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１．１ 本マニュアルについて

・ 本マニュアルはでんさいネットの操作マニュアルです。
法人インターネットバンキング（以下、Biznet）の操作はホームページのBiznet操作マニュアル
をご覧ください。

・ 画面の説明では入力項目等、一部実際の画面と異なります。

・ でんさいネットのお取引はインターネットの中継システムを経由して、（株）全銀電子債権ネッ
トワーク（通称、でんさいネット）へ接続しています。

・ でんさいネットの操作権限は「でんさい管理者」と「でんさい担当者」があります。「でんさい担
当者」が取引を作成し「でんさい管理者」が承認することで記録請求を行うことができます。

・ 「でんさい管理者」と「でんさい担当者」では、ログオン後のでんさいネットのお取引メニューが
異なります。照会系のメニューは同じですが、取引メニューは「でんさい担当者」のみに表示さ
れます。

・ ブラウザの戻るボタンは使用できませんのでご注意ください。

・ ご利用可能なOS・ブラウザはホームページの「ご利用環境」をご覧ください。

概要編
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１．２ お申込から開始までの流れ

でんさいネットをお申込する場合は、当行法人インターネットバンキング（以下、Biznet）のお申込も必要です。

（１）．Biznetをご利用中の場合

・ でんさいネット利用申込書と必要書類を営業店へ提出（お客様）
↓
・ 「でんさいネット登録完了のお知らせ」を郵送（北日本銀行）
↓
・ 事前準備（お客様）
（２．初めてのログオン方法を参照）
↓
・ ご利用開始（お客様）

（２）．Biznetをご利用中でない場合

・ でんさいネット利用申込書と必要書類を営業店へ提出（お客様）
・ Biznet利用申込書を営業店へ提出（お客様）
↓
・ 「でんさいネット登録完了のお知らせ」を郵送（北日本銀行）
・ 「Biznet登録完了のお知らせ」を郵送（北日本銀行）
↓
・ 事前準備（お客様）
（２．初めてのログオン方法を参照）
↓
・ ご利用開始（お客様）

概要編

 

法人インターネットバンキング「Ｂｉｚｎｅｔ」 

登録完了のお知らせ 
 

拝啓  貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

この度は、Ｂｉｚｎｅｔをお申込みいただき、誠にありがとうございます。 
下記のとおり、サービスの登録手続きが完了しましたのでお知らせいたします。 

ご利用に際しご不明な点がございましたら、サポートセンターにお問い合わせください。 

敬具 

株式会社  北日本銀行 

●ご契約情報（英字と数字は半角です、大文字 ABC と小文字 abc の違いにご注意ください。） 

お客様の契約法人ＩＤ 00000011110021 

(仮）契約法人暗証番号 G7J853C6 

(仮）契約法人確認暗証番号 G8935ZQ7 

ご契約種類 Ｂタイプ（オンライン取引、ファイル伝送） 

ファイル伝送種類 総合振込 給与(賞与)振込 入出金明細照会 

●ご利用口座(＊印は代表口座) 

店番 お取引店 種類 口座番号 口座名義 

＊002 本店営業部   普通 1111111 ｶ)ｷﾀｷﾞﾝｼﾖｳｼﾞ 

002 本店営業部   当座 2222222 ｶ)ｷﾀｷﾞﾝｼﾖｳｼﾞ 

015 花巻支店    普通 3333333 ｶ)ｷﾀｷﾞﾝｼﾖｳｼﾞ ﾊﾅﾏｷﾃﾝ 

   

でんさいネット登録完了のお知らせ 
 

拝啓  貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

いつも、北日本銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、このたびお申込みいただきました でんさいネットのＩＤと(仮)パスワードを 

お知らせいたします。 

敬具 

■でんさいネットの利用者番号（文字は半角英数字です、英字は大文字です。） 

文字 0 0 0 1 1 B 0 W 6
ﾌﾘｶﾞﾅ ｾﾞﾛ ｾﾞﾛ ｾﾞﾛ ｲﾁ ｲﾁ ﾋﾞｰ ｾﾞﾛ ﾀﾞﾌﾞﾘｭ ﾛｸ

数字 ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○

 

でんさい利用者番号

（9桁） 
英字大文字      ○  ○  

■ご利用口座 

店 番 お取引店 種類 口座番号 

002 本店営業部 当座 1234567 

■でんさいネットのログオン情報（文字は半角英数字です、英字の大文字ABCと小文字abcの違いにご注意ください。） 

でんさいネットの権限 － でんさい管理者／担当者ＩＤ（11桁） （仮）パスワード（10桁） 

文字 0 0 0 0 1 E K 8 2 0 0 6 j P 0 k 2 I 8 l O
ﾌﾘｶﾞﾅ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｲﾁ ｲー ｹｲ ﾊﾁ ﾆ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ﾛｸ ｼ゙ ｪｲ ﾋ゚ ｰ ｾﾛ ｹｲ ﾆ ｱｲ ﾊﾁ ｴﾙ ｵー

数字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

英字大文字 ○ ○ ○ ○ ○

でんさい管理者 

英字小文字 ○ ○ ○

文字 0 0 0 0 1 E K 8 2 1 0 v 4 E p 4 H f O c K
ﾌﾘｶﾞﾅ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｾ゙ ﾛ ｲﾁ ｲー ｹｲ ﾊﾁ ﾆ ｲﾁ ｾ゙ ﾛ ｳﾞｲ ﾖﾝ ｲｰ ﾋﾟｰ ﾖﾝ ｴｲﾁ ｴﾌ ｵｰ  

数字 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
でんさい担当者 
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１．３ ＩＤ、パスワードについて

（１）．でんさいネット用のＩＤ、パスワード

ＩＤ／パスワード 説　明

・（株）全銀電子債権ネットワークが発行するお客様固有の番号です。
･１法人（個人事業主である場合は1人）につき１つのでんさい利用者番号を付与いたします。
・複数の金融機関をご利用する場合もでんさい利用者番号は同一です。
・発生記録請求を行う場合は相手のでんさい利用者番号と決済口座情報が必要になります。
・でんさい利用者番号は任意に変更することはできません。
・でんさい利用者番号は９桁の半角英数字です。　例、000023NR5
・当行から発行するでんさい管理者用のログオンＩＤです。
・でんさい管理者ＩＤは任意に変更することはできません。
・でんさい管理者ＩＤは１１桁の半角英数字です。 例、000026K5300
・事前準備でBiznet利用者にでんさい管理者の操作権限を設定するために使用します。
・当行から発行するでんさい担当者用のログオンＩＤです。
・でんさい担当者ＩＤは任意に変更することはできません。
・でんさい担当者ＩＤは１１桁の半角英数字です。 例、000026K5310
・事前準備でBiznet利用者にでんさい担当者の操作権限を設定するために使用します。
・当行から発行する仮のパスワードです。
・でんさい管理者ＩＤ、でんさい担当者ＩＤに別々の（仮）パスワードを発行します。
・初回のでんさいネット利用時に「初回ログオンパスワード変更画面」が表示されますので、
　お客様の任意のパスワードに変更します。※２回目以降のログオンでは使用しません。
・（仮）パスワードは１０桁の半角英数字です。　例、y2e8Up3Wr1　英字の小文字を含みますので、
　ソフトウエア キーボードを使用して正確に入力してください。
・（仮）パスワードおよび、お客様が変更後の任意のパスワードは、連続して数回間違えると、
　セキュリティのためログオンをロックしますのでご注意ください。
　ロックを解除するためには（仮）パスワードの再発行手続きが必要ですので、
　お届け印をご持参のうえ、お取引店までご来店ください。

＜補足＞
　・でんさいネットの操作権限は「でんさい管理者」と「でんさい担当者」があります。
　・でんさい担当者が取引を作成しでんさい管理者が承認することで記録請求を行うことができます。

表1.3.1　でんさいネット用のＩＤ、パスワード

 でんさい利用者番号

 でんさい管理者ＩＤ

 でんさい担当者ＩＤ

 （仮）パスワード

概要編
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１．３ ＩＤ、パスワードについて

概要編

（２）．Ｂｉｚｎｅｔ用のＩＤ、パスワード

ＩＤ／暗証番号 説　明

・当行から発行するＢｉｚｎｅｔ管理者用のログオンＩＤです。
・契約法人ＩＤは任意に変更することはできません。
・契約法人ＩＤは１４桁の半角数字です。　例、12345678901234
・当行から発行するＢｉｚｎｅｔ管理者用の仮の契約法人暗証番号です。
・契約法人暗証番号はＢｉｚｎｅｔのログオンに使用する暗証番号です。
・初回のＢｉｚｎｅｔ利用時に「契約法人開通確認画面」が表示されますので、
　お客様の任意の暗証番号に変更します。
・当行から発行するＢｉｚｎｅｔ管理者用の仮の契約法人確認暗証番号です。
・契約法人確認暗証番号は利用者登録等の取引時に使用する暗証番号です。
・初回のＢｉｚｎｅｔ利用時に「契約法人開通確認画面」が表示されますので、
　お客様の任意の暗証番号に変更します。
・お客様（Ｂｉｚｎｅｔ管理者）が登録する利用者のログオンＩＤです。
・利用者ＩＤはＢｉｚｎｅｔ管理者が任意に追加／削除することができます。
・お客様（Ｂｉｚｎｅｔ管理者）が登録する利用者用の利用者暗証番号です。
・利用者暗証番号はＢｉｚｎｅｔのログオンに使用する暗証番号です。
・お客様（Ｂｉｚｎｅｔ管理者）が登録する利用者用の利用者確認暗証番号です。
・利用者確認暗証番号は資金移動等の取引時に使用する暗証番号です。

