
（国際・平成29年12月18日現在）

　　『外国為替サービス』ご利用ガイド

　　　　　　　　　　　お問い合わせは：　国際部

　　　　　　　（銀行窓口休業日を除きます）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０８６ー２３４－６５２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１２０－２２０－１６８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０８６－８０１－６８１１

　　　　　　　　　　　受付時間：　　　　平日９：００～１７：００

　　　　　　　　　　　(端末の設定等について)  ちゅうぎんＥＢサポートセンター



●サービス内容とご利用時間

■土・日・祝日・休日および１月１日～１月３日、１２月３１日はサービスを休止させていただいております。

●取扱手数料

■別途、当行所定の月額基本手数料、外国為替手数料が必要になります。

　
くわしくは、最寄の当行本支店へお問い合わせください。

サービス内容

データの受付期限 ご利用可能時間サービス内容

外国送金

輸入信用状
（開設・条件変更）

銀行窓口営業日の
８：００　～　２０：００

取扱手数料

○海外向け　≪外貨建≫
　　　　　　　　　指定日の当日１２：００

　　　　　　　　≪円貨建≫
　　　　　　　　指定日の前銀行営業日２０：００

○国内向け　≪外貨建・円貨建≫
　　　　　　　　指定日の前銀行営業日２０：００

指定日の当日１２：００

輸入信用状条件変更

外国送金

輸入信用状開設

　当行店頭取扱手数料　２，５００円より、１件あたり一律１，０００円減額になります。

　※条件変更手数料は、金額・期間等により異なります。

　送金手数料　：　１，５００円　　

　開設手数料が当行店頭取扱手数料より、１件あたり一律２，０００円減額になります。

　※開設手数料は、金額・期間等により異なります。

　条件変更手数料が当行店頭取扱手数料より、１件あたり一律１，０００円減額になります。



　●外国送金依頼の流れ

■外国送金依頼の手続きは次の手順でおこないます。（Ｐ．２）

２－１　送金依頼データ入力（Ｐ．５）

●『送金依頼データ』を入力します。

●『新規』作成（Ｐ．５）、『処理完了（正常）データ』利用（Ｐ．２０）、『テンプレート』（※）利用（Ｐ．２６）のいずれか

　によりデータ入力します。

２－２　送金依頼データ作成確認（Ｐ．１１）

●入力した『送金依頼データ』の入力内容を確認します。

２－３　送金依頼データ作成完了（Ｐ．１３）

２－４　送金依頼データ送信（Ｐ．１６）

●作成した『送金依頼データ』を送信します。

外国送金依頼手続き完了

■用語解説
『テンプレート』：
・すぐにデータ入力ができるように、あらかじめ特定
の項目を入力したひな型のこと。

・「新規」作成する方法（Ｐ．３１）と過去の「送金依頼
データ」を使用して作成する方法（Ｐ．２３）があります。



　●輸入信用状開設依頼の流れ

■輸入信用状開設依頼の手続きは次の手順でおこないます。（Ｐ．３４）

３－１　輸入信用状開設依頼データ入力（Ｐ．３７）

●『信用状開設依頼データ』を入力します。

●『新規』作成（Ｐ．３７）、『処理完了（正常）データ』利用（Ｐ．５２）、『テンプレート』（※）利用（Ｐ．５２）のいずれか

　によりデータ入力します。

３－２　輸入信用状開設依頼データ作成確認（Ｐ．４４）

●入力した『信用状開設依頼データ』の入力内容を確認します。

３－３　輸入信用状開設依頼データ作成完了（Ｐ．４６）

３－４　輸入信用状開設依頼データ送信（Ｐ．４８）

●作成した『信用状開設依頼データ』を送信します。

輸入信用状開設依頼手続き完了

■用語解説
『テンプレート』：
・すぐにデータ入力ができるように、あらか
じめ特定の項目を入力したひな型のこと。

・「新規」作成する方法と過去の「信用状開
設依頼データ」を使用して作成する方法が
あります。



　●輸入信用状条件変更依頼の流れ

■輸入信用状条件変更依頼の手続きは次の手順でおこないます。（Ｐ．５３）

４－１　輸入信用状条件変更依頼データ入力（Ｐ．５６）

●『信用状条件変更依頼データ』を入力します。

４－２　輸入信用状条件変更依頼データ作成確認（Ｐ．６０）

●入力した『信用状条件変更依頼データ』の入力内容を確認します。

