口座振替（依頼明細）、
法人地方税、振込代理事務で使用。
依頼データのトレーラ・レコードの合計件数をセット＊1

特別徴収地方税、外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼の場合、ス
ペース（桁数分）

5 合計金額 N 12

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、
特別徴収地方税、預金口座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務
で使用。
依頼データのトレーラ・レコードの合計金額をセット＊1

外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼の場合、スペース（桁数分）

6 合計件数2 N 10

特別徴収地方税、外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
依頼データのトレーラ・レコードの合計件数をセット＊1

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、預金口座振替（依頼明細）、
法人地方税、振込代理事務の場合、スペース（桁数分）

7 本体情報総件数 N 10

外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
依頼データの本体情報総件数をセット
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、
預金口座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務の場合、スペース
（桁数分）

8
本体情報総件数
（内発行依頼分の総
件数）

N 10

荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
依頼データの本体情報総件数（内発行依頼分の総件数）をセット
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、
預金口座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務、外国送金依頼の
場合、スペース（桁数分）

9
本体情報総件数
（内条件変更依頼分の
総件数）

N 10

荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
依頼データの本体情報総件数（内条件変更依頼分の総件数）をセット
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、
預金口座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務、外国送金依頼の
場合、スペース（桁数分）

10 ダミー C 47 スペース（桁数分）

120

②データ・レコード

6



○文字コードは「JISコード」もしくは「EBCDICコード」（半角文字のみ、全角文字は使用不可）です。
○属性　N：数字　C：文字　桁数はバイト数です。
半角文字は1文字あたり1バイトになります。

＊１　依頼データごとの該当項目は、以下の表をご参照ください。

③トレーラ・レコード

④エンド・レコード

項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 8：トレーラ・レコード

2 ダミー C 119 スペース（桁数分）

120

項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 9：エンド・レコード

2 ダミー C 119 スペース（桁数分）

120

サービス
指定日（MMDD:4桁） 委託者コード（10桁） 合計件数（6桁） 合計件数２（10桁） 合計金額（12桁）

該当項目
（ヘッダー） 桁数 該当項目

（ヘッダー） 桁数 該当項目
（トレーラ） 桁数 該当項目

（トレーラ） 桁数 該当項目
（トレーラ） 桁数

総合振込 取組日 4 振込依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

給与振込
（民間）、
賞与振込
（民間）

振込指定日 4 会社コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

振込代理
事務 支払開始日 4 依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

特別徴収
地方税

納期限�
（納付指定日）＊２ 6 委託者コード

（依頼人番号） 10 － －
合計件数

（合計税額・�
合計件数）＊3

7
合計金額

（合計税額・�
合計金額）＊4

11

法人地方税 納期限＊２ 6 依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

預金口座
振替�

（依頼明細）
引落日 4 委託者コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

外国送金
依頼 送金指定日 4 送金依頼人コード 10 － － データ・レコード

総件数 10 － －

荷為替輸入�
信用状�
発行依頼

－ － 会社コード 10 － － データ・レコード
総件数 10 － －

＊2　依頼データの値の下4桁（MMDD）をセット
＊3　依頼データの値（7桁）を右詰め残り前「０」の10桁でセット
＊4　依頼データの値（11桁）を右詰め残り前「０」の12桁でセット
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（2）データ照合…受付状況照会…レコード・フォーマット
〇ファイル名　＊XXはサイクル番号（01固定）
データ照合　受付状況照会(給与振込(民間))：50208111XX00
データ照合　受付状況照会(賞与振込(民間))：50208112XX00
データ照合　受付状況照会(総合振込)：50208121XX00
データ照合　受付状況照会(荷為替輸入信用状発行依頼)：50208428XX00
データ照合　受付状況照会(外国送金依頼)：50208435XX00
データ照合　受付状況照会(株式配当金振込)(振込代理事務)：50208141XX00
データ照合　受付状況照会(年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込)(振込代理事務)：50208143XX00
データ照合　受付状況照会(医療保険の給付金振込)(振込代理事務)：50208145XX00
データ照合　受付状況照会(法人地方税)：50008176XX00
データ照合　受付状況照会(預金口座振替（依頼明細))：50208191XX00
データ照合　受付状況照会(特別徴収地方税)：50008199XX00