＜補足＞
　・Ｂｉｚｎｅｔの操作権限はＢｉｚｎｅｔ管理者（契約法人）とＢｉｚｎｅｔ利用者（利用者）があります。
　・Ｂｉｚｎｅｔ管理者はＢｉｚｎｅｔ利用者を登録する権限があります。
　・利用者暗証番号および利用者確認暗証番号を万が一お忘れになった場合は、Ｂｉｚｎｅｔ管理者が再度設定してください。 

表1.3.2　Ｂｉｚｎｅｔ用のＩＤ、パスワード

 （仮）契約法人暗証番号

 契約法人ＩＤ

 利用者確認暗証番号

 利用者暗証番号

 利用者ＩＤ

 （仮）契約法人確認暗証番号

1.3-2



１．４ サービス日・サービス時間

（１）．サービス日

区　分

 サービス日  計画停止日を除き毎日

 毎月第２土曜日（終日）

（２）．サービス時間　　（○：取引可、×：取引不可）

　　　　ご注意：１５：００以降は当日付けの取引ができなくなりますので時間に余裕を持ってお取引してください。

8:00～15:00 15:00～21:00 9:00～15:00 15:00～19:00

 発生記録請求（当日） ○ × ○ ×

 発生記録請求（予約） ○ ○ ○ ○

 （分割）譲渡記録請求（当日） ○ × ○ ×

 （分割）譲渡記録請求（予約） ○ ○ ○ ○

 変更記録請求 ○ × ○ ×

 保証記録請求（単独） ○ × ○ ×

 支払等記録請求 ○ × ○ ×

 開示請求 ○ ○ ○ ○

 各種記録の承諾・否認 ○ ○ ○ ○

＜補足＞
（当日）とは発生記録請求や譲渡記録請求を行うときの発生日付（電子記録年月日）を当日にする取引です。
（予約）とは発生記録請求や譲渡記録請求を行うときの発生日付（電子記録年月日）を未来日にする取引です。

平日（銀行営業日） 土日曜・祝日

日　付

業務種類

 計画停止日  年末年始は、１２月３１日 17：00　～　１月４日 8：00
　（１月４日が土日曜の時は9:00からの開始になります。）

概要編
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１．５　でんさいネットの取引概要

概　要

・債務者請求方式（債務者が債権者に対しでんさいを発行する）で、でんさいの発行が可能。
　（債権者は記録内容に異議がある場合には、通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に削除が可能）
・債権者請求方式（債権者が債務者に対しでんさいの発生請求を行う）で、でんさいの発行が可能。
　（記録成立には通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に債務者の承諾が必要）
・債権金額は1万円以上1円単位での指定が可能、上限は99億9,999万9,999円まで。
・支払期日は、電子記録年月日（でんさいの発生日）から起算して７銀行営業日経過した日以降で１０年後の応当日まで
　の範囲で設定が可能。
・1ヶ月後応答日までの発生予約が可能、予約は予約取消が可能。
・複数明細の発生記録を一括で請求することも可能。
・譲渡人（債権者）から譲受人（他の債権者）へでんさいの譲渡が可能。
（譲受人は記録内容に異議がある場合には 通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に削除が可能）

表1.5　取引概要　（１／２）

発生記録請求

機　能

概要編

　（譲受人は記録内容に異議がある場合には、通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に削除が可能）
・譲渡の場合には当該でんさいを保証していただく取扱いになります。
・譲渡回数の制限はありません。
・譲渡は対象となるでんさいの支払期日の７銀行営業日前までに行う必要があります。
・1ヶ月後応答日までの譲渡予約が可能。予約は予約取消が可能。
・複数明細の譲渡記録を一括で請求することも可能。
・譲渡人（債権者）がでんさいを分割して、譲受人（他の債権者）へ譲渡が可能。
　（譲受人は記録内容に異議がある場合には、通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に削除が可能）
・譲渡を伴わない分割のみの記録請求は不可。
・分割譲渡回数の制限はない。
・分割譲渡金額は1万円以上1円単位での指定が可能。分割後の原債権金額が1万円未満となることは可能。
・分割譲渡は対象となるでんさいの支払期日の７銀行営業日前までに行う必要があります。
・1ヶ月後応答日までの分割予約も可能。予約は予約取消が可能。
・複数明細の分割記録や同一明細の繰り返し分割記録を一括で請求することも可能。
・譲渡に伴う保証以外の保証請求が可能。
・債権者側から保証人に対し保証請求し、保証人の承認が必要。
・保証回数の制限はない。
・でんさいの記録事項を変更することが可能であるが、利害関係者全員の承認が必要。
・利用者が変更記録請求できるものは、譲渡・分割・保証がなされていない債権の①支払期日、②金額、
　③譲渡制限の定め、④発生記録の削除である。
・上記以外は、書面での変更記録請求に限られる。

保証記録請求

変更記録請求
（でんさいの記録内
容の変更）

譲渡記録請求

分割譲渡記録請求
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１．５　でんさいネットの取引概要

概要編

概　要

・でんさい割引は、手形と同様に銀行が割引き、資金を割引依頼人に提供する取引である。
・債権者は指定参加金融機関宛にでんさい割引申込を行う。（当行にご契約がある債権者のみ当行宛てに割引申込できます。）
・指定参加金融機関はでんさい割引申込を審査し承認する場合はでんさいの譲渡を行う。
・利用者は、条件を指定して債権記録の内容を開示することが可能。
・利用者は各記録請求に当り、でんさいネットに提供した情報（請求受付簿の内容）を開示することが可能。
・支払資金は、支払期日に債権者口座に送金されます。
・債務者のお客様は、当該でんさいの口座間送金決済に間に合うよう、決済口座に資金をご準備ください。
・口座間送金決済以外の方法で決済がなされた場合は、当事者請求により支払等記録請求を行う必要がある。
・支払した者（債務者等）から請求し、債権者が承認する方式と債権者が単独で請求する方式がある。
・支払期日前に債権者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の３銀行営業日前までに請求する必要がある。
・支払期日前に支払者が支払等記録を請求する場合は 支払期日の７銀行営業日前までに請求する必要がある

表1.5　取引概要　（２／２）

機　能

でんさい割引申込

記録事項の開示
提供事項の開示
口座間送金決済に
よる支払

口座間送金決済以
外の支払（支払等記
録請求）

・支払期日前に支払者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の７銀行営業日前までに請求する必要がある。
・口座間送金決済が行えなかった場合、参加金融機関からの支払不能通知にもとづき、支払不能の旨記録する。
・支払不能には1号（資金不足など）、2号（契約不履行など）、0号（債務者死亡など）がある。
・でんさいネットは支払不能となった利用者をすべての参加金融機関に対して通知する。
・支払期日に口座間送金決済による支払いができない場合、債務者のお客様には支払不能処分（手形の不渡処分と同様の
　処分）が科されます。
・債務者に支払不能が発生した場合、電子記録保証人（でんさいの譲渡人を含む）は、債権者に対して、支払義務を負います。
・電子記録保証人が債務者に代わって支払いをし、かつ、支払者として支払等記録を記録した場合、特別求償権を取得します。
・6ヶ月以内に支払不能（1号、2号がカウント対象）が2回発生すると、2年間の電子記録債務者としての利用禁止、および
　参加金融機関での新規貸出取引停止となる（除く債権保全のための貸出）。
・強制執行があった場合に、でんさいネットは当該でんさいに対する電子記録を禁止する。強制執行等

支払不能ルールの
適用

支払不能登録
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１．６ でんさいネットの取引手順

でんさいネットの主な取引について手順を示します。

（１）．発生記録請求（債務者として請求）

（２）．発生記録請求（債権者として請求）

（３）．譲渡記録請求

（４）．分割譲渡記録請求

（５）．保証記録請求（単独）

（６）．支払等記録請求（債権者として請求）

（７）．支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

（８）．でんさい割引申込（でんさいネット申込）　※でんさいネットのでんさい割引申込メニューを利用した申込

（９）．でんさい割引申込（窓口申込）　※でんさいネットを利用しない窓口への申込

概要編
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（１）．発生記録請求（債務者として請求）

債務者 債権者

①発生記録請求

③発生記録請求の結果応答 ③発生記録の通知

５営業日以内

④削除のための
　変更記録請求

⑥削除の通知 ⑥削除請求の結果応答

指定参加金融機関指定参加金融機関（当行）

■●●

でんさいネット

● ■

● ● ●

■ ● ●

●

②発生記録の成立

●■

■

⑤発生記録の削除

■

記録原簿

記録原簿
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①発生記録請求

　　