４－３　輸入信用状条件変更依頼データ作成完了（Ｐ．６３）

４－４　輸入信用状条件変更依頼データ送信（Ｐ．６６）

●作成した『信用状条件変更依頼データ』を送信します。

輸入信用状条件変更依頼手続き完了



●目次

１．外国為替サービス選択画面　 Ｐ．１
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２-２　送金依頼データ作成確認 Ｐ．１１

２-３　送金依頼データ作成完了 Ｐ．１３

２-４　送金依頼データ送信 Ｐ．１６

２-５　処理完了（正常）データ利用 Ｐ．２０

２-６　テンプレート保存 Ｐ．２３

２-７　テンプレート選択 Ｐ．２６

３．輸入信用状開設依頼 Ｐ．３４

３-１　輸入信用状開設依頼データ入力 Ｐ．３７

３-２　輸入信用状開設依頼データ作成確認 Ｐ．４４

３-３　輸入信用状開設依頼データ作成完了 Ｐ．４６

３-４　輸入信用状開設依頼データ送信 Ｐ．４８

３-５　処理完了（正常）データ利用 Ｐ．５２



３-６　テンプレート保存 Ｐ．５２

３-７　テンプレート選択 Ｐ．５２

４．輸入信用状条件変更依頼 Ｐ．５３

４-１　輸入信用状条件変更依頼データ入力 Ｐ．５６

４-２　輸入信用状条件変更依頼データ作成確認 Ｐ．６０

４-３　輸入信用状条件変更依頼データ作成完了 Ｐ．６３

４-４　輸入信用状条件変更依頼データ送信 Ｐ．６６

５．外国送金依頼履歴照会 Ｐ．７０

６．輸入信用状開設依頼履歴照会 Ｐ．７７

７．輸入信用状条件変更依頼履歴照会 Ｐ．８２

８．取引操作履歴照会 Ｐ．８７



       １．外国為替サービス選択画面

■ご利用される外国為替サービスを選択してください。

ご希望のお取引きをクリックしてください。
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 　２．外国送金依頼

『外国送金依頼』ボタンをクリックします。

2



■外国送金依頼のデータ登録をおこないます。

　　　内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。

3



■外国送金依頼のデータ作成/送信等を選択します。

『新規』ボタン ： 送金依頼データを新規に作成します。
『修正』ボタン ： 送金依頼データを修正します。
『削除』ボタン ： 送金依頼データを削除します。
『処理完了（正常）データ利用』ボタン ：

「処理完了（正常）データ」を利用して、送金依頼データを
作成します。

『送信』ボタン ： 送金依頼データを送信します。
『テンプレート選択』ボタン ：

「テンプレート」を使用して送金依頼データを作成します。
『テンプレート保存』ボタン ：

送金依頼データを「テンプレート」保存します。
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２－１　送金依頼データ入力

■外国送金依頼データを新規に作成します。

新規作成の場合は、『新規』ボタンをクリックしてください。
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■送金依頼内容を入力してください。

　　　次ページへ続く

送金内容を入力してください。
『◆』項目：入力は必須です。
『◇』項目：入力は任意です。
入力項目は、半角英数字のみご使用ください。

『通知払』を選択してください。
※（Ｐ．８ ■用語解説 参照）

『直物相場』での決済：
『円貨払（ＳＰＯＴ）』を選択してください。

『先物為替予約』での決済：
『円貨払（ＣＯＮＴ）』を選択し、『予約番号』を
入力してください。

『外貨預金』での決済：
『外貨払（ＮＯＥＸ）』を選択してください。

『円建』での決済：
『円建』を選択してください。

『受取人負担』または『依頼人負担』を選択してくだ
さい。差し支えなければ『受取人負担』をお選びくだ
さい。 ※（Ｐ．８ ■用語解説 参照）

通貨・金額の入力は十分に内容を確認するように
してください。

日付は翌営業日以降にしてください。
ただし、海外向けかつ外貨建の送金については、
指定日の当日１２ ：００までデータ送信可能です。
日付に誤りがないことを確認してください。
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　　　前ページの続き

