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＜Ｆ-ＮＥＴを法人インターネットバンキングでご利用にあたっての注意事項＞

この度は、法人インターネットバンキングでのＦ-ＮＥＴご利用、誠に
ありがとうございます。
法人インターネットバンキングは、次の事項に注意していただき、
お取引をお願いいたします。

１．振替指定日について
　　１９営業日先までご指定できますが、操作日によってはデータが
　　送信できない場合もありますので、ご了承願います。

２．顧客番号について
　　必ず数字のみで入力がされていることを確認して下さい。
　　英字は不可です。
　　顧客番号の未入力はＦ-ＮＥＴへ送信されますが、Ｆ-ＮＥＴで
　　エラーとなり、データから除外されます。

３．送信時間について
　  当日中にデータ送信を完了させたい場合は、遅くとも１４：００
　　までに１回目を送信して下さい。Ｆ-ＮＥＴのチェックが１４：３０に
　　行なわれ、１６：００までは再送信が可能です。
　　１回目の送信が１４：００以降ですと当日中に再送ができなくなる
　　場合があります。
　　＜Ｆ-ＮＥＴチェック＞
    １２：００･１４：３０・１５：５０･１６：３０

４．振替結果データの照会反映時間について
　　９：３０以降に照会を行なって下さい。

５．二重送信のチェック機能
　　当行のインターネットバンキングでは、同一指定日の場合、
　　データの二重送信のチェック機能があります。
　　同一指定日で送信済データの合計件数・合計金額が、今回
　　送信するデータの合計件数・合計金額と同一の場合、
　　委託者様の取引画面に警告メッセージを表示し、委託者様
　　に意思確認をしていただくことで、取引を成立することができ
　　ます。

６．承認済み依頼データの取消方法
　　委託者様から当サポートセンターご相談下さい。
　　データの送信時限によっては取消できない場合がございま
　　すので、ご了承願います。
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１-１．「Ｆ-ＮＥＴ」の請求データをＩＢ画面から入力する手順

３．請求先の登録（（１）か（２）のいずれかを行う）
（１）ＩＢ画面から入力し、登録する（請求先の登録（ＩＢ画面から入力）
（２）請求先情報をデータファイルで登録する

①請求先データの出力（全銀協規定形式・ＣＳＶ形式）
②請求先の登録（ファイル登録）

事前

２．ＩＢ画面へログインし、Ｆ－ＮＥＴメニューのボタンをクリック１

４ ５．請求データの承認（承認）（クイック・ワイド）を行う

請求データの登録から振替結果確認までできました。
次回からは１～７の手続で行うことになります。

５ ６．取引状況照会を行う

７ ７．振替結果照会を行う

Ｆ-ＮＥＴ代金回収サービス
データ伝送連絡票をＦ-ＮＥＴへファックスする６

４．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）後、確定を行う３

Ｆ-ＮＥＴ（クイック）またはＦ-ＮＥＴ（ワイド）のボタンをクリックします２
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１-２．「Ｆ-ＮＥＴ」の請求データをファイルから読込ませる手順

＜請求データの出力＞
９．ＦＢソフト等から請求データを出力する（全銀協規定形式・ＣＳＶ）１

４．請求データの作成（ファイル受付）後、確定を行う４

５ ５．請求データの承認（承認）（クイック・ワイド）を行う

請求データの受付から振替結果確認までできました。
次回からは１～８の手続で行うことになります。

６ ６．取引状況照会を行う

８ ７．振替結果照会を行う

Ｆ-ＮＥＴ代金回収サービス
データ伝送連絡票をＦ-ＮＥＴへファックスする７

３ Ｆ-ＮＥＴ（クイック）またはＦ-ＮＥＴ（ワイド）のボタンをクリックします

２．ＩＢ画面へログインし、Ｆ-ＮＥＴメニューのボタンをクリックします。２
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法人インターネットバンキングで承認手続が未了の場合（クイック・ワイド）１