②発生記録の成立

③発生記録の通知

④削除のための変更記録請求

⑤発生記録の削除

⑥削除の通知

　

　③の発生記録内容を受領した債権者は、当該記録内容につき異議がある場合には、③のでんさいネットの通知後５銀行営業日（通知日を含
む）以内に、債権者単独で当該発生記録の削除にかかる変更記録請求を指定参加金融機関を通じて行うことができる。

④の変更記録請求を受けたでんさいネットは、発生記録を削除する変更記録を行う。

でんさいネットは当該変更記録を行った場合、各指定参加金融機関通じてその旨を債務者、債権者に通知する。

(ｱ) 当該記録請求により権利者となる利用者は、当該記録請求にもとづく電子記録について異議がある場合に、電子記録の通知後
　　５銀行営業日（通知日を含む）以内においては、変更記録請求（単独請求）により削除できる。
(ｲ) 濫用・悪用防止目的のために、債権者になろうとする者が予めでんさいネットに登録した利用者からのみの発生記録（債務者
　　請求方式）の請求を受けるようにする指定許可機能を実装する。

でんさいネットは、②の発生記録を行った場合、各指定参加金融機関通じて当該発生記録内容を債務者、債権者に通知する。

ア．発生記録（債務者として請求）の請求依頼は、債務者になろうとする者から指定参加金融機関を通じて行う。【債務者請求方式】

イ．当該請求依頼を受けた指定参加金融機関は、でんさいネットに対し記録請求を取り次ぐ。

ア．①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する。当該請
求は、権利者（債権者になろうとする者）の請求も含むものとして取り扱い、権利者の請求にかかる請求受付簿をあわせて作成する。

イ．でんさいネットは、①の請求内容にしたがって記録原簿に発生記録を行う。

(ｱ) 発生記録請求日を先日付とする予約請求を行うことも可能。
(ｲ) 債務者がいったん行った請求は撤回を認めない。ただし、予約請求の発生記録請求データの取消は許容する。
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（２）．発生記録請求（債権者として請求）

債務者 債権者

①発生記録請求

③請求内容の通知

　　　　④承諾（否認）

⑤発生記録の成立（非成立）
⑥否認の結果応答/発生記録の（非成立）通知 ⑥発生記録の（非成立）通知

　　５営業日以内に承諾/否認の判断なし

発生記録の非成立

■ ● ● ■

■ ●

●

■ ●

■

②発生記録の受付

■ ● ●

指定参加金融機関 でんさいネット 指定参加金融機関（当行）

● ●

請求受付簿

記録原簿
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①発生記録請求

　　

②発生記録の受付

③請求内容の通知

④承諾（否認）

⑤発生記録の成立（非成立）

⑥発生記録の通知

イ．でんさいネットは、承諾があった場合において、①の請求内容にしたがって記録原簿に発生記録を行う。

　でんさいネットは、発生記録を行った場合、各指定参加金融機関を通じて当該発生記録内容を債務者（または否認の通知者）、債権者（請
求者）に通知する。

イ．①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する。

でんさいネットは、当該債務者になろうとする利用者の指定参加金融機関を通じて、債権者になろうとする者からの請求内容を通知する。

　債務者になろうとする利用者は、当該発生記録請求の内容について当該請求内容の通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に、承諾す
る場合は承諾の通知を、異議がある場合は否認の通知を、自己の指定参加金融機関に対して行うこととする。なお、でんさいネットがこの期間
内に承諾または否認のいずれの通知も受領しなかった場合、債務者になろうとする者から否認の意思表示がなされたものとみなす（みなし否
認の取扱い）。

(ｱ) 発生記録の電子記録年月日を先日付とする予約請求を行うことも可能。
(ｲ) 権利者がいったん行った請求（依頼）は撤回を認めない。ただし、予約請求の依頼データの取消は許容する。

ア．承諾／否認期間内に債務者になろうとする者が指定参加金融機関を通じて承諾した場合、でんさいネットは当該利用者も債権者になろ
　　うとする者と同様の請求を行ったものとして取り扱い、①の請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作
　　成する。否認した場合、債務者になろうとする者からの請求はなかったものとして取り扱う。

ア．発生記録（債権者として請求）の請求依頼は、債権者になろうとする者から指定参加金融機関を通じて行う。【債権者請求方式】

(ｱ) 発生記録の債権者請求方式の利用は、債権者になろうとする利用者、債務者になろうとする利用者のいずれからも指定参加金
　　融機関に対してその利用申請がある（利用者のオプション機能）ことが前提である。
(ｲ) 濫用・悪用防止目的のために、債務者になろうとする利用者が予めでんさいネットに登録した利用者からのみ発生記録（債権
　　者請求方式）の請求を受けるようにする指定許可機能を実装する。

イ．債権者になろうとする利用者から請求依頼を受けた指定参加金融機関は、自行が同方式を利用可としているか、請求者が同方式の利
　　用申請をしているかを確認のうえ、でんさいネットに対して発生記録請求を取り次ぐ。

ア．でんさいネットは、受領した請求内容に記載された債務者になろうとする者について、同利用者の指定参加金融機関が発生記録（債権
　　者請求方式）に対応しているか、同利用者が発生記録（債権者請求方式）の指定許可機能を利用している場合、許可先として債権者にな
　　ろうとする者（＝請求者）が登録されているかを確認し、対応、登録がされていなければエラーとする。
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（３）．譲渡記録請求

譲渡人 譲受人

①譲渡記録請求
保証記録請求

③譲渡記録、保証記 ③譲渡記録
録請求の結果応答 保証記録の通知

５営業日以内

④削除のための
　変更記録請求

⑥削除の通知 ⑥削除請求の結果応答

指定参加金融機関（当行） でんさいネット 指定参加金融機関

■ ● ●

②譲渡記録の成立
保証記録の成立

■ ● ● ● ■

● ● ■

⑤譲渡記録の削除
（保証記録）の削除

■ ● ● ● ■

記録原簿

記録原簿
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①譲渡記録請求

　　

②譲渡記録および保証記録の成立

③譲渡記録および保証記録の通知

ア．譲渡記録の請求は、譲渡人となる電子記録名義人から指定参加金融機関を通じて行う。

(ｱ) 譲渡人が譲渡記録請求を行うにあたり、譲受人になろうとする利用者に譲渡対象の債権内容を確認してもらうため、同人に対
　　して譲渡人がその開示請求結果を送付等して、事前に確認する取扱いは当事者の任意とする。
(ｲ) 原則として、譲渡記録請求は譲渡人を保証人とする保証記録請求を併せて行うこととする。
(ｳ) 譲受人になろうとする利用者は、当該譲渡記録請求にもとづく電子記録について異議がある場合は、電子記録の通知後５銀行
　　営業日（通知日を含む）以内においては、変更記録請求（単独請求）により削除できる。また、譲受人になろうとする者にお
　　いて、譲渡人の保証を要しない場合は、でんさいネットの通知後５銀行営業日（通知日を含む）以内に、譲受人単独で当該保
　　証記録の削除にかかる変更記録請求を行うことを可能とする。
(ｴ) 濫用・悪用防止目的のために、譲受人になろうとする利用者が予めでんさいネットに登録した利用者からのみ譲渡記録請求を
　　受けるようにする指定許可機能を実装する。

イ．でんさいネットは、①の請求内容にしたがって記録原簿に譲渡記録を行う。

　でんさいネットは、②の譲渡記録および保証記録を行った場合、各指定参加金融機関を通じて、当該譲渡記録および保証記録の内容を譲
渡人、譲受人に通知する。

イ．当該請求を受けた指定参加金融機関は、でんさいネットに対し記録請求を取り次ぐ。

(1) 二重譲渡の問題を生じさせないために、でんさいネットは、譲渡記録請求があった時点で当該債権記録に対する他の記録請求
　　を受け付けないこととする。

ア．①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する。当該請
　　求は、電子記録権利者（譲受人になろうとする者）の請求も含むものとして取扱い、権利者の請求にかかる請求受付簿をあわせて作成す
　　る。

(ｱ) 譲渡記録請求日を将来日付とする予約請求を行うことも可能。
(ｲ) 譲渡人がいったん行った請求は撤回を認めない。ただし、予約請求の譲渡記録請求データの取消は許容する。
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④削除のための変更記録請求