　　　次ページへ続く

依頼人名・依頼人住所は正確に入力してください。

受取人口座番号・受取人名は正確に入力してくださ
い。
（注）ヨーロッパの銀行あての場合、ＩＢＡＮコードを優

先して入力してください。

支払銀行名・支店名は正確に入力してください。

『ＡＢＡ ＮＯ』：米国、『ＢＬＺ』：ドイツ、『ＳＯＲＴ ＣＯＤ
Ｅ』：イギリス各国の金融機関を識別するコードのこと
です。

『ＢＩＣ ＣＯＤＥ』：
『ＳＷＩＦＴ ＣＯＤＥ』（スイフトに加盟している世界中
の銀行を識別するコード）のことです。

7



　　　前ページの続き

　送金目的を「輸入・仲介貿易取引」と「その他」
　から選択してください。
  （ア）「輸入・仲介貿易取引」の場合の入力例

　　　次ページへ続く

送金目的をプルダウンにより
「輸入・仲介貿易取引」 or 「その他」
どちらかを選択してください。

イランおよび北朝鮮関連の規制に該当しないことを
確認してチェックを入れてください。

①「商品名」を具体的に入力してください。
（※半角の英数字のみご使用してください。

ローマ字表記も可能です。）

②商品の「原産地」（国名）を入力してください。

③商品の「船積地域」（都市名）を入力してください。

※送金目的が「輸入・仲介貿易取引」の場合、以下
の①②③は入力必須となります。

注：送金目的が「輸入・仲介貿易取引」の場合は
「詳細」は入力しないでください。
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　　　前ページの続き

　送金目的を「輸入・仲介貿易取引」と「その他」
　から選択してください。
  （イ）「その他」の場合の入力例

　　　次ページへ続く

送金目的をプルダウンにより
「輸入・仲介貿易取引」 or 「その他」
どちらかを選択してください。

イランおよび北朝鮮関連の規制に該当しないことを
確認してチェックを入れてください。

「詳細」（具体的な送金目的）を入力してください。
（※半角の英数字のみご使用してください。

ローマ字表記も可能です。）

注：送金目的が「その他」の場合は
「商品名」「原産地」「船積地域」は入力しないで
ください。

TESURYO
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　　　前ページの続き

『入力完了』ボタン：　入力内容を確認し、送信手続きを進める場合は、クリックしてください。
『一時保存』ボタン：　作成内容を『一時保存』する場合は、クリックしてください。
『クリア』ボタン　  ：　 作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。

受取人あてメッセージがある場合は入力してくださ
い。（※半角の英数字で入力してください。）

◇入力例： 『INVOICE NO.』等

各項目のフィールドに入力しきれない場合、「－
（ハイフン）」などでつないで、続きを入力します。

■用語解説

◆関係銀行手数料
「関係銀行手数料」は「仕向先の銀行あるいは経由銀行」（以下、「関係銀行」という）で発生する手数料です。

「お申込人負担」として当行が指示した場合でも、銀行によっては送金金額から手数料を差引いて受取人へ支払われる場合があります。

受取人の受取金額を完全に確定することはできかねますので、ご了承願います。

●『受取人負担』 ： 送金金額から関係銀行の手数料が差引かれて受取人へ支払われます。
●『お申込人負担』： 送金後（遅い場合は１ヶ月以上のち）関係銀行の手数料をお客さまに追加で請求させていただく場合があります。

※「お申込人負担」の場合の手数料のご請求について
「関係銀行手数料」として受付時に1,500円をいただきますが、関係銀行から4,000円を超える請求を受けた場合は、
超過した金額をお客さまに請求させていただきます。