２ ５．請求データの承認（削除）（クイック・ワイド）

手続きが完了しました。

２-１．「Ｆ-ＮＥＴ」の請求データの取消手順（未承認）

２-２．「Ｆ-ＮＥＴ」の請求データの取消手順（承認済み分）

法人インターネットバンキングで承認済（クイック・ワイド）１

委託者様から当サポートセンターまでご連絡願います。２

手続きが完了しました。

当サポートセンターから委託者様へご対応をご案内いたします。

委託者様がご案内のご対応を行います。

３

４
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＜Ｆ-ＮＥＴの主な画面構成＞

Ｆ-ＮＥＴ（クイック）　　　　　　　　　⇒ ①作業内容選択へ

Ｆ-ＮＥＴ

Ｆ-ＮＥＴ（ワイド）　　　　　　　　　　⇒　 ①作業内容選択へ

①作業内容選択より

取引の開始

　請求データの新規作成　　　 　⇒ ②請求先口座指定方法へ

　作成中請求データの修正・削除

　過去の請求データからの作成

取引の開始（ファイル受付）

　請求ファイルによる新規受付

　作成中請求データの修正・削除

取引状況の照会

　請求データの状況照会　

請求データの引戻し・承認取消　

　承認待ちデータの引戻し

　承認済みデータの承認取消

請求先の管理

　請求先の管理　　　　　　　　 ⇒ ③請求先管理作業内容選択へ

振替結果照会

　振替結果照会

②請求先口座指定方法より

登録請求口座から選択する　

　請求口座一覧から選択

　グループ一覧から選択

新規に請求口座を指定する

　新規に請求先口座を入力

③請求先管理作業内容選択より

請求先の管理

　請求先の登録/変更/削除

請求先のグループ管理／ファイル登録

　請求先ファイル登録

　グループの登録/変更/削除
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●データ伝送サービス

振替指定日の２営業日後～（４ヶ月間保存）

ワイドサービス 振替指定日の５営業日後～（４ヶ月間保存）

クイックサービス 振替指定日の３営業日以前の１６：００

ワイドサービス ５日または２７日の８営業日以前の１６：００

（４）請求結果データ伝送照会可能時限

代金回収サービス 代金回収の請求結果について照会ができます。

クイックサービス

１．サービスの内容

（１）ご利用いただけるサービス

代金回収サービス 代金回収の請求依頼をデータ送信できます。

（３）請求依頼データ伝送受付時限

代金回収サービス 代金回収の請求依頼を行うことができます。

（２）ご利用いただける時間

代金回収サービス
（クイック・ワイドサービス）

７：００～２３：００（当日扱いは１６時まで以降翌営業日扱い）

クイックサービス

・Ｆ-ＮＥＴ参加金融機関
　地方銀行　　　　東邦銀行・福島銀行・大東銀行
　信用金庫　　　　会津信用信用金庫・郡山信用金庫・白河信用金庫・
　　　　　　　　　　　須賀川信用金庫
　　　　　　　　　　　ひまわり信用金庫・あぶくま信用金庫・二本松信用金庫・
　　　　　　　　　　　福島信用金庫
　信用組合　　　　いわき信用組合・会津商工信用組合
　労働金庫　　　　東北労働金庫(福島県内店舗のみ）
　ＪＡグループ　  農林中央金庫福島支店（福島県内ＪＡ）

代金回収サービス
　振替結果照会

代金回収の振替結果を照会できます。

ワイドサービス

クイック以外の全国金融機関
ＳＭＢＣファイナンスサービス（株）と提携している
・全国金融機関（約４，０００社）
・ゆうちょ銀行、福島県商工信用組合、相双信用組合
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２．ログインとログアウト

（１）ログイン

法人インターネットバンキングでＦ-ＮＥＴの取引を行う場合には
①ログイン画面からログインします。
②「Ｆ-ＮＥＴ」メニューボタンをクリックし、取引を開始します。

ア．法人インターネット
　　バンキングの「ログ
　　イン画面」からログ
　　インをします。
　　①ＩＤパスワード方
　　　式
　　　ログインＩＤとログ
　　　インパスワードを
　　　入力し、「ログイン
　　　」ボタンをクリック
　　　します。
　　②電子証明書方式
　　　　「ログイン」ボタン
        をクリックし、電
　　　 子証明書を選択
        します。

＜③電子証明書方式＞
ログインパスワードを
入力し、「ログイン」ボ
タンをクリックする。
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２．ログインとログアウト

エ．「メニュー」の画面
　　が表示されます。

オ．Ｆ－ＮＥＴのボタン
　　をクリックして下さ
　　い。

イ．「ログイン時のお知
　　らせ」の画面が表示
　　されます。

ウ．「次へ」ボタンをクリ
　　ックします。
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２．ログインとログアウト

（１）ログアウト

ア．「メニュー画面」が
　　表示されます。

イ．「ログアウト」ボタ
　　ンをクリックします。

ウ．確認のポップアッ
　　　プが表示されま
　　　す。

エ．「ＯＫ」ボタンをクリ
　　ックします。

オ．ログアウトが表示
　　されます。

カ．「閉じる」ボタンを
　　クリックします。

キ．「はい」ボタンをク
　　リックします。
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．

エ．「請求先新規登録・変
　　更・削除」の画面が表
　　示されます。

オ．「新規登録」ボタンを
　　クリックします。

カ．「請求先情報入力」
　　の画面が表示され
　　ます。

キ．「金融機関名を検索
　　」ボタンをクリックしま
　　す。

ク．「支店名を検索」ボタ
　　 ンをクリックします。

３－１．請求先の登録（ＩＢ画面から入力）

法人インターネットバンキングの画面から請求先の情報を１件ずつ手入力し、登録します。
＜請求先の登録内容の照会・追加・変更の選択ができます。＞
　（１）クイックは県内金融機関のみ登録できます。（２）ワイドは全ての金融機関を登録できます。
なお、「ワイドサービス」も同様の手順で行うことができます。

（１）請求先の登録（ＩＢ画面から入力）

ア．「Ｆ-ＮＥＴ」メニュー
　　ボタンをクリックします。
 
イ．「Ｆ-ＮＥＴ（クイック）」ボ
　　タンのクリックします。
　

ウ．「作業内容選択」の面
　　面が表示され、「請求
　　先の管理」ボタンをク
　　リックします。
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３－１．請求先の登録（ＩＢ画面から入力）