⑤譲渡記録および保証記録（または保証記録のみ）の削除

⑥削除の通知

イ．保証記録を要しない場合は、③の電子記録年月日から５銀行営業日（電子記録年月日を含む）以内に、譲受人単独で当該保証記録の削
　　除にかかる変更記録請求を指定参加金融機関を通じて行うことができる。

(ｱ) 保証記録を要しない場合に保証記録の削除の変更記録請求を行った場合は、当該請求以降は削除可能期間内であっても、譲渡
　　記録に対する単独の削除の変更記録請求を認めないこととする。

　④の変更記録請求を受けたでんさいネットは、譲渡記録および保証記録（保証記録のみの削除請求は保証記録のみ）を削除する変更記録
を行う。

でんさいネットは⑤の変更記録を行った場合、各指定参加金融機関を通じてその旨を譲渡人および譲受人に通知する。

ア．③の譲渡記録および保証記録の内容を受領した譲受人は、その譲渡記録内容につき異議がある場合には、③の電子記録年月日から５
　　銀行営業日（電子記録年月日を含む）以内に、譲受人単独で当該譲渡記録の削除にかかる変更記録請求を指定参加金融機関を通じて
　　行うことができる。譲渡記録の削除を行った場合、保証記録の削除も同時に行なわれたものとして取扱う。
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（４）．分割譲渡記録請求

譲渡人 譲受人

①分割記録請求
譲渡記録請求
保証記録請求

③分割譲渡記録の結果応答 ③分割譲渡記録の通知

５営業日以内

④削除のための
　変更記録請求

⑥削除の通知 ⑥削除請求の結果応答

②分割記録の成立

● ■

⑤譲渡記録の削除
（保証記録）の削除

■ ● ●

● ■

● ● ■

譲渡記録の成立
保証記録の成立

■ ● ●

指定参加金融機関（当行） でんさいネット 指定参加金融機関

■ ● ●

記録原簿

記録原簿
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①分割および譲渡の記録請求

　　

②分割・譲渡・保証記録の成立

　(ｱ) 分割債権記録
　　ａ．請求受付簿の内容等に基づき、分割債権記録事項を記録する。
　　ｂ．原債権記録の記録事項のうち、現に効力を有する電子記録を、分割記録に伴う記録事項として、分割債権記録に転写する。
　(ｲ) 原債権記録
　　ａ．原債権記録事項を記録する。
　　ｂ．原債権記録の記録事項のうち、分割に際して修正を加えるべき事項については、新たに修正事項を記録する。
　　ｃ．原債権記録の記録事項のうち、分割に際して不要となった記録については、削除する。

③分割および譲渡記録の通知

イ．当該請求を受けた指定参加金融機関は、でんさいネットに対し記録請求を取り次ぐ。

ア．①の請求を受けたでんさいネットは、業務規程等による制限等への抵触がないか確認したうえで、当該請求において提供された情報およ
　　び請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する。当該請求は、譲受人になろうとする利用者の請求も含むものとして取り扱い、譲受人
　　の請求にかかる請求受付簿をあわせて作成する。

(ｱ) 分割・譲渡・保証記録の請求日を将来日付とする予約請求を行うことも可能。
(ｲ) 請求者がいったん行った請求は撤回を認めない。ただし、予約請求の依頼データの取消は許容
する

ア．分割記録の請求は、譲渡記録および保証記録と併せて譲渡人となる原債権記録の債権者から指定参加金融機関を通じて行う。

イ．でんさいネットは、①の請求内容にしたがって記録原簿に分割債権記録を作成し、原債権記録および分割債権記録に分割記録を行うとと
　　もに、分割債権記録に譲渡記録および保証記録を記録する

　でんさいネットは、②の記録を行った場合、各指定参加金融機関を通じて、当該記録内容を（分割）譲渡人（分割債権記録の債権者でありそ
の譲渡人かつ保証記録の保証人）および譲受人（分割債権記録の譲受人かつ保証記録の被保証人）に通知する。

(ｱ) 分割記録は、常に譲渡記録と一体として取扱うものとし、譲渡記録を伴わない分割記録はできないこととする。また、一部保
　　証を行うための分割記録請求も許容しない。
(ｲ) 濫用・悪用防止目的のために、譲受人となろうとする者が予めでんさいネットに登録した利用者以外からの譲渡記録の請求を
　　受けないようにする指定許可機能を実装する。
(ｳ) 特別求償権の分割は認めないこととする（特別求償権については、譲渡、保証、分割とも認めない）。
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④削除のための変更記録請求

⑤譲渡記録および保証記録（または保証記録のみ）の削除

⑥削除の通知

(ｱ) 譲渡記録あるいは以下の保証記録が削除された場合であっても、分割によって作成された分割債権記録は成立したままとな
　　る。

イ．保証記録を要しない場合は、③の電子記録年月日から５銀行営業日（電子記録年月日を含む）以内に、譲受人単独で当該保証記録の削
　　除にかかる変更記録請求を指定参加金融機関を通じて行うことができる。

(ｱ) 保証記録を要しない場合に保証記録の削除の変更記録請求を行った場合は、当該請求以降は削除可能期間内であっても、譲渡
　　記録に対する削除の変更記録請求は認めないこととする。

　④の変更記録請求を受けたでんさいネットは、譲渡記録および保証記録（保証記録のみの削除請求は保証記録のみ）を削除する変更記録
を行う。

　でんさいネットは⑤の変更記録を行った場合、（分割）譲渡人および譲受人の各指定参加金融機関にその旨を遅滞なく通知する。各指定参
加金融機関は、当該通知を受領した場合、通知内容をただちに（分割）譲渡人、譲受人に通知する。

ア．③の分割債権記録の譲渡記録および保証記録の内容を受領した譲受人は、その譲渡記録内容につき異議がある場合には、③の電子記
　　録年月日から５銀行営業日（電子記録年月日を含む）以内に、包括委任の取り決めにもとづき、譲受人単独で当該譲渡記録の削除にか
　　かる変更記録請求を指定参加金融機関を通じて行うことができる。譲渡記録の削除を行った場合、保証記録の削除も同時に行なわれた
　　ものとして取り扱う。
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（５）．保証記録請求（単独）

保証人 債権者

①保証記録（単独）請求

②保証記録（単独）の受付
③請求内容の通知

　　　　④承諾（否認）

⑤保証記録の成立（非成立）
　　否認または５営業日以内に承諾/否認の判断なし

⑥保証記録の（非成立）通知 ⑥保証記録の（非成立）通知

指定参加金融機関 でんさいネット 指定参加金融機関（当行）

● ● ■

■ ● ●

■ ●

■■ ● ● ●

■ ●

保証記録の非成立

請求受付簿

記録原簿
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①保証記録（単独）請求

　　

②保証記録（単独）の受付

③請求内容の通知

④承諾（否認）

⑤保証記録の成立（非成立）

⑥保証記録の（非成立）通知

ア．保証記録（単独）の請求依頼は、債権者（被保証人となろうとする者）から指定参加金融機関を通じて行う。

(ｱ) 保証人になろうとする利用者が、保証記録請求に対する承諾、否認の判断を行うため、同人に対して請求日から５銀行営業日
　　の間は保証記録請求の対象となった電子記録債権に対する開示請求を許容する。
　　（保証記録請求以前に債権者が開示回答内容を保証人になろうとする利用者に提供する対応は当事者の任意とする。）
(ｲ) 保証人になろうとする利用者は、予めでんさいネットに登録した利用者以外からの保証記録（単独）請求を拒否する指定許可
　　機能を利用することが可能である。

イ．債権者から請求依頼を受けた指定参加金融機関は、でんさいネットに対して保証記録（単独）請求を取り次ぐ。

ア．でんさいネットは、受領した請求内容に記載された保証人となろうとする者について、同利用者が保証記録に対する指定許可機能の使用
　　有無を確認し、使用している場合は同利用者から保証記録（単独）の指定許可機能の許可先として債権者（＝請求者）が登録されている
　　かを確認する。そのとき債権者の登録がなければエラーとする。

ア．承諾／否認期間内に保証人となろうとする利用者が指定参加金融機関を通じて承諾した場合、でんさいネットは当該利用者も債権者と
　　同様の請求を行ったものとして取扱い、①の請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する
　　否認した場合、保証人になろうとする者からの請求はなかったものとして取扱う。

イ．でんさいネットは、承諾があった場合において、請求内容にしたがって記録原簿に保証記録を記録する。

　でんさいネットは、保証記録を行った場合、また、否認またはみなし否認となった場合、各指定参加金融機関を通じて、当該発生記録内容を
否認の意思判断をした利用者および債権者（請求者）に通知する。

