
16 

※各画面イメージは開発段階のサンプルであり 

実際とは異なる場合があります。 

2022/4/1 ＃1.0.28 

 

振込・振替・料金払込 

 

 

振込・振替・料金払込 

 

 

 

８．振込・振替・料金払込 
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(１) 振込 

① サービス内容 

        振込資金を引落す口座を利用口座店を仕向店として、指定を受けた振込

先口座への振込を 1 件ごとに行うことができるサービスです。 

 

② サービス時間（振込） 

  月曜 

(祝日含む) 

火曜～土曜 

(祝日含む) 

日曜 

当行本支店宛 

他行宛 

即時扱 7：00-24：00 0：00-24：00 6：00-21：00 

予約扱 0：00-24：00 6：00-24：00 

 ※受取人の取引銀行において 24 時間即時振込を取扱っていない場合や受取人の口座状況によ

り、振込手続を行っても、即時入金にならない場合があります。 

※予約は依頼日の 7 営業日後まで指定可能です。 

 

③ サービス時間（口座確認） 

下記時間帯においては、受取人名が自動表示されます。 

 月曜 

(祝日含む) 

火曜～土曜 

(祝日含む) 

日曜 

当行本支店宛 

他行宛 
7：00-24：00 0：00-24：00 6：00-21：00 

※一部の信用組合など、口座確認に対応していない一部の金融機関へのお振込の場合は 

ご利用いただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．（１）振込 
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④ 入力項目等の詳細 
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項  目 内     容 

振込先の指定方法 サービス画面上で指定します。 

１．新規先･･･振込先口座を新規に入力（都度指定）。（注１） 

２．実績先･･･実績登録済みの振込先口座から選択。 

お受取人名 口座確認可能時間帯の場合、本項目には「お受取人名義は自動的

に入力されます。」と表示されます。 

ご依頼人名 サービス画面上で、振込依頼人名を都度入力することが可能です。 

（初期値は利用者のＣＩＦ名義） 

ご依頼人付加情報 サービス画面上で、振込依頼人名の前後に任意の情報を付加でき

ます。（半角英数大文字２０文字以内。記号やスペースは入力でき

ません） 

振込日指定 依頼日翌営業日の 7 営業日後まで指定可能です。 

１日あたりの 

振込限度額 

本サービス契約時の申請または本サービス内で変更を受けた金額

です。（原則 100 万円。サービス内の操作では 1,000 万円以下の範

囲で設定可能。ただし、店頭では店長権限により１億円未満の範

囲内で設定可能。） 

振込実績先への登録 ・指定した振込先を「振込実績先」として登録できます。ただし、

振込が不能となった場合は登録されません。 

・「振込実績先」として登録すると、次回以降の振込先指定の際に

「実績先」として簡易に指定できます。（３００先まで） 

資金決済 即時扱･･･振込依頼受付時に各利用口座から引落とされます。 

予約扱･･･振込指定日の 7：30 以降に各利用口座から引落しが開始

されます。 

手数料受入れ方法 
振込手数料は、各利用口座から振込資金とともに引落とされます。 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞでは減免扱または後収扱を行なえません。 

予約取消 振込指定日当日の 7：00 まで可能です。 

取引状況照会 
過去に依頼した、振込・振替の履歴を確認することができます。（※

過去 3 か月分） 

登録先削除 
振込実績先」として登録した対象口座を一覧で確認できるととも

に、任意の先を「振込実績先」から削除できます。 
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⑤ お振込みにおける受取人名の入力方法 

 お振込みにあたり、受取人名自動入力時間帯以外はご利用者自身でご入

力いただく必要があります。その際は下記の転移ご注意いただきご入力く

ださい。 

ア. 受取人名は全角カナで入力してください。英大文字、数字、（）、「」、，、

―、／等も入力可能です。 

イ. 拗音（きゃ、しゃ）や促音（きっと）等の小書き文字（小さい文字）

がある場合は、カナ（大きい文字）で入力してください。 

（例：きっと→キツト） 

ウ. 受取人が個人の場合は、姓と名の間にスペースを１つ入れてください。 

エ. 受取人が法人の場合は、略語を使用してください。 

 