＜金融機関検索＞

　　①金融機関の種類
　　　　チェックします。
　　②文字ボタン（カナ）
　　　　で頭字一文字を
　　　　クリックします。
　　③該当の金融機関
　　　名の選択欄をチェ
　　　ックします。
　　④「選択」ボタンをクリ
　　　ックします。
　
　例では、東邦銀行
　を選択しています。

＜支店検索＞

　　①文字ボタン（カナ）
　　　　で頭字一文字を
　　　　クリックします。
　　②該当の支店名の
　　　 選択欄をチェック
        します。
　　③「選択」ボタンをク
　　　　リックします。
　
　例では本店を選択し
　ています。
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   サ．「請求先登録完了」の
　　画面が表示されます

シ．次のいずれかのボタ
　　　ンをクリックします。
　　　①請求先の追加登
　　　　　録へ
　　　②ホームへ
　　　③口座振替先管理
　　　　　メニューへ
　　　④請求先一覧へ

３－１．請求先の登録（ＩＢ画面から入力）

ケ．次の項目を入力しま
　　す。
　　①科目・口座番号
　　②預金者名
　　　　（半角ｶﾅ文字）
　　③顧客番号
　　④登録引落金額
　　　 金額あり（１円以上）
　　　 金額なし（ゼロ）
　　　 のいずれかを指定
　　　　できます。
　　※顧客番号は数字
　　　　で必ず入力して
　　　　下さい。
　　　未入力のままデ
　　　ータを送信すると
　　　エラーとなります。

コ．「登録」ボタンをクリッ
　　クします。
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※＜ＦＢのマスタ単位をＩＢで登録したい場合＞
次の手順で登録するとスムーズに行なうことができます。

１．ＩＢで８．グループ登録（１）～（２）の登録を行う。

２．ＦＢで９．ＦＢソフトからの出力手順を行う。

３．ＩＢで本手続きを行う。

　　

３－２．請求先のファイル登録

（１）請求先情報のファイル登録

請求先の口座情報をファイルに出力後、ＩＢ画面からまとめて取り込むことができます。
なお、「ワイドサービス」も同様に行うことができます。

ア．「Ｆ-ＮＥＴ」メニューボ
　　タンをクリックします。
　
イ．「F-NET（クイック）」ボ
    タンをクリックします。
 
ウ．「作業内容選択」の
   画面が表示されます。

エ．「請求先のグループ
　　管理／ファイル登録」
　　ボタンをクリックしま
　　す。

オ．「作業内容選択」の
　　画面が表示されます。

カ．「請求ファイル登録」
　　ボタンをクリックしま
　　す。
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３－２．請求先のファイル登録

（２）請求先情報のファイル受付の確認

キ．「ファイル登録」の画面が表示されます。
ク．「ファイル名を選択」ボタンをクリックします。
　　①ファイルの場所・ファイル名を選択
　　②「開く」ボタンをクリックします
ケ．ファイル形式を全銀協規定形式（ＦＢソフ
     ト等）またはＣＳＶ形式のいずれかを選択
　 　します。
コ．登録方法を選択します。
　　「追加のみ」・・・登録を行いたい場合（通常）
　　「全請求先を削除し追加」・・・登録をやり直
　　　す場合
サ．登録引落金額を選択します。
　　「すべての請求先に引落金額を登録」

シ．所属グループ
　　全銀協規定形式のみで、クループ単位に
　　登録したい場合、チェックします。

ス．「ファイル登録」ボタンをクリックします。

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■
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３－２．請求先のファイル登録

セ．「ファイル登録確認」
　　の画面が表示され
　　ます。

ソ．内容を確認後、「登
　　録」ボタンをクリック
　　します。

タ．「ファイル登録完了」
　　の画面が表示され
　　ます。

チ．次のいずれかのボ
　　タンをクリックします。
　　①ホームへ
　　②口座振替先管理
　　　メニューへ
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オ．「入金先情報入力」
　　の画面が表示され
　　ます。
カ．引落指定日を入力
     します。
　　引落指定可能な日
    付の下にアンダー
　　ラインが表示されま
    すので、日付をクリ
    ックします。
　　クイックは３営業日
    から１９営業日後
　　まで指定可能です。
キ．取引名（任意）が
    入力できます。
　　取引名が未入力の
    場合は、「○月○
　　日作成分」が自動
    的に設定されます。
ク．「次へ」ボタンをク
　　　リックします。

４－１．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）

（１）請求データの作成（クイックサービス）

法人インターネットバンキングの画面から請求データを入力する手順について説明します。

ア．「Ｆ-ＮＥＴ」メニュ
　　ーボタンをクリック
　　します。
イ．「Ｆ-ＮＥＴ（クイック
　　）」ボタンをクリック
　　します。
ウ．作業内容選択画
　　面が表示されます。

エ．「請求データの新
　　規作成」ボタンを
　　クリックします。
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シ．「請求先口座指定
　　方法選択」の画面
　　が表示されます。

ス．「請求口座一覧か
　　ら選択」または「グ
　　ループ一覧から選
　　択」をクリックします。

４－１．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）

（２）請求データの作成（ワイドサービス）

（２）請求データの作成（共通）

ケ．「入金先情報入力」
　　の画面が表示され
　　ます。

コ．原則、引落指定日
　　　が自動で表示され
　　　ます。
　　　８営業日以降の５
　　　日と２７日の直近
　　　の営業日を表示
　　　します。
　　　（２７日と５日のい
　　　ずれかを選択する
　　　場合もあります）
　　　取引名（任意）が
　　　入力できます。
＊取引名が未入力の
　場合は、「○月○日作
　成分」が自動的に設定
　されます。