(ｱ) 保証記録（単独）の予約請求機能はない。
(ｲ) 債権者がいったん行った請求（依頼）は撤回を認めない。

イ．①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成する。

でんさいネットは、②の記録を行った場合、指定参加金融機関を通じて債権者からの請求内容を保証人になろうとする利用者に通知する。

　保証人となろうとする利用者は、当該保証記録（単独）請求の内容について当該請求内容の通知後５銀行営業日以内に、承諾する場合は
承諾の通知を、異議がある場合は否認の通知を、自己の指定参加金融機関に対して行うこととする。なお、でんさいネットがこの期間内に承諾
または否認のいずれの通知も受領しなかった場合、保証人となろうとする利用者から否認の意思表示がなされたものとみなす（みなし否認の取
扱い）。
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（６）．支払等記録（債権者として請求）

債権者 支払者

①支払等記録請求

②支払等記録の成立
③支払等記録請求の結果応答 ③支払等記録の通知

①支払等記録請求（債権者として請求）

　　

②支払等記録の成立

③支払等記録の通知

指定参加金融機関（当行） でんさいネット 指定参加金融機関

■ ● ●

ア．支払等記録（債権者として請求）の請求は、債権者が指定参加金融機関を通じて行う。

(ｱ) 債権者は、単独で支払等記録を請求することができる。
(ｲ) 支払等記録請求に当っては、支払日、支払者（債務者、電子記録保証人、第三者）を指定する（支払日が支払期日後であり、
　　かつ債務者が支払者となる場合に限り、一部弁済にもとづく支払等記録を請求することができる）。
(ｳ) 支払期日前に債権者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の３銀行営業日前までに請求する必要がある。

● ■■ ● ●

　でんさいネットは、②の支払等記録を行った場合、指定参加金融機関を通じて、支払者および債権者に当該支払等記録の内容を通知す
る。

イ．当該請求依頼を受けた指定参加金融機関は、記録請求をでんさいネットへ取り次ぐ。

ア．①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記録した請求受付簿を作成する。

イ．でんさいネットは、①の請求内容にしたがって記録原簿に支払等記録を行う。

記録原簿

1.6-14



（７）．支払等記録（債務者／保証人として請求）　※支払者：債務者、電子記録保証人

債権者 支払者

 ①支払等記録（支払者請求方式）請求

③請求内容の通知

　　　　④承諾（否認）

⑤発生記録の成立（非成立）
⑥承諾/否認の結果応答 ⑥支払等記録の（非成立）通知

　　５銀行営業日以内に承諾/否認の判断なし

■

■ ●

支払等記録の非成立

■ ● ● ●

■ ●

■ ● ●

● ● ■

②支払等記録の受付

指定参加金融機関 でんさいネット 指定参加金融機関（当行）

請求受付簿

記録原簿
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①支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

　　

②支払等記録請求（債務者／保証人として請求）の受付

③請求内容の通知

④承諾（否認）

⑤支払等記録の成立（非成立）

⑥支払等記録の通知

　指定参加金融機関から通知を受けた債権者は、当該支払等記録請求の内容について当該請求内容の通知後５銀行営業日（通知日を含
む）以内に、承諾する場合は承諾通知を、異議がある場合は否認の通知を、自己の指定参加金融機関に対して行うこととする。なお、でんさい
ネットがこの期間内に承諾または否認のいずれの通知も受領しなかった場合、債権者から否認の意思表示がなされたものとみなす。

ア．債権者が承諾した場合、でんさいネットは、債権者も支払者と同様の請求を行ったものとして取り扱い、①の請求において提供された情報
　　および請求受付日時（債権者の承諾日時）を記録した請求受付簿を作成する。否認した場合は、債権者からの請求はなかったものとして
　　取り扱う。

イ．でんさいネットは、債権者が承諾した場合、請求内容にしたがって記録原簿に支払等記録を行う。

　でんさいネットは、 支払等記録を行った場合、指定参加金融機関を通じて、債権者および支払者に当該支払等記録の内容を通知する。否
認またはみなし否認となった場合は、支払等記録が成立しなかった旨を通知する。

　①の請求を受けたでんさいネットは、当該請求において提供された情報および請求受付日時を記録した請求受付簿を作成する。なお、請求
受付簿に記録される「支払者」については、当該支払等記録の請求者が記録される。

請求を受けたでんさいネットは、指定参加金融機関を通じて、債権者に当該支払等記録請求の内容を通知する。

ア．支払等記録請求（債務者／保証人として請求）の請求は、支払者（債務者、電子記録保証人）が指定参加金融機関を通じて行う。

(ｱ) 支払者は、債権者の承諾を得れば、支払等記録を請求することができる。

(ｲ) 支払等記録に当っては、支払日を指定する（支払日が支払期日後であり、かつ債務者が支払者となる場合に限り、一部弁済に

　　もとづく支払等記録を請求することができる）。

(ｳ) 支払期日前に電子記録保証人が支払等記録を請求する場合は、債務者の承諾を得たうえで、書面で請求する必要がある。

(ｴ) 支払期日前に支払者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の７銀行営業日前までに請求する必要がある。

イ．当該請求依頼を受けた指定参加金融機関は、記録請求をでんさいネットへ取り次ぐ。
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（８）．でんさい割引申込（でんさいネット申込）
でんさいネットのでんさい割引申込メニューを利用した取引手順です。

割引依頼人

●

④審査

②でんさい割引申込

■ ●

■

⑤審査結果の通知（承認、謝絶）

⑥譲渡記録請求（承認）

■ ●

■ ●

③でんさい割引（買取）申込書

■ ●

●●

⑦譲渡記録の成立

●

■ ●●

①記録事項の開示

指定参加金融機関（当行） でんさいネット

⑧譲渡記録の通知（予約成立）

⑨入金

●

保証記録の成立

記録原簿

記録原簿
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①記録事項の開示

　　
②でんさい割引申込

割引依頼人は、でんさい割引申込を行う。

③でんさい割引（買取）申込書

④審査
当行は、でんさい割引の審査を行う。

⑤審査結果の通知（承認、謝絶）

⑥譲渡記録請求（承認）
当行は割引を承認した場合、②のでんさい割引申込に対して、譲渡記録請求を行う。

⑦譲渡記録の成立

⑧譲渡記録の通知（予約成立）

⑨入金

当行は、割引依頼人に④の審査結果を電話または文書で通知する。

割引依頼人は、記録事項の開示を行い割引申込を行う債権を確認する。

当行は、期日に割引依頼人の口座に入金する。

でんさいネットは、譲渡記録を譲渡人（割引依頼人）と譲受人（当行）に通知する。

割引依頼人は、②でんさい割引申込時の「でんさい割引（買取）申込書」ＰＤＦを印刷し届出印を押印後、お取引店窓口へでんさい割引を依頼する。

でんさいネットは、請求された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成し、請求内容にしたがって記録原簿に譲渡記録を行う。
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（９）．でんさい割引申込（窓口申込）
でんさいネットのでんさい割引申込メニューを利用しないで、窓口へ依頼する取引手順です。（ＰＣやネット環境の障害時の取引手順）

割引依頼人 でんさいネット

①でんさい割引（買取）申込書

■ ●

指定参加金融機関（当行）

③審査

●

④審査結果の通知（承認、謝絶）

■ ●

⑥譲渡記録請求（承認）

● ●

⑦譲渡記録の成立
⑧譲渡記録の通知

■ ● ●

保証記録の成立

⑨入金

■ ●

②記録事項の開示

● ●

●

⑤でんさい割引申込（代行）

記録原簿

記録原簿
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①でんさい割引（買取）申込書

②記録事項の開示

　　
③審査

当行は、でんさい割引の審査を行う。

④審査結果の通知（承認、謝絶）

⑤でんさい割引申込（代行）
当行は割引を承認した場合、割引依頼人を代行してでんさい割引申込を行う。

⑥譲渡記録請求（承認）
当行は割引を承認した場合、⑤のでんさい割引申込に対して、譲渡記録請求を行う。

⑦譲渡記録の成立

⑧譲渡記録の通知（予約成立）

⑨入金

でんさいネットは、譲渡記録を譲渡人（割引依頼人）と譲受人（当行）に通知する。

当行は、記録事項の開示を行い割引申込の債権を確認する。

当行は、期日に割引依頼人の口座に入金する。

割引依頼人は、「でんさい割引（買取）申込書」を記入し届出印を押印後、お取引店窓口へでんさい割引を依頼する。

当行は、割引依頼人に③の審査結果を電話または文書で通知する。

でんさいネットは、請求された情報および請求受付日時を記載した請求受付簿を作成し、請求内容にしたがって記録原簿に譲渡記録を行う。
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１．７ 用語集

説　明

電子記録債権法により規程される、発生、譲渡等について電子記録を要件とする金銭債権。
企業が保有する手形や売掛債権を電子化して取引できるようにすることで、紙の手形に代わる決済手段とし
て、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることなどを目的として制定された。
一般的には、記録原簿を作成して発生、譲渡等の電子記録を管理する機関。
本書においては「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」の運営する電子債権記録機関を指し、それを「でんさ
いネット」と称する。

