
平成26年 3月 

 

中銀ファームバンキングサービスBiz-Directを 

ご契約のみなさまへ 

 

株式会社 中国銀行 

 

消費税率改定に と も なう 振込手数料金額変更作業の お 願い  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、当行では平成26年4月1日からの消費税率改定（5%から8%への引上げ）にともないまして、

振込手数料を改定させていただきます。つきましては、ご利用いただいているファームバンキングサー

ビスで、振込手数料の計算機能に登録さ れて い る 金額の 変更作業が 必要となります。 

誠にお手数ではございますが、下記の手順に沿って変更作業を実施いただきますようお願い申しあげ

ます。お忙しいところ誠に恐縮ですが、できるだけお早めの作業実施をお願い申しあげます。 

なお、本書状と行き違いにてご解約されている場合は、何とぞご容赦ください。 

 

敬具 

  

記 

 
１．変更作業を実施いただく時期 

  振込指定日が 平成 26 年 4 月以降の お 振込の デ ー タ を 作成開始す る ま で の 間に実施いただくようお

願いいたします。 

  まだ平成26年3月までのお振込がお済みでなくとも、作業を実施して問題ありません。 

  （振込手数料設定画面が3月31日以前に適用されるものと4月1日以降に適用されるものとに分

かれています。） 

２．操作手順 

次ページ以降をご覧ください。 

３．ファームバンキングサービス利用の振込手数料の場合 

         ●平成26年3月31日まで  （税込）    ●平成26年4月1日以降  （税込） 

中国銀行 中国銀行  

自店あて 本支店あて 

他金融機関 

あて 自店あて 本支店あて 

他金融機関 

あて 

3万円未満 105円 420円 108円 432円 

3万円以上 
無料 

315円 630円 

⇒ 

無料 
324円 648円 

   

以上 

 
 
 



＜変更作業について＞ 
 
ご準備いただくもの 
 ・管理者ログ オ ン用の 「利用者カード」 

普段お使いの「利用者ログオン」用とは別に保管していただいているカードです。 
・契約法人暗証番号 

管理者が「管理者ログオン」するための暗証番号です。 
・契約法人確認暗証番号 

管理者が登録操作を完了するための暗証番号です。 
 
 
振込手数料変更作業の流れ 
 
＜１．管理者ログ オ ンを行います＞（P.1） 

手数料変更には、管理者ログオンが必要です。 
 ↓ 
＜２．先方負担手数料を確認します＞（P.3） 

内容確認し、必要な場合は変更作業をおこないます。 
 ↓ 
＜３．当方負担手数料を確認します＞（P.4） 

内容確認し、必要な場合は変更作業をおこないます。 
 ↓ 
＜４．手数料変更後の お振込作業にあたっ て、手数料金額の 確認箇所の 例＞（P.5） 

 お振込作業の際、実際の画面表示や印刷にて手数料金額を確認します。 
 

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞ 

ちゅうぎんＥＢサポートセンター 

電話番号：086-276-4139 

受付時間：平日 8：45～17：00（銀行窓口休業日を除きます）  （お問い合わせ番号③） 



＜１．管理者ログオンをおこないます＞

P.１

中国銀行ホームページ（法人のお客さま）です。
①管理者ログオンを押してください。
（各種設定を行う画面です。）

③管理者用の証明書を選択し、
④ＯＫを押します。

②ご契約されている方式に従い、どちらかの方法でログオンします。

管理者用の証明書は、8で始ま
る7桁の数字のみで表示されま
す。
　◎8xxxxxx←管理者
　×8xxxxxx Xxxx←利用者

＜電子証明書方式＞
をご利用中のお客さまは、

「電子証明書方式を使用したログオンはこち
ら」を押し、

③へお進みください。

＜ID/パスワード方式＞
をご利用中のお客さまは、

「契約法人ID」、
「契約法人暗証番号」を入力後、
「ログオン」を押し、
次ページ（Ｐ．２）の⑦へお進みください。

①

③

④



P.２

⑤「契約法人暗証番号」
（管理者が管理者ログオンするための暗証番
号です）を入力し、
⑥「ログオン」を押します。

⑦管理者用の ｢利用者カード｣を使用してワン
タイムパスワードを入力し、
⑧ＯＫを押します。

　普段お使いの「利用者ログオ
ン」用とは別に保管していただ
いているカードです。

画面が契約法人ステータス画面へ変わりました
ら
次ページ＜２．先方負担手数料を確認します＞
の①へお進みください。

⑤

⑦

⑥

⑧



＜２．先方負担手数料を確認します＞

P.３

①「契約法人管理情報変更」
　を押し、

②「振込手数料マスタ登録／変更／参照」
を押します。

③「振込指定日が2014/04/01以降の～」
を選択し、（4/1以降に作業されている場合、
表示はありません。）

④「先方負担振込手数料」
を選択し、

⑤「実行」を押します。

⑥2014/04/01以降の先方負担振込
手数料をご確認ください。

消費税率８％の標準手数料使用（左
図の金額）となっている場合は⑦へお
進みください。

＜注＞図の金額と違う場合は、変更作業
が必要です。
P.６＜別紙Ａ．個別手数料変更｢先方負
担｣につ いて＞の①へお進みください。
（差引する際の金額を、お客さまが独自の
金額に設定されています。）