サ．「次へ」ボタンをクリ
     ックします。
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４－１．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）

＊「並び順」のをクリック
  すると次の内容がプル
　ダウンで選択後、「再
  表示」をクリックすると
　請求先の並び順を次
  の順番へ変更できます。
  ①登録名
　②預金者名
　③金融機関ｺｰﾄﾞ＋
　　　支店ｺｰﾄﾞ＋科目
　　＋口座番号
　④顧客番号
１ページ毎の表示件数
を次の内容でプルダウ
ンで選択すると画面に
表示される件数を次の
通り変更できます。
　①10件
　②25件
　③５０件
　④１００件
　⑤500件
ツ．引落金額を入力し
　　ます。

（３）請求データの明細入力（クイック・ワイドサービス共通）

セ．「登録請求先口座
　　選択」の画面が表
　　示されます。
ソ．引落を行う先は、
　　選択欄をチェックし
　　ます。
　　引落を行わない先
　　はチェックをしない
　　でください。
タ．登録引落金額を使
　　用しないか使用す
　　るかを選択します。
チ．「次へ」ボタンをク
     リックします。
＊登録引落金額を「使
　　用する」をチェック
　　すると全てのデー
　　タの引落金額 に
　　登録引落金額が
　　コピーされます。

テ．「次へ」ボタンをク
　　リックします。
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※請求データの確認に
　ついては、後述の「請
　求データの状況照会」
　を参照してください。

（３）請求データの確定（クイック・ワイドサービス共通）

ト．内容に不備がある
　　場合は、「明細修正」
　　ボタンをクリックして、
　　データの内容を修
　　正して下さい。
　
ナ．作業の途中で一時
　　的に請求データを保
　　存する場合は、「一
　　時保存」ボタンをクリ
　　ックして下さい。

二．全ての対象データ
　　に顧客番号が数字
　　で入力されているこ
　　とを確認して下さい。

４－１．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）

ヌ．登録内容を確認した
　　上で、承認者を指定
　　し、コメント（任意）を
　　入力して下さい。
　
ネ．内容を確認後、「確
　　定」ボタンをクリック
　　して下さい。
　
※確定を行うと承認依
　頼の電子メールが承認
　者宛に送信されます。

※請求データは、承認
　権限者が承認を行うま
  では、当行（センター）
　へデータが送信されま
　せん。承認の操作につ
　いては後述の請求デ
　ータの承認（承認・差
　し戻し）を参照してくだ
　さい。
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４－１．請求データの作成（ＩＢ画面から入力）

ノ．「確定結果［画面入力
　　］」の画面が表示され
　　ます。

ハ．「印刷」ボタンをクリ
     ックすると確定内容
    の明細ファイル（ＰＤ
    Ｆ）が作成され、「開
   く」をクリック後、印書
   ができます。

ヒ．次のいずれかのボ
     タンをクリックします。
　　①ホームへ
　　②Ｆ-ＮＥＴクイック
　　　メニューへ

（３）請求データの確定（クイック・ワイドサービス共通）
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ア．「Ｆ-ＮＥＴ」メニュー
　　ボタンをクリックし
　　ます。
イ．「Ｆ-ＮＥＴ（クイック）
　　」ボタンをクリックし
　　ます。

ウ．「作業内容選択」
　　の画面が表示さ
　　れます。

エ．「請求ファイルに
　　よる新規作成」ボ
　　タンをクリックしま
　　す。

４－２．請求データ[代金回収]の作成（ファイル受付）

（１）請求データの作成（ファイル受付）

法人インターネットバンキングの画面から請求データ（ファイル）を取込む手順について説明します。
なお、「ワイドサービス」も同様に行うことができます。

カ．「ファイルを選択」
　　ボタンをクリックし
　　ます。
　　次の選択等を行
　　います。
　　①ファイル場所
　　②ファイル名
　　③ファイルの種類
　　④「開く」ボタンを
　　　クリックします。

オ．「新規ファイル受
　　付」の画面が表示
　　されます。

キ．ファイル形式を全
　　銀協規定形式か
　　ＣＳＶのいずれか
　　をチェックします。
　　ＦＢソフトからのデ
　　ータを使用する場
　　合は全銀協規定
　　形式となります。

ク．「ファイル受付」ボ
　　タンをクリックしま
　　す。

■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

21



（２）請求データの確定（ファイル受付）

ケ．「内容確認ファイ
　　ル［ファイル受付］」
　　の画面が表示され
　　ます。
コ．「印刷」ボタンをク
　　リックするとファイ
　　ルのダウンロード
　　が表示されます
　　ので、「開く」ボタ
　　ンをクリックする
　　とＰＤＦファイルで
　　明細が画面に表
　　示され、印書が可
　　能です。
　　全ての対象デー
　　タに顧客番号が
　　数字で入力され
　　ていることを確認
　　して下さい。
サ．承認者を選択後、
　　「確定」ボタンを
　　クリックします。

４－２．請求データ[代金回収]の作成（ファイル受付）
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シ．「確定結果［ファイル
　　受付］」が表示されま
    す。