◆支払方法
●『通知払』： 受取人に送金の到着を通知して支払う方法（口座入金を含みます）
●『請求払』： 受取人から支払の請求を受けて支払う方法
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２－２　送金依頼データ作成確認

■入力内容を確認してください。

次ページへ続く
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前ページの続き

『作成完了』ボタン  ：　入力内容に誤りがなければ、クリックしてください。
『キャンセル』ボタン：　入力内容を訂正する場合は、クリックしてください。
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２－３　送金依頼データ作成完了

次ページへ続く
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前ページの続き

次ページへ続く
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前ページの続き

『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。

内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。
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２－４　送金依頼データ送信

■作成した送金依頼データを送信します。

送信依頼をする場合は『送信』ボタンをクリックしてください。
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送金依頼する場合は、『送信』ボタンをクリックしてください。

送金依頼する明細を選択してください。
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『実行』ボタン        ：　送金依頼を実行する場合は、クリックしてください。
『削除』ボタン        ：　送金依頼を削除する場合は、クリックしてください。
『キャンセル』ボタン：　送金依頼をキャンセルする場合は、クリックしてください。

『利用者確認暗証番号』を入力してください。
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『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。
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２－５　処理完了（正常）データ利用

■処理完了（正常）データを利用して、送金依頼データを作成します。

　利用する明細を選択し、『処理完了（正常）データ利用』ボタンをクリックしてください。
　
　

最大１００件まで表示されます。
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次ページへ続く

送金内容を入力してください。

『◆』項目：入力は必須です。
『◇』項目：入力は任意です。

入力方法は、

２－１ 送金依頼データ入力（Ｐ．５）
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前ページの続き

『入力完了』ボタン：　入力内容を確認し、送信手続きを進める場合は、クリックしてください。
『一時保存』ボタン：　作成内容を『一時保存』する場合は、クリックしてください。
『クリア』ボタン     ：　作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。
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２－６　テンプレート保存

■送金依頼データをテンプレート保存します。

保存する明細を選択し、　『テンプレート保存』ボタンをクリックしてください。
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■送金依頼テンプレート内容を入力してください。

次ページへ続く

『テンプレート名称』を入力してください。
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前ページの続き

『登録』ボタン  ：　入力内容を確認し、『登録』する場合はクリックしてください。
『クリア』ボタン ：　作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。
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２－７　テンプレート選択

■テンプレートを使用して、送金依頼データ登録をおこないます。

『テンプレート選択』ボタンをクリックしてください。
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『テンプレート利用』ボタン　：　選択したテンプレートを利用します。
『新規』ボタン　：　テンプレートを新規に作成します。（Ｐ．２９）
『修正』ボタン　：　選択したテンプレートを修正します。
『削除』ボタン　：　選択したテンプレートを削除します。　
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■テンプレートを利用して送金内容を入力します。

利用する明細を選択し、『テンプレート利用』ボタンをクリックしてください。
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次ページへ続く

送金内容を入力してください。

『◆』項目：入力は必須です。
『◇』項目：入力は任意です。

入力方法は、

２－１ 送金依頼データ入力（Ｐ．５）
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前ページの続き

『入力完了』ボタン：　入力内容を確認し、送信手続きを進める場合は、クリックしてください。
『一時保存』ボタン：　作成内容を『一時保存』する場合は、クリックしてください。
『クリア』ボタン     ：　作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。
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■テンプレートを新規で作成します。

『新規』ボタンをクリックします。
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■送金依頼テンプレート内容を入力してください。

次ページへ続く

『テンプレート名称』を入力してください。
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前ページの続き

『登録』ボタン  ：　入力内容を確認し、『登録』する場合はクリックしてください。
『クリア』ボタン ：　作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。
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　３．輸入信用状開設依頼

『輸入信用状開設依頼』ボタンをクリックします。
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■輸入信用状開設依頼のデータ登録をおこないます。

内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。
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■輸入信用状開設依頼のデータ作成/送信等を選択します。