〇ファイル構成について
◦�ヘッダー・レコードの作成単位：
　照会対象の依頼データの「伝送日」、「サイクル番号」単位で作成されます。
◦出力順：
「伝送日」の降順、「サイクル番号」の降順です。
◦データ・レコードの構成：
照会対象の依頼データがシングルヘッダーの場合は１レコードで、マルチヘッダーの場合は複数
レコードで構成されます。
◦出力対象：
所定の保存期間内の依頼データ全量が照会対象となります。

◦照会対象の依頼データが０件の場合：
データ・レコードは、作成されません。

<0件時のファイル構成>

ヘッダー トレーラ エンド

8月2日（サイクル02）

ヘッダー データ データ トレーラ ヘッダー データ トレーラ ヘッダー データ トレーラ エンド

8月2日（サイクル01） 8月1日（サイクル01）
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項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 1：ヘッダー・レコード

2 金融機関コード N 4 0005：三菱UFJ銀行

3 加入者コード N 14 お客さまセンター確認コード

4 ファイル名 C 12 照会対象の依頼データのファイル名＊１

（下4桁は、「0000」）

5 依頼データ伝送日時 N 12
照会対象の依頼データの送信日時
YYYYMMDDhhmm（年(西暦)・月・日・時・分)
照会対象の依頼データが0件の場合、オール0

6 依頼データ伝送�
サイクルコード N 2 照会対象の依頼データのサイクル番号

照会対象の依頼データが0件の場合、「00」固定値

7 照会日時 N 12 受付状況の照会日時
YYYYMMDDhhmm（年(西暦)・月・日・時・分)

8 照会回数 N 2 照会日付単位の照会回数

9
当方センター確認
コード

N 14 銀行センター確認コード

10
相手センター確認
コード

N 14 お客さまセンター確認コード

11 受付状態 N 1

照会対象の依頼データの受付状態を設定
0：未照合
1：照合済
3：取消済
9：照合時限切れ
照会対象の依頼データが0件の場合、スペース（桁数分）

12 照合時限日時 N 12

受付状態が「１」（照合済）の場合、照合日時
受付状態が「３」（取消済）の場合、取消日時
受付状態が「０」（未照合）、「９」（照合時限切れ）の場合、依頼データ送信
日の23：55（実際の時限に関わらず依頼データ送信日のサービス終了時間が
セットされます）
YYYYMMDDhhmm（年（西暦）・月・日・時・分）
照会対象の依頼データが0件の場合、オール0

13 ダミー C 20 スペース（桁数分）

120

①ヘッダー・レコード
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項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 2：データ・レコード

2 サブファイル通番 N 5
照会対象の依頼データのサブファイル通番＊2

（該当ヘッダー配下内でのデータ・レコードの通番）
右詰め残り前「0」

3 委託者コード N 12 照会対象の依頼データに設定されている委託者コード
委託者コード(10桁)＊3＋スペース（2桁）

4 指定日 N 4

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、預金口
座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務、外国送金依頼で使用。
照会対象の依頼データに設定されている指定日　MMDD(月・日)＊3
荷為替輸入信用状発行依頼の場合、スペース（桁数分）

5 合計件数 N 6

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、預金口座振替（依頼明細）、
法人地方税、振込代理事務で使用。
照会対象の依頼データに設定されている合計件数＊3
特別徴収地方税、外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼の場合、オール0

6 合計金額 N 12

総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、預金口
座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務で使用。
照会対象の依頼データに設定されている合計金額＊3

外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼の場合、オール0

7 受付状態 N 1

照会対象の依頼データの受付状態
0：未照合
1：照合済
3：取消済
9：照合時限切れ

8 照合時限日時 N 12

受付状態が「１」（照合済）の場合、照合日時
受付状態が「３」（取消済）の場合、取消日時
受付状態が「０」（未照合）、「９」（照合時限切れ）の場合、依頼データ送信
日の23：55（実際の時限に関わらず依頼データ送信日のサービス終了時間が
セットされます）
YYYYMMDDhhmm（年（西暦）・月・日・時・分）