ス．「印刷」ボタンをクリ
     ックすると確定内容
    の明細ファイル（ＰＤ
    Ｆ）が作成され、「開
   く」をクリック後、印書
   ができます。

セ．次のいずれかのボ
     タンをクリックしま
　　す。
　　①ホームへ
　　②Ｆ-ＮＥＴクイック
　　　メニューへ

４－２．請求データ[代金回収]の作成（ファイル受付）
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５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）

（１）承認

Ｆ－ＮＥＴで承認者は、承認依頼（承認待ち）のデータに対して、
「承認」・「差し戻し」・「削除」・「承認済みデータの承認取消」のいずれかを行うことができます。

ア．「承認」メニュー
     ボタンをクリック
     します。

イ．「取引一覧」が表示
    されますので、該当
    の取引の選択欄を
　　チェックします。

ウ．「承認」ボタンを
    クリックします。
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エ．「内容確認」の画
　　面が表示されます。

オ．取引の内容を確
　　認後、「確認用パ
　　スワード」（６桁～
　　１２桁の英数字）
　　を入力し、「承認
　　実行」ボタンをク
　　リックします。

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）
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５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）

カ．「承認結果」の画面
　　が表示されます。

キ．次のいずれかのボ
　　 タンを選択してくだ
　　さい。

①「ホームへ」
②「承認取引一覧へ」
③「印刷」
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（２）差戻し

ア．「承認」メニューボ
　　タンをクリックしま
　　す。

イ．「取引一覧」が表示
    されますので、該当
    の取引の選択欄を
　　チェックします。

ウ．「差戻し」ボタンを
　　クリックします。

エ．「操作確認」の画
　　面が表示されま
　　す。
　　内容を確認後、「
　　差戻し実行」ボタン
　　をクリックします。

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）
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オ．「操作結果」の画面
　　が表示されます。

カ．次のいずれかのボ
　　タンをクリックします。

①「ホームへ」
②「承認取引一覧へ」
③「印刷」

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）
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５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）

（３）削除

ア．「承認」メニュー
　　ボタンをクリック
　　します。

イ．「取引一覧」が表
　　示されますので、
　　該当の取引の選
　　択欄をチェックしま
　　す。

ウ．「削除」ボタンを
　　クリックします。

エ．「操作確認」の画
　　面が表示されます。

オ．「削除実行」ボタ
　　　ンをクリックしま
　　　す。
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カ．「操作結果」の画面が
　　表示されます。

キ．次のいずれかのボ
　　 タンをクリックします。
①「ホームへ」
②「承認取引一覧へ」
③「印刷」

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）
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ウ．「承認取消可能取引
　　一覧」の画面が表示
　　されます。

エ．当該取引を選択し、
　　「承認取消」ボタン
　　をクリックします。

F-NETの承認取消を行うことが可能です。（ただし、承認取消可能取引一覧に表示されている
ものに限ります。）
※なお、承認取消可能一覧に表示されていないものを取消したい場合は当サポートセンター
　までお問い合わせ願います。

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）

ア．「作業内容選択」の
　　画面が表示されます。

イ．「承認済みデータの
　　承認取消」ボタンを
　　クリックします。

（４）承認取消
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５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）

オ．「承認取消内容確
　　認」の画面が表示さ
　　れます。

カ．内容を確認後、確
　　認用パスワードを入
　　入力後、「承認実行」
　　ボタンをクリッします。
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キ．「承認取消結果」の
　　画面が表示されま
　　す。

ク．次のいずれかの
　　ボタンをクリック
　　します。

①「ホームへ」
②「取引一覧へ」
③「印刷」

５．請求データの承認（承認・差戻し・削除・承認取消）
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６．取引状況照会

（１）取引状況の確認

Ｆ－ＮＥＴの取引状況（処理状況）について確認ができます。
なお、「ワイドサービス」も同様に行うこうとができます。

ア．トップメニューの
    「Ｆ-ＮＥＴ」メニュ
    ーボタンをクリッ
   ク後、「Ｆ-ＮＥＴ（
   クイック）」をクリック
　　します。

イ．作業内容選択の
    画面が表示され
    ます。

ウ．「請求データの
    取引状況照会」を
　　クリックします。

エ．「取引一覧（伝送系
　　　）の画面」が表示さ
　　れます。

オ．該当する選択欄
　　　をクリックします。

カ．「照会」ボタンをク
    リックします。
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キ．「取引状況照会結
　　果」の画面が表示
　　されます。

キ． ｢印刷」ボタンで
     明細出力が可能
     です。

ク．次のいずれかの
　　ボタンをクリック
　　します。
　　①戻る
　　②ホームへ

６．取引状況照会
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７．振替結果照会

（１）振替結果照会の画面確認

F-NETの振替結果が確認できます。
なお、「ワイドサービス」も同様に行うことができます。

ア．メニュー画面の
　　「Ｆ－ＮＥＴ」ボタ
　　ンをクリックしま
　　す。

イ．「Ｆ-ＮＥＴクイック
　　」のボタンをクリ
　　ックします。

ウ．「作業内容選択」
　　の画面が表示され
　　ます。

エ．「振替結果照会」
　　ボタンをクリックし
　　ます。

オ．「振替結果一覧の
　　画面」が表示され
　　ます。

カ．当該取引を選択
　　します。

キ．「照会」ボタンを
　　クリックします。
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７．振替結果照会