名称 
略  語 

頭部 途中 末尾 

株式会社 カ． ．カ． ．カ 

有限会社 ユ． ．ユ． ．ユ 

合名会社 メ． ．メ． ．メ 

合資会社 シ． ．シ． ．シ 

医療法人 イ． ― ― 

財団法人 ザイ． ― ― 

社団法人 シヤ． ― ― 

宗教法人 シユウ． ― ― 

学校法人 ガク． ― ― 

社会福祉法人 フク． ― ― 

相互会社 ― ．ソ． ．ソ 

営業所 ― ．エイ． ．エイ 

出張所 ― ．シユツ． ．シユツ 

 

  ※入力例 

   つくば太郎 → ツクバ タロウ 

   株式会社つくば商事 → カ．ツクバシヨウジ 

   つくば株式会社茨城営業所 → ツクバ．カ．イバラキ．エイ 
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(２) 振替 

① サービス内容 

        利用口座として登録されている普通預金、貯蓄預金、カードローン口座

間の振替を 1 件ごとに行うことができるサービスです。 

 

② サービス時間 

  月曜 

(祝日含む) 

火曜～土曜 

(祝日含む) 

日曜 

当行本支店宛 
即時扱 7：00-24：00 0：00-24：00 6：00-21：00 

予約扱 0：00-24：00 6：00-24：00 

 

③ 入力項目等の詳細 

 

   

８．（２）振替 
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項  目 内    容 

お引出口座・お預入口座の

指定方法 

サービス画面上で、登録されている利用口座から選択します。 

（同一ＣＩＦの口座間に限る）（注１） 

振替指定日 依頼日翌日の 7 営業日後まで指定可能です。 

１日あたりの振替限度額 上限なし 

振替資金の決済 即時扱･･･振替依頼受付時に各利用口座から引落とします。 

予約扱･･･振込指定日の 7：30 以降に各利用口座から引落しが

開始されます。（土日祝日の場合は 9：00 以降） 

予約取消 振替指定日の平日 7：00、土日祝日 8：00 まで可能です。 

取引状況照会 過去に依頼した、振込・振替の履歴を確認することができます。

（※過去 3 か月分） 
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(３) 定時定額振込 

① サービス内容 

        「振込日」「振込金額」「毎月の振込日」を登録すると、「毎月の振込日」の 2 日

前午前 9 時頃に振込予約（上記（１）振込の予約扱））を自動的に行うサービスです。

「毎月の振込日」の 2 日前に振込予約が実施された以降は、【8（１）振込】の「予

約扱の振込」と同じ扱いとなります。本サービスの利用にはワンタイムパスワード

を利用している必要があります。 

 

② サービス時間 

    月曜（祝日含む）    7：00-24：00 

    火曜～土曜（祝日含む） 0：00-24：00 

    日曜（祝日含む）       6：00-21：00 

※初回振込日の 3 日前〈2 日前の 0：00〉まで 

 