⑤

①
②

④

③

⑥

⑦

⑦「参照終了」を押します。

次ページ（Ｐ．４）の⑧へお進みください。



＜３．当方負担手数料を確認します＞

P.４

⑫以上で作業終了です。ありがとうご
ざいました。
画面右上の
ボタンから終了してください。

⑧「振込指定日が2014/04/01以降の～」
を選択し、（4/1以降に作業されている場合、
表示はありません。）

⑨「当方負担振込手数料」
を選択し、
⑩「実行」を押します。

＜注＞「先方負担振込手数料」のみ画面
に表示されており、
「当方負担振込手数料」が画面にない場
合（A方式・C方式ご利用のお客さま）は作
業終了です。
このページの⑫へお進みください。

⑪2014/04/01以降の当方負担振込
手数料をご確認ください。

消費税率８％の手数料（左図の金額）
となっている場合は⑫へお進みくださ
い。

⑧

⑨

⑩

⑪

次回以降のお振込作業の際には、
次ページ＜４．手数料変更後のお振込作業にあたって、手数料金額の確認箇所の例＞をご参考
に
画面表示や印刷にて手数料金額の表示を今一度ご確認いただきますようお願い申しあげます。

＜注＞図の金額と違う場合は、変更作業
が必要です。
P.７＜別紙Ｂ．個別手数料変更「当方負
担」について＞の①へお進みください。
（画面表示上の金額を、お客さまが独自の
金額に設定されています。）



＜４．手数料変更後のお振込作業にあたって、手数料金額の確認箇所の例＞

P.５

振込手数料変更後のお振込作業にあたっては、
利用者ログオンから、従来通り操作をおこないま
す。

正しい手数料金額が表示されているか、画面表
示や印刷にて今一度ご確認いただきますようお願
い申しあげます。

4月1日以降のお振込の際、税率８％の手数料金額になって
いるかご確認ください。
（3月31日以前のお振込みについては、従来通り税率５％の
手数料金額で計算されます。）

4月1日以降指定日のお振込データを作成する際、税率８％の手数料金額になっているかご確認ください。
（3月31日以前指定日のお振込データについては、従来通り税率５％の手数料金額で計算されます。）

なお、今回の変更作業を実施する前に、4月1日以降指定日のお振込データを作成していた
場合には振込データの修正が必要です。（総合振込→データ登録→該当データを選択し修正
ボタン→支払金額欄でEnterキー）

なお、オンライン取引権限設定をご利用中の方は、4月
1日以降に送信する振込データは4月1日以降に作成
いただくようお願いいたします。

＜ファイル伝送＞総合振込について

＜オンライン取引＞振込について



＜別紙Ａ．個別手数料変更「先方負担」について＞

P.６

①「個別手数料変更」を押します。

②

②振込手数料の金額を修正します。
＜例＞
315円→324円
630円→648円　など

③「契約法人確認暗証番号」
を入力し、

④「マスタ登録」を押します。

⑤「振込指定日が2014/04/01以降のお取
引に適用される手数料を更新します。よろし
いですか？」と表示されますので
を押します。（4/1以降に作業されている場
合、表示はありません。）

③

④

⑥2014/04/01以降の先方負担振込
手数料が、正しく修正されているか金
額をご確認ください。

⑦「参照終了」を押します。

引き続き、Ｐ．４の＜３．当方負担手
数料を確認します＞の⑧へお進みく
ださい。

①

⑦

⑥

※新しい金額についてご不明点がある
場合は、お手数ですがお取引き店まで
お問い合わせください。



＜別紙Ｂ．個別手数料変更「当方負担」について＞

P.７

①「個別手数料変更」を押します。

②

②振込手数料の金額を修正します。
＜例＞
315円→324円
630円→648円　など

③「契約法人確認暗証番号」
を入力し、

④「マスタ登録」を押します。

⑤「振込指定日が2014/04/01以降のお取
引に適用される手数料を更新します。よろし
いですか？」と表示されますので
を押します。（4/1以降に作業されている場
合、表示はありません。）

③

④

⑥2014/04/01以降の当方負担振込
手数料が、正しく修正されているか金
額をご確認ください。

⑦以上で変更作業は終了です。あり
がとうございました。
画面右上の
ボタンから終了してください。

①

⑥

※新しい金額についてご不明点がある
場合は、お手数ですがお取引き店まで
お問い合わせください。

次回以降のお振込作業の際には、
Ｐ．５の＜４．手数料変更後のお振込作業にあたって、手数料金額の確認箇所の例＞をご参考
に
画面表示や印刷にて手数料金額の表示を今一度ご確認いただきますようお願い申しあげま
す。