記録機関システム
一般的には、記録原簿を保持して発生、譲渡等を電子的に記録するためのシステム。
本書においては、でんさいネットのシステムを指す。
電子記録債権の他、参加金融機関や利用者についての情報も管理する。

記録原簿 電子記録債権に対して行われた各種記録請求の結果を電子的に記録するための原簿。
請求受付簿 電子記録債権に対して行われた各種記録請求の内容を電子的に記録するための受付簿。

全国の銀行、信用金庫、信用組合等、でんさいのサービスを提供できる金融機関のことです。

金融機関システム
参加金融機関がでんさいネットを利用するために用意するシステム。
利用者向けのインタフェースを提供し、またでんさいネットや勘定系システムとの接続を行う。
利用者が決済口座を開設している参加金融機関。利用者は指定参加金融機関を通じてでんさいネットを利用
する。決済口座を開設していない参加金融機関を通じてでんさいネットを利用することはできない。
でんさいネットを利用するエンドユーザで、法人、または事業を営む個人である。
金融機関システムを通じて、間接的にでんさいネットにアクセスする。
でんさいネットの操作権限が担当者権限である利用者。記録請求を作成しでんさい管理者に承認依頼を行
う。
でんさいネットの操作権限が管理者権限である利用者。でんさい担当者からの承認依頼を承認し記録請求を
行う。
記録原簿に債務者として記録されている利用者。電子記録債権に記録されている金額を支払う義務を負う。
利用者が債務者となるためには債務者利用資格が必要である。
利用者が電子記録債務者となるために必要な資格。債務者利用資格を得るためには指定参加金融機関によ
る審査を経る必要がある。また、単独での保証記録請求により保証人となる際にも債務者利用資格が必要と
なる。
記録原簿に電子記録名義人として記録されている利用者。電子記録債権に記録されている金額を受け取る
権利を有する。なお、譲渡命令等の変更記録により非利用者も債権者となりうる。

表1.7　用語集（基本用語）　（１／２）

債務者

債務者利用資格

債権者

利用者

指定参加金融機関

用　語

電子記録債権

電子債権記録機関

参加金融機関

でんさい管理者

でんさい担当者

概要編
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１．７ 用語集

概要編

説　明

譲渡記録において譲渡人になる利用者。
譲渡記録が記録されることにより債権者としての権利を失う。
譲渡記録において譲受人として記録される利用者。
譲渡記録が記録されることにより債権者としての権利を獲得する。
記録原簿に保証人として記録されている利用者。
電子記録債権に記録されている金額を保証する義務を負う。
通常は、でんさいを譲渡した際の譲渡人が、これに該当します。
電子記録債権に対して支払を行った利用者。
保証人が支払者となった場合は特別求償権が発生する。
第三者が支払者となった場合は求償権が発生する。
電子記録保証人が債務者の代わりに支払をし、かつ、支払者として支払等記録をした場合に、ご自身より前
に記録されているすべての電子記録保証人および債務者に対して、求償できる権利のこと。
電子記録債権に対して利害関係を有するもの。
債権者、債務者、保証人、支払者、差押債権者のいずれかの者。
利害関係人以外の利用者。
でんさいネットに対して行うことのできる電子記録の請求。
以下の記録請求を取り扱う。
・発生記録
・譲渡記録
・保証記録
・分割記録
・信託記録
・変更記録
・支払等記録
・強制執行等の記録（参加金融機関からの請求はない）
銀行営業日と同義。
でんさいネットにおいては期間の計算を行う際には営業日にもとづいて行う。
参加金融機関窓口が営業している日。
でんさいネットのサービス提供を計画的に停止する日。
項番１．４　サービス日・サービス時間を参照願います。

銀行営業日

計画停止日

利害関係人

第三者

記録請求

営業日

譲受人

保証人

支払者

譲渡人

表1.7　用語集（基本用語）　（２／２）

用　語

特別求償権
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１．７ 用語集

概要編

説　明

債務者の窓口金融機関が支払期日に債務者の口座から債権金額を引き落とし、送金を行うことにより、債権
者の口座に入金する決済方法のこと。
支払期日までに口座間送金決済以外の弁済による支払等記録が行われず、かつ支払期日に口座間送金決
済による支払いができなかった電子記録債権をでんさいネットでは支払不能とする。
支払不能となった電子記録債権の債務者である利用者。
でんさいネットの業務規程違反や６ヶ月以内に二度の支払不能利用者となった利用者に対して、債務者とし
ての利用を停止すること。ただし、当該利用者は債権者として引き続きでんさいネットを利用可能である。
電子記録債権を特定するためのキーとなる番号。発生記録、分割記録により新たな債権が記録原簿に記録
された際にでんさいネットが採番する。
特定の電子記録債権を指定して記録請求や開示を請求する際には記録番号により電子記録債権を特定す
る。
利用者の情報を他の利用者に引き継ぐための機能。
本機能を利用する事例としては合併、分割、事業譲渡、相続（利用者が個人の場合のみ）など。
債権者として利用を限定する機能。
債権者利用限定特約をご利用する場合は、予め利用申込書／利用者登録情報変更届にてご指定ください。
＜ご注意＞
利用者が債務者の立場で発生記録請求の予約を行っていた場合または単独保証記録請求について承諾を
求められていた場合は、債権者利用限定特約の変更登録に伴い、当該予約および単独保証記録請求が取
消されますのでご注意ください。

電子記録義務者から記録請求を行い、単独で記録原簿への記録が行われる記録請求方式。電子記録権利
者は5 営業日以内においては、変更記録(単独請求)により電子記録を削除する可能である。
電子記録権利者から記録請求を行い、相手方となる利用者が明示的に承諾を行うことが、電子記録の成立
要件となる記録請求方式。債権者請求方式をご利用する場合は、債権者、債務者の双方が予め利用申込書
／利用者登録情報変更届にてご指定ください。
発生・譲渡・分割譲渡および保証（単独）記録請求において、請求者の相手方を対象とした機能であり、指定
した利用者からの記録請求のみを受け付ける機能。
対象となる決済口座を指定することで、その口座情報に紐付いた利用者からの記録請求のみを受け付けるこ
とが出来る。その場合、それ以外の利用者からの記録請求はでんさいネットにて自動的にエラーとする。
指定許可機能をご利用する場合は、予め利用申込書／利用者登録情報変更届にてご指定ください。

表1.7　用語集（業務関連用語）　（１／３）

指定許可機能

用　語

発生記録（債権者請求方式）

口座間送金決済

承継

記録番号

債務者利用停止措置

支払不能利用者

支払不能

発生記録（債務者請求方式）

債権者利用限定特約
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１．７ 用語集

概要編

説　明

支払期日における口座間送金決済を用いずに当事者である利用者で決済を行うこと。
支払等記録請求を行う。
債権者が（当事者による）支払等記録請求を行い、単独で記録原簿への記録が行われる記録請求方式。
支払者(債務者、電子記録保証人、第三者)が（当事者による）支払等記録請求を行い、相手方となる債権者
が明示的に承諾を行うことが、電子記録の成立要件となる記録請求方式。
相手方となる利用者が明示的に承諾を行うことが、電子記録の成立要件となる記録請求に対して相手方の
利用者が承諾を行うこと。
対象となる記録請求は発生記録請求（債権者請求方式）、保証記録請求（単独）、支払等記録（支払者請求
方式）、変更記録請求（システム承諾）である。
記録請求に対して相手方となる利用者が明示的に否認することにより記録請求を成立させないようにするこ
と。否認の意思表示の対象となる記録請求は、積極的承諾を必要とするものである。
相手方となる利用者が明示的に承諾を行うことが電子記録の成立要件となる記録請求に対して、相手方指
定参加金融機関への処理結果の通知後５営業日以内に、相手方の承諾がなされなかったため、記録請求が
成立しないこと。
積極的承諾を要しない記録請求において、請求者の相手方指定参加金融機関に電子記録の結果を通知し
てから５営業日以内に、相手方から電子記録の取消のための変更記録がなされること。
譲渡記録、分割記録（譲渡記録を随伴する）に随伴する保証記録のみを取り消すことも可能である。また、分
割記録（譲渡記録を随伴する）を譲受人が取り消した際には随伴する譲渡記録のみが取り消されて、分割記
録は取り消されない。
電子記録債権の譲受人となりうる利用者を制限すること。でんさいネットでは発生記録を行う際に譲渡先を参
加金融機関に制限し請求を行うことが可能である。なお、特定の参加金融機関への譲渡制限は行えない。ま
た、参加金融機関が譲渡を行う場合は、譲渡先の制限は無い。
会社分割等に伴って、記録原簿に記録されている利用者を他の利用者に変更すること。
電子記録債権に対して強制執行等がなされたとき、記録請求を制限すること。
二重請求を防止するために請求インタフェースに金融機関システムが付与する番号。
利用者が自社管理情報と電子記録債権を関連付けするために、任意で指定する番号。
40 桁の半角英数字、および記号(半角括弧、ピリオド、ハイフン)。
利用者ごとに付与される一意の番号。
決済口座を一意に表すため、金融機関コード、支店コード、決済口座種別、決済口座番号の組み合わせに
よって指定される。
記録原簿への電子記録を行った日。