ク．「振替結果詳細」
　　の画面が表示さ
　　れます。

ケ．「印刷」ボタンを
　　クリックすると印
　　書が可能です。

コ．次のいずれかの
　　ボタンをクリックし
　　ます。
　　①「ホームへ」
　　②「Ｆ-ＮＥＴ（クイ
　　　ック）メニューへ」
　　③「振替結果一
       覧へ」
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７．振替結果照会

（２）振替結果照会のファイル取得

ア．メニュー画面の
　　「Ｆ－ＮＥＴ」ボタ
　　ンをクリックしま
　　す。

イ．「Ｆ-ＮＥＴクイック
　　」のボタンをクリッ
　　クします。

ウ．「作業内容選択」
　　の画面が表示され
　　ます。

エ．「振替結果照会」
　　ボタンをクリックし
　　ます。

オ．「振替結果一覧」
　　の画面が表示さ
　　れます。

カ．当該取引を選択
　　します。

キ．「ファイル取得へ」
　　ボタンをクリックし
　　ます。
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ク．「振替結果ファイル
　　取得」の画面が表
　　示されます。

ケ．次の指定を行い
　　ます。
　　①取得明細・・・
　     ・全件
　　　・正常分
       ・不能分
　　②ファイル形式・・・
　　・全銀協指定形式
　　　（ＪＩＳ・EBCDIC）
　　・ＣＳＶ形式

コ．「ファイル取得」ボタ
　　ンをクリックします。

サ．ダウンロードが完
　　了しましたが表示
　　されます。

７．振替結果照会
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シ．「ファイルを開く」
　　るまたは「保存」
　　を選択できます。

ス．「保存」をクリック
　　します。
　

セ．ファイル名が表示
　　されますので、保
　　存します。

ソ．出力先にファイル
　　が作成されている
　　ことを確認してくだ
　　さい。

７．振替結果照会

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■
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タ．ファイルをダブル
　　クリックします。
　　出力先のファイル
　　の内容が確認で
　　きます。

チ．次のいずれかを選
　　択できます。
　　①ホームへ
　　②Ｆ－ＮＥＴ（クイッ
　　　ク）メニューへ
　　③振替結果一覧へ

７．振替結果照会
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ウ．「作業内容選択」
　　の画面が表示され
　　ます。

エ．「グループの登録
　　　/変更/削除」ボ
　　タンをクリックしま
　　す。

８．グループ作成

（１）「請求先管理」の画面を開く

F-NETサービスでは、あらかじめ請求先グループ（引落日毎等）を作成、登録しておくことが
できます。なお、クイックサービスの場合も同様に行うことができます。
（ＦＢソフトのマスタ単位の移行にも対応できます）

ア．Ｆ-ＮＥＴ（ワイド）
　　を選択後、作業
　　内容選択画面
　　が表示されます。

イ．「請求先のグル
　　ープ管理／ファ
　　イル登録」のボ
　　タンをクリック
　　します。
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キ．「請求先グループ
　　情報入力」の画面
　　が表示されます。

ク．グループ名を入力
　　後、「登録」ボタンを
　　クリックします。

ケ．「請求先グループ
　　登録完了」の画面
　　が表示されます。

コ．次のいずれかの
　　ボタンをクリックし
　　ます。
①「ホームへ」
②「口座振替先管理
　　　メニューへ」
③「グループ一覧へ」

※最大２０グループまで
　登録が可能です。

８．グループ作成

（２）グループの新規登録

オ．「グループ一覧」
　　の画面が表示され
　　ます。

カ．「新規登録」ボタン
　　をクリックします。
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シ．「請求先新規登録・
　　変更・削除」の画面
　　が表示されます。

ス．該当請求先の選
　　択欄をチェックしま
　　す。

セ．「変更」ボタンを
　　クリックします。

サ．「請求先の管理」
　　ボタンをクリックし
　　ます。

８．グループ作成

（３）請求先の変更
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（４）請求先情報変更

８．グループ作成

ツ．「請求先登録完了」の
　　画面が表示されます。

テ．次のいずれかのボタ
　　　ンをクリックします。
　　　①ホームへ
　　　②口座振替先管理
　　　　　メニューヘ
　　　③請求先一覧ヘ

ソ．「請求先情報変更」
　　の画面が表示され
　　ます。

タ．所属グループを
　　チェックします。

チ．「変更」ボタンを
　　クリックします。

45



① ②

９．ＦＢソフトからの出力手順

ＦＢソフトから全銀協規定形式のファイルを出力します。
　　　　　　　　　＜法人インターネットバンキングの次の場合に使用できます。＞
　　　（１）請求先情報の登録　　　　　（２）請求データの作成