『新規』ボタン ： 信用状開設依頼データを新規に作成します。
『修正』ボタン ： 信用状開設依頼データを修正します。
『削除』ボタン ： 信用状開設依頼データを削除します。
『処理完了（正常）データ利用』ボタン ：

「処理完了（正常）データ」を利用して、信用状開設依頼データ
を作成します。

『送信』ボタン ： 信用状開設依頼データを送信します。
『テンプレート選択』ボタン ：

「テンプレート」を使用して、信用状開設依頼データを作成します。
『テンプレート保存』ボタン：
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　３－１．輸入信用状開設依頼データ入力

■信用状開設依頼データを入力してください。

次ページへ続く

輸入信用状開設内容を入力してください。
『◆』項目：入力は必須です。
『◇』項目：入力は任意です。
入力項目は、半角英数字のみご使用ください。

日付は翌営業日以降にしてください。
日付に誤りがないことを確認してください。

『電信』または『郵送』を選択してください。
差し支えなければ、
『電信（FULL CABLE WITHOUT MAIL CONFIRMATION）』
をお選びください。

特に指定のある場合のみ入力してください。
『BIC CODE』（『SWIFT CODE』のことです。）がわかる場合
は、入力してください。

確認信用状の要否を入力してください。
受益者より特に申し出のない場合は、『無確認』を選択
してください。
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前ページの続き

次ページへ続く

譲渡可能信用状とする場合は、『譲渡可能』を選択して
ください。

受益者名・住所は、正確に入力してください。
受益者住所は、国名まで入力してください。

依頼人名・住所は、正確に入力してください。
依頼人住所は、国名まで入力してください。

通貨・金額は、正確に入力してください。

金額・数量の許容を認める場合は、
『許容範囲』『許容項目』を選択してください。
（例）金額・数量の５％の過不足を許容する場合

「５％ MORE OR LESS、金額および数量」と入力します。

日付は、西暦で正確に入力してください。

分割船積の可否を選択してください。

積替の可否を選択してください。

有効場所を入力してください。（半角入力）

38



前ページの続き

次ページへ続く

手形条件を入力してください。

【 AT SIGHT 以外の場合】
『割引手数料』『引受手数料』の負担区分を選択して
ください。

『港名（もしくは都市名）、国名』を入力してください。

要求する書類のチェックボックスをチェックして、
数量・条件などを入力してください。
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前ページの続き

次ページへ続く

保険の支払場所を日本以外とする場合には、
別途『◇その他特別指示事項』欄へ入力してください。

運送書類の種類、通数、荷受人、着荷通知先などの
内容を入力してください。

保険証券の通数、保険条件などを入力してください。

「CIF」「CFR」の場合は、「PREPAID」（前払）
「FOB」の場合は、「COLLECT」（後払）
となります。
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前ページの続き

次ページへ続く

要求する場合は、原本とコピーの通数を入力します。

要求する書類のチェックボックスをチェックして、
数量・条件などを入力してください。

輸入する商品を入力してください。
できるかぎり簡潔に入力してください。

その他の書類を要求する場合は入力します。
（半角の英数字で入力してください。）
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  前ページの続き

  次ページへ続く

貿易条件および荷物の引渡場所などを入力してくだ
さい。「FOB」の場合は「船積地」、「CIF、CFR」の場
合は「陸揚地」となります。

呈示期間を入力してください。

電信での決済資金請求の許容の可否を入力します。
輸出者側から特に申し出がない場合は、
『PROHIBITED』を選択してください。

日本国外の銀行手数料の負担について入力します。

その他、特別指示事項などがある場合は入力しま
す。各項目のフィールドに入力しきれない場合、「－
（ハイフン）」などでつないで、続きを入力します。

決済方式が、「回金方式（レミッタンス方式）」の場合、
手数料の負担について、次の文言を入力してくださ
い。（半角英字で入力してください。）
REMITTANCE CHARGES INSIDE JAPAN ARE FOR
ACCOUNT OF (APPLICANT（依頼人負担） または
BENEFICIARY（受益者負担）).
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前ページの続き