利用者番号

決済口座情報

電子記録年月日

電子記録の禁止
依頼番号、一括依頼番号

請求者任意情報（Ref.No.）

譲渡制限

口座間送金決済以外の弁済

名義変更

積極的承諾

否認

みなし否認

取消

表1.7　用語集（業務関連用語）　（２／３）

用　語

支払等記録(支払者請求方式)

支払等記録(債権者請求方式)
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１．７ 用語集

概要編

説　明

発生記録、譲渡記録（分割・保証も含む）の請求において、電子記録年月日として未来の日付を指定すること
で請求の予約を行うことができる。（最大で１ヶ月先まで指定可能）

・予約請求された発生記録（債務者請求方式）に対しては、①請求者本人による予約取消、②債権者による
予約取消、および当該発生記録の予約に対して譲渡記録の予約請求がある場合における③債権者による譲
渡予約取消を行うことができる。なお、譲受人になろうとするものによる譲渡予約取消も可能である。

・予約請求された発生記録（債権者請求方式）に対しては、①請求者本人による予約取消、②債務者による
承諾予約・否認、および当該発生記録の予約に対して債務者の承諾がありかつ債権者（＝請求者）から譲渡
記録の予約請求がある場合における③債権者による譲渡予約取消を行うことができる。

ただし、いずれの方式の場合も既に後続の予約がされている場合にはそれより前の予約取消は不可となる。

既登録の発生記録に対して予約請求された譲渡記録に対しては、①譲渡人による予約取消、②譲受人にな
ろうとする者による予約取消を行うことができる。なお、原債権に対しては複数の分割記録の予約請求ができ
るが、既に行われている分割記録の予約請求よりも前の日付を指定した分割（譲渡）記録の予約請求を行う
ことはできない。

発生記録、譲渡記録（分割・保証も含む）、およびそれに伴う承諾/否認、予約、予約取消について、複数の請
求をまとめて一括請求することが可能である。
一括請求では同一アカウントからの請求を1,000 件までまとめて請求できる。
発生記録に記録された、口座間送金決済により電子記録債権の支払を行う期日。ただし、支払期日が休日
の場合は翌銀行営業日に口座間送金決済が行われる。
口座間送金決済により電子記録債権の支払が行われた日。支払期日が銀行営業日の場合は支払期日と同
日、支払期日が休日の場合はその翌銀行営業日となる。

決済実施日

予約請求

一括請求

支払期日

表1.7　用語集（業務関連用語）　（３／３）

用　語
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１．８ Ｅメール通知

でんさいネットのお取引の際、事前に登録されているＥメールアドレスにお知らせを通知いたします。

Eメール通知の内容 Ｅメール通知先

 でんさい担当者からの承認依頼のお知らせ  でんさい管理者

 でんさい管理者からの承認完了のお知らせ  でんさい担当者

 でんさい管理者からの承認却下のお知らせ  でんさい担当者

 でんさいネットからの記録請求結果のお知らせ  記録請求を行ったでんさい担当者

 でんさいネットからの通知情報受信のお知らせ  でんさい担当者／管理者全員

 でんさい割引申込等に対する手続完了のお知らせ  でんさい担当者／管理者全員

 パスワードの連続誤入力によりログオン停止のお知らせ  パスワードロック当事者

 パスワード再発行手続のお知らせ  パスワードロック当事者

メールアドレス登録／変更のお知らせ  変更前後のメールアドレス

 申請により当行で代行した取引の承認完了通知 *1  でんさい担当者／管理者全員

 申請により当行で代行した取引の請求結果通知 *1  でんさい担当者／管理者全員

・

・
・

・

　送信者ドメイン　： finemax.net
　送信者名　　　　： 北日本銀行
・
・
・
*1 当行で行なった代行操作の証跡を目的として、お客様にもメール通知を行います。

通知先のEメールアドレスは、でんさいネットの初回ログオン時に指定したアドレス、もしくは、ユーザ管理メニューの連絡先情報で指定
したアドレスです。また、Ｂｉｚｎｅｔ取引用のアドレスとは別管理になっていますのでご注意ください。
でんさい担当者とでんさい管理者が同一のＥメールアドレスでもＥメール通知を省略することはありません。
Eメール通知は10分おきに配信いたします。通信環境や通信事情により、お取引からメールの着信までに時間がかかる場合や、メール
が届かない場合があります。
携帯電話のEメールアドレスを登録されている方で、迷惑メール対策のために受信制限をされている方は下記の送信者情報を受信可
能な設定へ変更をお願いします。

 通知情報（約70種類）の受信通知

 パスワードロック通知

 パスワード再発行手続通知

通知の種類

 承認依頼通知

 承認完了通知

 承認差戻し通知

 債権融資手続完了通知

Eメール通知を停止することはできません。
Eメール通知に対する返信はお受けしておりません。
万が一、心当たりがないEメール通知があった場合は、不正利用の懸念がありますので、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

表1.8　Eメール通知の内容と通知先

＜補足＞

メールアドレス登録／変更通知

 代行取引・承認完了通知

 代行取引・請求結果通知

 請求結果通知

概要編
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２．１　はじめに

（１）．でんさいネットの開始方法
でんさいネットは当行法人インターネットバンキング（以下、Ｂｉｚｎｅｔ）にログオン後、
メニューに表示する「でんさいネット」ボタンを押すことで開始します。
Ｂｉｚｎｅｔのログオンを経由しない直接の入り口はありません。

（２）．でんさいネットの操作権限
でんさいネットの操作権限は決済口座毎に「でんさい管理者」と「でんさい担当者」があります。
でんさい担当者は記録請求を作成しでんさい管理者に承認依頼を行います。
でんさい管理者はでんさい担当者からの承認依頼を承認し記録請求を行います。

　例、複数の決済口座をお申込の場合

でんさい担当者ＩＤ_Ａ でんさい担当者ＩＤ_Ｂ

でんさい利用者番号

決済口座Ａ 決済口座Ｂ

でんさい管理者ＩＤ_Ａ でんさい管理者ＩＤ_Ｂ

初めてのログオン方法
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２．１　はじめに

初めてのログオン方法

（３）．Ｂｉｚｎｅｔとでんさいネットの操作権限の設定
Ｂｉｚｎｅｔの操作権限は「Ｂｉｚｎｅｔ管理者」と「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」があります。
Ｂｉｚｎｅｔ管理者はＢｉｚｎｅｔ利用者を登録する権限があります。

初期設定として、Ｂｉｚｎｅｔ利用者にでんさい管理者とでんさい担当者の操作権限を設定（関連付け）します。
操作権限の設定はＢｉｚｎｅｔ管理者がＢｉｚｎｅｔにログオンし利用者情報登録メニューで行います。
1人のＢｉｚｎｅｔ利用者に複数のでんさい管理者または、でんさい担当者を設定できます。【１対Ｎ】
※1人のでんさい管理者または、でんさい担当者に複数のＢｉｚｎｅｔ利用者は設定できません。【Ｎ対１】

　Ｂｉｚｎｅｔとでんさいネットの権限の設定例

①【１対１】で設定する例 ②【１対Ｎ】で設定する例

　①の例では、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すとでんさい管理者としてログオンできます。
　また、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｔａｎａｋａ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すとでんさい担当者としてログオンできます。

　②の例は、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）に対してでんさい管理者とでんさい担当者の両方の権限を設定する例です。
　Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すと、でんさい管理者とでんさい担当者のどちらで
　ロクオンするかを選択する画面を表示します。

でんさい担当者ＩＤ_Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

でんさい利用者番号

決済口座Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

権限の設定
でんさい管理者ＩＤ_Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｔａｎａｋａ）

でんさい管理者ＩＤ_Ａ

でんさい担当者ＩＤ_Ａ

権限の設定

権限の設定

でんさい利用者番号

決済口座Ａ
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２．１　はじめに

初めてのログオン方法

③【１対Ｎ】で設定する例（複数決済口座）

③の例は、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）と（ｔａｎａｋａ）に対して複数決済口座分のでんさい管理者とでんさい担当者の権限を設定する例です。
Ｂｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すと、決済口座Ａと決済口座Ｂのどちらでログオンするかを選択する画面を表示します。
※Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）のみに全ての権限を設定することもできます。

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｔａｎａｋａ）

権限の設定
でんさい担当者ＩＤ_Ａ

決済口座Ｂ

でんさい管理者ＩＤ_Ｂ

でんさい担当者ＩＤ_Ｂ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

決済口座Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

権限の設定
でんさい管理者ＩＤ_Ａ

でんさい利用者番号
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２．２　初めてのログオンの流れ

　（１）．準備するもの ・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔも初めてご利用の場合は、法人インターネットバンキング「Ｂｉｚｎｅｔ」登録完了のお知らせ