（１）請求先のマスタの確認

ア．ＦＢＷｉｎのメニュー
　　が表示されます。

イ．「口座振替請求サ
　　ービス」をクリック
　　します。

ウ．「口座振替請求サ
　　ービス」の画面が
　　表示されます。
エ．「請求先マスタ登
　　録」ボタンをクリッ
　　クします。
オ．①のマスタの名
　　称がついている
　　＃０１を確認しま
　　す。
カ．②では、顧客番
　　号が数字で登録
　　されていることを
　　確認して下さい。
　　（Ｆ-ＮＥＴでは顧
　　客番号が未登録
　　の場合はエラー
　　とし、データの対
　　象外となります。）
キ．確認が終了したら
　　「入力終了」ボタン
　　をクリックします。
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セ．「抽出終了」が表
　　示されます。

ソ．「確認」ボタンをク
　　リックします。

コ．「口座振替請求サ
     ービ」スの画面が
    表示されます。

サ．「請求データの抽
     出」ボタンをクリッ
　　クします。

シ．「請求データの抽
　　出」の画面が表示
　　されます。

ス．抽出グループを確
　　 認し、「確認」ボタ
　　　ンをクリック しま
　　 す。

９．ＦＢソフトからの出力手順

ク．「口座振替請求請
　　求マスタ登録」の
　　印刷画面が表示さ
　　れます。

ケ．プリントするしない
　　のいずれかをクリ
　　ックします。

（２）請求データの抽出
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ツ．作成データの選
    択の内容を確認
　　後、「確認」ボタ
     ンをクリックしま
     す。

テ．口座事前登録番
     号をプルダウンで
     選択します。

ト．お引落指定日
     （月日）を入力し
    ます。
　　．．．をクリックし
    ます

タ．「口座振替請求サ
　　ービス」の画面が
　　表示されます。

チ．「請求データの作
　　成」ボタンをクリッ
　　クします。

（３）請求データの作成

９．ＦＢソフトからの出力手順

■■■■■

■■■■
■

■■■■■■■■■■■■■■

■■■■
■
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① ②

ネ．「口座振替請求
　　データ作成」の画
    面が表示されます。
ノ．入力データを次の
     方法で確認しま
     す。
　　①確認（一覧）
　　・・・金額一括
　　入力
　　②確認（個別）
　　　・ご請求金額
　　　の個別入力を
　　　終了したら「
　　　確認」、「入力
　　　終了」ボタンを
　　　クリックします。

ナ．「指定日の選択」
    の画面が表示さ
　　れます。

ニ．指定日（４月５日）
     の５をダブルクリ
　　　ックします。

ヌ．指定日（月日）に
     0405が入力され
    ます。
    確認をクリックし
    ます。

９．ＦＢソフトからの出力手順

（３）請求データの作成

■■■■■
■■■■

■■■■■■■■■■■■■

■■■■
■

■■
■■
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ハ．貴社コードをプル
　　　ダウンで選択し
　　　ます。

ヒ．「確認」ボタンを
　　　クリックします。

フ．「口座振替請求
　　データの作成」の
　　印書確認が表示
　　されます。

ヘ．プリントするプリ
　　　ントしないのい
　　　ずれかを選択
　　　します。

ホ．「口座振替請求サ
　　ービス」の画面が
　　表示されます。

マ．「作成データの送
　　信」ボタンをクリッ
　　クします。

９．ＦＢソフトからの出力手順

（４）作成データの送信

（３）請求データの作成

■■■■■■

■■■■

■■■■■■

■■■■■■
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メ．内容を確認後、
　　「確認」ボタンを
　　クリックします。

ヤ．「全銀ファイル出
　　力」の画面が表示
　　されます。

ユ．「ＯＫ」ボタンをク
　　リックします。

ミ．「口座振替作成デ
　　ータの送信」の画
　　面が表示されます。

ム．内容を確認後、
　　「確認」ボタンを
　　クリックします。

９．ＦＢソフトからの出力手順

モ．「全銀ファイル出
　　力」ボタンをクリッ
　　クします。

（４）作成データの送信

（５）全銀ファイル出力

■■■■■

■■
■■

■■■■■

■■■■
■

■■■■■ ■■■■
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ウ．「全銀ファイル出
　　力完了」が表示さ
　　れます。

エ．「ＯＫ」ボタンを
　　クリックします。

オ．「ファームバンキ
　　ングサービス」の
　　メニュー画面が表
　　示されます。

カ．「業務終了」ボタン
　　をクリックします。

（５）全銀ファイル出力

ヨ．「出力ファイルを
　　指定してください
　　」の画面が表示
　　されます。

ワ．保存する場所を
　　決めて、保存を
　　クリックします。
※保存の仕方は次
　の通りです。
＜ﾒﾃﾞィｱへ＞（ＤＶＤ・Ｃ
Ｄ・ＦＤ・ＵＳＢ）保存。
＜ハードディスクドライ
ブへ＞保存

ヲ．「全銀ファイル出
　　力」のＣＲＬＦ付加
　　の確認が表示さ
　　れます。

ン．付加するので
　　　「はい」ボタンを
　　　クリックします。

ア．「金額の確認」が
　　表示されます。

イ．「金額を残す」ボ
　　タンをクリックし
　　ます。

（６）ファームバンキングの終了　

９．ＦＢソフトからの出力手順

■■■■■
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キ．「業務終了」の
　　画面が表示され
　　ます。