9 合計件数2 N 10

特別徴収地方税、外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
照会対象の依頼データに設定されている合計件数＊3
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、預金口座振替（依頼明細）、
法人地方税、振込代理事務の場合、スペース（桁数分）

10 本体情報総件数 N 10

外国送金依頼、荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
照会対象の依頼データに設定されている本体情報総件数
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、預金口
座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務の場合、スペース（桁数分）

11
本体情報総件数
（内発行依頼分の
総件数）

N 10

荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
照会対象の依頼データに設定されている本体情報総件数（内発行依頼分
の総件数）
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、預金口
座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務、外国送金依頼の場合、
スペース（桁数分）

12
本体情報総件数
（内条件変更依頼分
の総件数）

N 10

荷為替輸入信用状発行依頼で使用。
照会対象の依頼データに設定されている本体情報総件数（内条件変更依
頼分の総件数）
総合振込、給与振込（民間）、賞与振込（民間）、特別徴収地方税、預金口
座振替（依頼明細）、法人地方税、振込代理事務、外国送金依頼の場合、
スペース（桁数分）

13 ダミー C 27 スペース（桁数分）

120

②データ・レコード
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○文字コードは「JISコード」もしくは「EBCDIC」（半角文字のみ、全角文字は使用不可）です。
○属性　N：数字　C：文字　桁数はバイト数です。
半角文字は1文字あたり1バイトになります。

＊1　出力されるファイル名は、以下の通りです。下4桁は「0000」となります。
　給与振込(民間)：502001110000
　賞与振込(民間)：502001120000
　総合振込：502001210000
　荷為替輸入信用状発行依頼：502004280000
　外国送金依頼：502004350000
　株式配当金振込(振込代理事務)：502001410000
　年金信託契約に係る年金・一時金給付金振込(振込代理事務)：502001430000
　医療保険の給付金振込(振込代理事務)：502001450000
　法人地方税：500001760000
　預金口座振替（依頼明細)：502001910000
　特別徴収地方税：500001990000

＊2　�照会対象の依頼データに複数のヘッダー・レコードがある場合は、ヘッダー・レコードからその配下のトレーラ・レコード�
までのサブファイル通番をセットします。

＊3　依頼データごとの該当項目は、以下の表をご参照ください。

＊4　依頼データの値の下4桁（MMDD）をセット
＊5　依頼データの値（7桁）を右詰め残り前「０」の10桁でセット
＊6　依頼データの値（11桁）を右詰め残り前「０」の12桁でセット

③トレーラ・レコード

④エンド・レコード

項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 8：トレーラ・レコード

2 データ・レコード件数 N 5 データ・レコードの件数をセット
照会対象の依頼データが0件の場合、オール0

3 ダミー C 114 スペース（桁数分）

120

項番 項目名 属性 桁数 項目内容

1 データ区分 N 1 9：エンド・レコード

2 ダミー C 119 スペース（桁数分）

120

サービス
指定日（MMDD:4桁） 委託者コード（10桁） 合計件数（6桁） 合計件数２（10桁） 合計金額（12桁）

該当項目
（ヘッダー） 桁数 該当項目

（ヘッダー） 桁数 該当項目
（トレーラ） 桁数 該当項目

（トレーラ） 桁数 該当項目
（トレーラ） 桁数

総合振込 取組日 4 振込依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

給与振込
（民間）、
賞与振込
（民間）

振込指定日 4 会社コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

振込代理
事務 支払開始日 4 依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

特別徴収
地方税

納期限�
（納付指定日）＊4 6 委託者コード

（依頼人番号） 10 － －
合計件数

（合計税額・�
合計件数）＊5

7
合計金額

（合計税額・�
合計金額）＊6

11

法人地方税 納期限＊4 6 依頼人コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

預金口座
振替�

（依頼明細）
引落日 4 委託者コード 10 合計件数 6 － － 合計金額 12

外国送金
依頼 送金指定日 4 送金依頼人コード 10 － － データ・レコード

総件数 10 － －

荷為替輸入�
信用状�
発行依頼

－ － 会社コード 10 － － データ・レコード
総件数 10 － －
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14

以下のとおりご案内を実施しております。

ご案内スケジュールについて

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）