③ 入力項目等の詳細 

８．（３）定時定額振込 
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項  目 内     容 

振込先の指定方法 サービス画面上で指定します。 

１．新規先･･･振込先口座を新規に入力。 

２．実績先･･･実績登録済みの振込先口座から選択。 

お受取人名 新規先の登録で、口座確認可能時間帯の場合、本項目には「お受

取人名義は自動的に入力されます。」と表示されます。 

実績先からの登録の場合は、本項目に入力された状態で表示され

ます。 

定時定額振込名称 登録する定時定額振込に名称を付けることが可能です。本サービ

スの登録内容照会の際に表示されます。通帳等への摘要には印字

されません。 

ご依頼人名 利用者のＣＩＦ名義が設定されます。（任意名称不可） 

ご依頼人付加情報 サービス画面上で、振込依頼人名の前後に任意の情報を付加でき

ます。（半角英数大文字２０文字以内） 

振込開始年月 初回の振込を行う年月を指定します。 

振込終了年月 振込を終了する年月を指定します。指定した月（指定月含む）ま

での振込が行われます。 

毎月の振込日 毎月の振込日を指定します。29 日から 31 日を指定した場合、該

当日付の無い月は月末日が振込日となります。 

振込日が銀行休業日の

場合 

該当月の振込日が銀行休業日の場合、振込日を前営業日とするか

翌営業日とするかを指定します。 

例）振込したい日が日曜日の場合、「前営業日を指定した場合は金

曜日」「翌営業日を指定した場合は月曜日」となります。 

１日あたりの 

振込限度額 

本サービス契約時の申請または本サービス内で変更を受けた金額

です。（原則 100 万円。サービス内の操作では 1,000 万円以下の範

囲で設定可能。ただし、店頭では店長権限により１億円未満の範

囲内で設定可能。） 

通常のｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞによる振込の限度額と合算されます。定時

定額振込とは別に個別で振込予約をし、合計金額が限度額を超え

ていると予約日時が遅い方の振込が不能となります。 

資金決済 予約扱･･･振込指定日の 7：30 以降に各利用口座から引落しが開始

されます。 

手数料受入れ方法 

振込手数料は、各利用口座から振込資金とともに引落とされます。 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞでの振込と同一手数料となります。 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞでは減免扱または後収扱を行なえません。 

振込の予約 

振込予定日の 2 日前 9：00 に予約登録が実施されます。 

予約が登録された際に、電子メール・メッセージにより通知され

ます。 
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④ 予約取消 

定時定額振込登録の削除 

         定時定額振込登録を削除できます。この際、既に削除したい定時定額

振込登録の振込予定日の 2 日前で振込予約が既に登録されている場合

は、定時定額振込登録の削除を行っても、予約済みの振込は実施され

てしまいます。予約済みの振込を取消したい場合は【8（１）振込】で

取消を行ってください。 

 

⑤ 登録内容照会 

         現在登録してある定時定額振込の一覧を確認することができます。削

除または定時定額振込終了後 3 か月間照会可能です。 

 

⑥ 登録内容の変更 

         登録した定時定額振込は変更できないので、該当の定時定額振込登録

を削除し、新たに新規で定時定額振込登録を実施してください。 
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(４) 料金払込サービス＜Pay‐easy（ペイジー）＞ 

① サービス内容 

国・金融機関・収納機関等が共同で構築した「ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ」を利

用して、税金・各種料金が即時に払込みができるサービスです。 

 

② サービス時間 

 月曜 

(祝日含む) 

火曜～土曜 

(祝日含む) 

日曜 

料金払込み 7：00-23：30 0：30-23：30 6：00-21：00 

払込結果照会 24 時間 

※ 1 月 1 日～3 日、5 月 3 日～5 日は利用できません。 

      ※ 収納機関の都合により、上記時間帯でも利用できない場合があります。 

       

８．（４）料金払込サービス〈Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）〉 
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① 詳細 

項  目 内   容 

払込可能な料

金 

Pay‐easy（ペイジー）マークが表示された払込書（納付書等）のう

ち、当行と本サービスによる収納契約を締結した料金が対象です。 

入力項目 
「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」が必要となりま

す。 

払込方法 

払込方法は次の２通りです。 

①オンライン方式 

サービス画面上から納付書に記載されている「納付番号」や「確認

番号」等を入力する方法。 

②情報リンク方式 

収納機関の電子申請等を行うホームページから、払込金額等の情報

を引継いだ上でインターネットバンキングにリンクし、各種料金等

を払込む方法。（「お客様（納付番号）」や「確認番号」等は入力不要。） 

払込依頼人名 

サービス画面上で、払込の都度入力可能です。 

ただし、初期値として代表口座の CIF 名義が自動的にセットされてい

ます。 

払込内容 

サービス画面上で、払込の都度入力可能です。 

ただし、収納の対象によっては、システムによる各収納機関への自動

照会が実施され「自動的に払込内容が設定される場合」や「選択肢が

表示され、その中から該当の払込内容を選択する場合」もあります。

この場合、内容の変更は不可となります。 

１日あたりの

払込金額 
振込限度額と同額です。他の振込等と合算されます。 

資金決済 
利用口座として登録されている普通預金・貯蓄預金口座から、即時引

き落としされます。 

領収書 
領収書は発行されません。 

通帳摘要に『PE “収納機関名または料金種類”』と表示されます。 

取消 取り扱いはすべて即時扱いであるため、取消は不可です。 

払込結果照会 照会日から過去 3 か月分まで照会可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 