ク．「ＹＥＳ」ボタンを
　　クリックします。

ケ．ファームバンキ
　　ングが終了しま
　　す。

コ．出力ファイルを
　　確認します。

サ．ファイルをダブ
　　ルクリックします。
シ．ファイルを開くとプ
　　ログラムの選択
　　画面が表示され
　　ます。
ス．ＷｏｒｄＰａｄ（ワ
　　　ードパッド）か
　　Ｎｏｔｅｐａｄ（メモ
　　帳）を選択し、
　　「ＯＫ」ボタンを
　　クリックします。
セ．下記①の画面を
　　確認します。
　　ファイルが開き、
　　請求データが出
　　力されていること
　　を確認してください。

①

９．ＦＢソフトからの出力手順

（７）出力ファイルの確認

（６）ファームバンキングの終了　

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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ア．Ｆ-ＮＥＴ（クイック）
　　を選択後、「作業内
　　容選択」の画面が
　　表示されます。

イ．「請求データの新
　　規作成」ボタンを
　　クリックします。

１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

（１）「クイックサービス」

法人インターネットバンキングでＦ-ＮＥＴの本番運用を行うには、事前に本番環境で
疎通テストを行う必要があります。
クイック・ワイドそれぞれテストデータを送信し、疎通確認を行います。

ウ．「入金先情報入力」
     の画面が表示され
     ます。

エ．「カレンダーを表示」
　　ボタンをクリックしま
　　す。
　　　日付の下段に青
　　　のアンダーライン
　　　が表示されます
　　　ので、該当の日
　　　をダブルクリック
　　　します。
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キ．「請求先口座指定方
　　法選択」の画面が表
　　示されます。

ク．「新規に請求先口座
　　を入力」ボタンをクリ
　　ックします。

１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

オ．入金口座一覧か
　　　ら該当の入金
　　　口座をチェック
　　　します。

カ．「次へ」ボタンを
　　クリックします。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

ケ．「請求先口座入力」
　　の画面が表示され
　　ます。

コ．次の項目を入力
　　します。
　　①金融機関名
　　　 「金融機関名を
　　　検索」
　  ②支店名
　　  「支店名を検索」
　 ③科目・口座番号
　 ④預金者名
　　　（半角ｶﾅ文字）
　 ⑤顧客番号
　 ⑥引落金額
サ．「次へ」ボタンを
　　　クリックします。

56



１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

「金融機関選択」の画面
が表示されます。

例では東邦銀行の
「ト」をクリックします。

東邦銀行をチェック後、
「選択」ボタンをクリッ
クします。

「支店検索」の画面が
表示されます。

例では「本店」の「ホ」
をクリックします。

本店をチェック後、「選
択」ボタンをクリックし
ます。
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ツ．前述の５．請
　　求データの承
　　認を行ってくだ
　　さい。

１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

セ．内容確認［画面
　　入力］の画面が
　　表示されます。
ソ．承認者を選択
　　します。
タ．内容を確認後、
　　「確定」ボタン
　　をクリックしま
　　す。
チ．次のいずれか
　　を選択します。
　　①「ホームへ」
　　②「クイックメ
　　　　ニューへ」

シ．「引落金額入力」
　　の画面が表示さ
　　れます。

ス．引落金額を確認
　　し、「次へ」をクリ
　　ックします。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

（２）「ワイドサービス」

ア．Ｆ-ＮＥＴ（ワイド）を
　　選択後、「作業内
　　容選択」の画面が
　　表示されます。

イ．「請求データの新
　　規作成」ボタンを
　　クリックします。

ウ．「入金先情報入力」
     の画面が表示され
     ます。

エ．原則、引落日が自
　　動表示されている
　　場合と２７日と５日
　　を選択する場合が
　　あります。
　　本ケースは自動表
　　示です。

オ．「次へ」ボタンをク
　　リックします。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

カ．「請求先口座指定方
　　法選択」の画面が表
　　示されます。

キ．「新規に請求先口
　　座を入力」ボタンを
　　クリックします。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

ク．「新規請求先口座
　　入力」の画面が表
　　示されます。

ケ．次の項目を入力
　　します。
　　①金融機関名
　　　 「金融機関名を
　　　検索」
　  ②支店名
　　  「支店名を検索」
　  ③科目・口座番号
　　④預金者名
　　　（半角ｶﾅ文字）
　　⑤顧客番号
　　⑥引落金額
コ．「次へ」ボタンを
　　　クリックします。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

「金融機関検索」の画面
が表示されます。

例ではみずほ銀行の
「ミ」をクリックします。

みすほ銀行をチェック後、
「選択」ボタンをクリック
します。

「支店検索」の画面が
表示されます。

例では「本店」の「ホ」
をクリックします。

本店をチェック後、「選
択」ボタンをクリックし
ます。
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１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト

サ．「引落金額入力」
　　の画面が表示さ
    れます｡
　
シ．引落金額を確認
　　し、「次へ」をクリ
　　ックします。
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チ．前述の５．請求
　　データの承認
　　を行ってくださ
　　い。

ス．「内容確認［画面
　　入力］が表示され
　　ます。

セ．承認者を選択し
　　ます。

ソ．内容を確認後、「
　　確定」ボタンをクリ
　　ックします。

タ．内容を確認後、
　　①「ホームへ」
　　②「ワイド」メニュ
　　　　ー
　　のいずれかを選
　　択して下さい。

１０．Ｆ-ＮＥＴとの疎通テスト
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