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１．商品名 山梨中銀データ伝送サービス  

２．商品概要 

ＡＮＳＥＲシステム（ＮＴＴデータ）を経由して、あらかじめ登

録いただいた給料振込、総合振込、口座振替、地方税納付、代金

回収のデータ伝送を行うことができるサービスです。  

３．対象となる 

  お客さま 
個人のお客さま、法人のお客さま  

４．利用可能な 

メディア 

メディアの種類  説明  

（１）法人インターネット  

バンキング  

（山梨中銀 Biz 

ダイレクト）  

・専用画面により取引が行えるサービスで、

イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 可 能 な 環 境 が あ れ

ば、特別なソフトウェアのインストールは

不要です。  

※詳細は、別途「山梨中銀 Biz ダイレクト」

の項をご参照ください。  

（２）ＶＡＬＵＸ  

  （ 全 銀 フ ァ イ ル 伝 送  

ＶＡＬＵＸ）  

・お客さまの端末（パソコン）から、 インタ

ーネット回線と「 VALUX」（ NTT データの通信

サービス）を経由して当行と接続します。  

・ご利用にあたっては、VALUX に対応した Web

サービスのお申込み、もしくは専用ソフト

ウェアのインストールが必要です。  

・複数金融機関と取引ができます。  

・代表的な Web サービスに「 BizHawkEye」、   

ソフトウェアに「 EBNext2」があります。  

（３） AnserDATAPORT 

・専用のソフトウェアをインストールしたお

客さまの端末（パソコン）を、専用回線と

ANSER DATA PORT サーバを経由して当行と接

続します。  

・複数金融機関と取引ができます。  

（ ４ ） 山 梨 中 銀 パ ソ コ ン  

サービス  

・専用のソフトウェアをインストールしたお

客さまの端末（パソコン）から、公衆回線・

ISDN 回線を経由して当行と接続します。  

・複数金融機関と取引ができます。  

・代表的なソフトウェアに「 EBNext2」があり

ます。  
 

５．サービスの内容 

（１）取引受付サービス  

   あらかじめ登録した入金指定口座、口座振替口座などにつ

いて、振込金額・振込日を指定したデータの明細や、引落

金額・振替日を指定したデータの明細を、当行が定める期

限までに送信いただき、データに基づいて、指定日にお振

込や口座振替を実施するサービスです。  

  ①  給与・賞与振込  

    指定口座から出金し、本支店および他行へ給与・賞与振

込を行います。  

  ②  総合振込  

    指定口座から出金し、本支店および他行へお振込を行い

ます。  

  ③  口座振替  

    請求先の預金口座（当行のみ）から引落した収納金をと

りまとめ、指定口座に入金します。  

  ④  地方税納付  

    指定口座から納税資金を出金し、地方税の納付代行を行

います。  
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  ⑤  代金回収  

    請求先の預金口座（当行および他行）から引落した収納

金をとりまとめ、指定口座に入金します。  

（２）取引明細照会サービス  

   あらかじめ登録された口座について、データ伝送により以

下の照会データを通知するサービスです。  

①  振込入金明細  

  ②  入出金明細  

  ③  残高通知  

 

＜メディア別詳細＞  

○取引受付サービス  

  Biz ダイレクト 
パソコンサービス 

ＶＡＬＵＸ 
AnserDATAPORT 

ご利用時間 ２４時間 
銀行営業日 

8:45～18:00 

銀行営業日 

7：00～18:00 

受
付
時
限 

総合振込 振込指定日の１営業日前の 14:00 まで 

振込指定日の１営業日前の

13:30までにデータ送信、

14:00までに照合データ送信 

給与

振込 

当行あて

のみ 
振込指定日の１営業日前の 14:00 まで 

振込指定日の１営業日前の

13:30までにデータ送信、

14:00までに照合データ送信 

他行あて

含む 

振込指定日の 1 営業日前の 14:00 まで 
＊ただし、振込指定日の 3 営業日前の 14:00

過ぎから 1 営業日前の 14:00 までは総合振込

扱いの手数料がかかります。 

振込指定日の１営業日前の

13:30までにデータ送信、

14:00までに照合データ送信 
＊ただし、振込指定日の 3 営業日

前の 17:30 までにデータ送信、

18:00 までに照合データ送信が

完了しない場合、総合振込扱いの

手数料がかかります。 

地方税納付 

納付指定日（毎月

10日）の 5営業日

前の 18:00まで 

納付指定日（毎月 10日）の 5営業日前の 

17:00まで 

口座

振替 

請求デー

タ送信 

振替（引落）指定日の 3営業日前の 18:00

まで 

振替指定日の３営業日前の

17:30までにデータ送信、

18:00までに照合データ送信 

代金

回収 

請求デー

タ送信 
振替（引落）指定日の 10営業日前の 18:00まで 

 

○取引明細照会サービス  

 

 

  Biz ダイレクト 
パソコンサービス・ 

ＶＡＬＵＸ・AnserDATAPORT 

サービ

ス種類 

振込入金 

明細 
利用可 

入出金 
明細 

利用可 

残高通知 利用不可 利用可 

契約単位 契約者単位 口座単位 

サービス対象口座 普通預金・当座預金 
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  Biz ダイレクト 
パソコンサービス・ 

ＶＡＬＵＸ・AnserDATAPORT 

照会可

能な時

間帯 

平日 ２４時間 8:45～18:00 

土曜・ 

日曜 
２４時間 利用不可 

祝日 ２４時間 利用不可 

データ取得の 

タイミング 

取得可能時間 

10:00までの取引→10:30頃取得可能 

12:30までの取引→13:00頃取得可能 

16:00までの取引→16:30頃取得可能 

16:00以降の取引→翌営業日 9:30頃取得可能 

休日の取引→翌営業日 9:30頃取得可能 

リアルタイム 

照会可

能な期

間 

振込入金 

明細 
当日を含む 100 日前まで 当日を含め 3 営業日前まで 

入出金 

明細 
当日を含む 100 日前まで 当日を含む 31 営業日前まで 

６．ご利用のメリット 

（１）時間の有効活用  

銀行に行く手間と時間の節約が図れます。  

（２）経理事務・集金事務の合理化  

   資金移動・給与支払・回収管理等の合理化に役立ちます。  

７．手数料 別項＜メディア別の機能および手数料＞をご覧ください。  

８．ご利用いただける 

  預金口座 
お客さまの当行本支店の普通預金または当座預金  

９．留意事項 各メディアをご利用可能な環境が必要となります。  

 