『入力完了』ボタン：　入力内容を確認し、開設手続きを進める場合は、クリックしてください。
『一時保存』ボタン：　作成内容を『一時保存』する場合は、クリックしてください。
『クリア』ボタン  　：   作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。

商品の販売先、販売代金の回収時期、回収方法を
入力してください。
（半角の英数字で入力してください。）

ご融資（ユーザンスなど）を希望される場合は、「要」
を選択のうえ、恐れ入りますが、当行窓口へご相談
ください。

イランおよび北朝鮮関連の規制に該当しないことを
確認してチェックを入れてください。

商品の「原産地」（国名）を入力してください。
（※入力は半角英数字のみご使用ください。

ローマ字表記も可能です。）

商品の「船積地域」（都市名）を入力してください。
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　３－２．輸入信用状開設依頼データ作成確認

　　■入力内容を確認してください。

次ページへ続く
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前ページの続き

　　　『作成完了』ボタン  ：　入力内容に誤りがなければ、クリックしてください。
　　　『キャンセル』ボタン：　入力内容を訂正する場合は、クリックしてください。
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　３－３．輸入信用状開設依頼データ作成完了

次ページへ続く
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前ページの続き

　　　　『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
　　　　『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。

内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。
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　３－４．輸入信用状開設依頼データ送信

　　■作成した開設依頼データを送信します。

　　開設依頼をする場合は『送信』ボタンをクリックしてください。
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　　開設依頼する場合は、『送信』ボタンをクリックしてください。

開設依頼する明細を選択してください。
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　　　『実行』ボタン        ：　開設依頼を実行する場合は、クリックしてください。
　　　『削除』ボタン        ：　開設依頼を削除する場合は、クリックしてください。
　　　『キャンセル』ボタン：　開設依頼をキャンセルする場合は、クリックしてください。

『利用者確認暗証番号』を入力してください。
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　　　『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
　　　『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。
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３－５　処理完了（正常）データ利用

　■『２－５　処理完了（正常）データ利用』（Ｐ．２０）を参照してください。

３－６　テンプレート保存

　■『２－６　テンプレート保存』（Ｐ．２３）を参照してください。

３－７　テンプレート選択

　■『２－７　テンプレート選択』（Ｐ．２６）を参照してください。
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　４．輸入信用状条件変更依頼

『輸入信用状条件変更依頼』ボタンをクリックします。
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■輸入信用状条件変更依頼のデータ登録をおこないます。

内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。
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■輸入信用状条件変更依頼のデータ作成/送信等を選択します。

『修正』ボタン ： 「作成中」「送信待」データを修正します。
『削除』ボタン ： 「作成中」「送信待」データを削除します。
『条件変更』ボタン ：

「処理完了（正常）」データを利用して、信用状条件変更依頼
データを作成します。

『送信』ボタン ： 信用状条件変更依頼データを送信します。
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　４－１．輸入信用状条件変更依頼データ入力

条件変更をおこなう「処理完了（正常）」データを選択し、『条件変更』ボタンをクリックしてください。
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■信用状条件変更依頼データを入力してください。

次ページへ続く
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前ページの続き

次ページへ続く

変更希望日を入力してください。
日付は翌営業日以降にしてください。

『有効期限』を変更する場合に入力してください。
日付は西暦で正確に入力してください。

『呈示期間』を変更する場合に入力してください。
「有効期限」「船積期限」との整合性に注意してくだ
さい。

変更する項目のみ入力してください。
『◆』項目：入力は必須です。
『◇』項目：入力は任意です。
入力項目は、半角英数字のみご使用ください。

『船積期限』を変更する場合に入力してください。
日付は西暦で正確に入力してください。
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前ページの続き

『入力完了』ボタン：　入力内容を確認し、条件変更手続きを進める場合は、クリックしてください。
『一時保存』ボタン：　作成内容を『一時保存』する場合は、クリックしてください。
『クリア』ボタン 　　：　作成内容を『削除』する場合は、クリックしてください。

『信用状金額』を変更する場合に入力してください。
『許容範囲』『許容項目』は、変更できません。

輸入する商品の追加・変更等をする場合に入力して
ください。
できるかぎり簡潔に入力してください。

その他の条件変更事項がある場合に入力してくださ
い。（半角英字で入力してください。）

変更理由を入力してください。
（半角英字で入力してください。）

『受益者同意』の要否を選択してください。
「受益者に不利になる条件変更」の場合には、
「受益者同意」が必要になります。
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　４－２．輸入信用状条件変更依頼データ作成確認

　　■入力内容を確認してください。

次ページへ続く
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前ページの続き

次ページへ続く
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前ページの続き

　　『作成完了』ボタン　：　入力内容に誤りがなければ、クリックしてください。
　　『キャンセル』ボタン：　入力内容を訂正する場合は、クリックしてください。
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　４－３．輸入信用状条件変更依頼データ作成完了

次ページへ続く
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前ページの続き

次ページへ続く
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前ページの続き

　　『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
　　『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。

内容を確認のうえ、『ＯＫ』ボタンをクリックしてください。
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　４－４．輸入信用状条件変更依頼データ送信

　　■作成した条件変更依頼データを送信します。

　　条件変更依頼する場合は『送信』ボタンをクリックしてください。
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　　条件変更依頼する場合は、『送信』ボタンをクリックしてください。

条件変更依頼する明細を選択してください。
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　　　『実行』ボタン　　　　：　条件変更依頼を実行する場合は、クリックしてください。
　　　『削除』ボタン　　　　：　条件変更依頼を削除する場合は、クリックしてください。
　　　『キャンセル』ボタン：　条件変更依頼をキャンセルする場合は、クリックしてください。

『利用者確認暗証番号』を入力してください。
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　　　『了解』ボタン：　メニュー画面に戻ります。
　　　『印刷』ボタン：　結果を印刷する場合は、クリックしてください。
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５．外国送金依頼履歴照会

    『外国送金依頼履歴照会』ボタンをクリックします。
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■外国送金依頼の履歴を照会します。

『照会範囲』を指定して、『実行』ボタンをクリックしてください。
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送金履歴詳細を表示する明細を選択して、『次へ』ボタンをクリックしてください。
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■送金履歴の詳細が表示されます。

次ページへ続く
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前ページの続き

『印刷』ボタン      ：　送金履歴詳細を印刷する場合は、クリックしてください。
『英語表示』ボタン：　送金履歴詳細を『英語表示』する場合は、クリックしてください。
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■送金履歴詳細が『英語表示』されます。

次ページへ続く
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前ページの続き
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６．輸入信用状開設依頼履歴照会

『輸入信用状開設依頼履歴照会』ボタンをクリックしてください。
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■輸入信用状開設依頼の履歴を照会します。

『照会範囲』を指定して、『実行』ボタンをクリックしてください。
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信用状開設履歴詳細を表示する明細を選択して、『次へ』ボタンをクリックしてください。
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■信用状開設履歴の詳細が表示されます。

次ページへ続く
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前ページの続き

『印刷』ボタン：　信用状開設履歴詳細を印刷する場合は、クリックしてください。
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７．輸入信用状条件変更依頼履歴照会

　　　『輸入信用状条件変更依頼履歴照会』ボタンをクリックしてください。
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■輸入信用状条件変更依頼の履歴を照会します。

『照会範囲』を指定して、『実行』ボタンをクリックしてください。

83



信用状条件変更履歴詳細を表示する明細を選択して、『次へ』ボタンをクリックしてください。
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■信用状条件変更履歴の詳細が表示されます。

次ページへ続く
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前ページの続き

『印刷』ボタン：　信用状条件変更履歴詳細を印刷する場合は、クリックしてください。
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８．取引操作履歴照会

『取引操作履歴照会』ボタンをクリックしてください。
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■取引操作の履歴を表示します。

次ページへ続く
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前ページの続き
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