　（２）．初めてのログオンの流れ
○Ｂｉｚｎｅｔ管理者の操作
① ③ ④

初回以外

②
初回　

○Ｂｉｚｎｅｔ利用者（でんさい管理者またはでんさい担当者）の操作
⑤ ⑦ ⑩

初回以外 １対１ 初回以外

⑥ ⑧ ⑨
初回　 １対Ｎ　 初回　

　（３）．操作内容
○Ｂｉｚｎｅｔ管理者の操作

①

②

③

④

メニューの利用者・業務情報登録／変更 ＞ 利用者情報登録／変更　を選択してください。
Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限とでんさい管理者ＩＤ、でんさい担当者ＩＤを設定します。
必要に応じて数回繰り返して設定してください。

Ｂｉｚｎｅｔをログオフしてください。

契約法人
開通確認

でんさいネット
トップページ

Ｂｉｚｎｅｔ
担当者ログオン

でんさいネット
ボタンを押す

利用者
開通確認

パスワード
変更

当行ホームページの法人インターネットバンキング（Ｂｉｚｎｅｔ）の管理者ログオンを開く。
Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式（任意）を使用しないで、ＩＤ・暗証番号方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

初回のみ、Ｂｉｚｎｅｔの「契約法人開通確認」画面を表示しますので、任意の暗証番号とＢｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してくださ
い。 （Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は表示しません。）

管理者／担
当者一覧画

Ｂｉｚｎｅｔ
ログオフ

Ｂｉｚｎｅｔ
管理者ログオン

利用者情報
登録／変更

初めてのログオン方法
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２．２　初めてのログオンの流れ

初めてのログオン方法

　　　　○Ｂｉｚｎｅｔ利用者（でんさい管理者またはでんさい担当者）の操作

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

でんさい管理者または、でんさい担当者として初回のみ、でんさいネットの「初回ログオンパスワード変更」画面が表示されますので、任意のパス
ワードとでんさいネット取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してください。（通常、ＥメールアドレスはＢｉｚｎｅｔとでんさいネットで同じアドレスを指
定してください。）

でんさいネットのトップページ（ステータス画面）を表示します。お取引後はログオフしてください。

当行ホームページの法人インターネットバンキング（Ｂｉｚｎｅｔ）の利用者ログオンを開く。
Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式（任意）を使用しないで、ＩＤ・暗証番号方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

初回のみ、Ｂｉｚｎｅｔの「利用者開通確認」画面を表示しますので、任意の暗証番号とＢｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は表示しません。）

１対Ｎ（Ｂｉｚｎｅｔ１利用者に対してでんさい管理者とでんさい担当者の両方の権限を設定）の場合は、「シングルサインオン用でんさい管理者／担当
者一覧」画面を表示しますので、ログインしたい権限、決済口座を選択します。

Ｂｉｚｎｅｔメニューの「でんさいネット」ボタンを押してください。（でんさいネット用の別ウインドウが開き、Ｂｉｚｎｅｔ画面は閉じます。）

2.2-2



２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１）．法人インターネットバンキング Ｂｉｚｎｅｔ[ビズネット] 立場：Ｂｉｚｎｅｔ管理者

当行ホームページの法人インターネットバンキング［Ｂｉｚｎｅｔ］画面です。

管理者ログオンボタンを押してください。ログオン方式の選択画面に遷移します。

画面の説明

〔用意するもの〕
・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ（ご新規の場合）
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（２）．契約法人ログオン

Ｂｉｚｎｅｔ管理者がログオンを行う画面です。

電子証明書方式（任意）は後から設定できますので、

Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式を使用しないでください。

（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

「契約法人ＩＤ」「契約法人暗証番号」を入力して、

ログオンボタンを押してください。

初めての場合は契約法人開通確認画面に遷移します。

２回目以降は管理者トップページ画面に遷移します。項番（４）へ

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

■契約法人ログオン

・ 契約法人ＩＤ

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤを入力してください。

・ 契約法人暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人暗証番号を入力してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

■契約法人ログオン

・ 契約法人ＩＤ

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤを入力してください。

・ 契約法人暗証番号

お客様が登録した契約法人暗証番号を入力してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（３）．契約法人開通確認

初めてのログオン時のみ表示される契約法人開通確認画面です。

契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、契約法人Ｅメールアドレスを

登録（変更）してください。

■契約法人暗証番号

・ 現在の契約法人暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人暗証番号

お客様の任意の暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人暗証番号（再入力）

お客様の任意の暗証番号を再度入力してください。

■契約法人確認暗証番号

・ 現在の契約法人確認暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人確認暗証番号を入力して

ください。

・ 新しい契約法人確認暗証番号

お客様の任意の確認暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人確認暗証番号（再入力）

お客様の任意の確認暗証番号を再度入力してください。

■契約法人Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 新しい契約法人Ｅメールアドレス

お客様のＥメールアドレスを入力してください。

・ 新しい契約法人Ｅメールアドレス（再入力）

お客様のＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明

・暗証番号、確認暗証番号は忘れないようにしてください。
・次回のログオンからこの暗証番号を使用します。
・確認暗証番号は管理情報変更等の重要な取引で使用します。
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（４）．管理者トップページ

Ｂｉｚｎｅｔのトップページとなる管理者トップページ画面です。

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

Ｂｉｚｎｅｔ利用者を新規に登録し、Ｂｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定（関連付け）します。

メニューの利用者・業務情報登録/変更ボタンを押してください。

サブメニューに表示する利用者情報登録/変更ボタンを押してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

既存のＢｉｚｎｅｔ利用者または新規のＢｉｚｎｅｔ利用者に、「でんさい管理者ＩＤ」

または、「でんさい担当者ＩＤ」を設定（関連付け）します。

メニューの利用者・業務情報登録/変更ボタンを押してください。

サブメニューに表示する利用者情報登録/変更ボタンを押してください。

画面の説明

【１対１】設定
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を２名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」を２名登録してください。

【１対Ｎ】設定
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を１名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に両方のＩＤを設定してください。
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（５）．利用者情報選択

Ｂｉｚｎｅｔ利用者情報を選択する画面です。

初めての場合はＢｉｚｎｅｔ利用者の登録はありません。

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

新規登録ボタンを押してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

既存のＢｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または、「でんさい担当者ＩＤ」を

設定する場合は該当するＢｉｚｎｅｔ利用者を選択し変更ボタンを押してください。

新規のＢｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または、「でんさい担当者ＩＤ」を

設定する場合は新規登録ボタンを押してください。

画面の説明

2.3-5



２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（６）．利用者情報登録①

Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

■利用者情報

・ 利用者ＩＤ（半角英数）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者のＩＤを入力してください。

・ 利用者名（半角）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者名を入力してください。

・ 利用者名（漢字）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の漢字名を入力してください。

■利用者暗証番号

・ 利用者暗証番号

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の暗証番号を入力してください。

・ 利用者暗証番号（再入力）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の暗証番号を再度入力してください。

■利用者確認暗証番号

・ 利用者確認暗証番号

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の確認暗証番号を入力してください。

・ 利用者確認暗証番号（再入力）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の確認暗証番号を再度入力してください。

■利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ利用者のＥメールアドレスを入力してください。

・ 利用者Ｅメールアドレス（再入力）

Ｂｉｚｎｅｔ利用者のＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（７）．利用者情報登録②

前ページのつづき

■利用者電子証明書発行

新規登録の場合は、「発行しない」にチェックしてください。

電子証明書方式（任意）は後から設定できます。

■利用者権限情報および限度額の設定

Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔ取引のオンライン取引権限と限度額を設定します。

全ての権限を選択する場合は全選択ボタンを押してください。

限度額を未入力の場合は上限限度額を設定します。

■でんさいネット権限情報の設定

Ｂｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

・ でんさい管理者

Ｂｉｚｎｅｔ利用者をでんさい管理者として登録する場合は、

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の「でんさい管理者ＩＤ」を選択

し追加ボタンを押してください。

・ でんさい担当者

Ｂｉｚｎｅｔ利用者をでんさい担当者として登録する場合は選択します。

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の「でんさい担当者ＩＤ」を選択

し追加ボタンを押してください。

画面の説明

設定済みのでんさい管理者ＩＤ、でんさい担当者ＩＤは別のＢｉｚ
ｎｅｔ利用者に設定できません。

【１対１設定】
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を２名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」を２名登録してください。

【１対Ｎ設定】
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を１名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に両方のＩＤを設定してください。
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（８）．利用者情報登録③

前ページのつづき

■でんさいネット権限情報の設定 （削除の場合）

追加した「でんさい管理者ＩＤ」または「でんさい担当者ＩＤ」を表示します。

削除ボタンで追加したＩＤを削除できます。

■契約法人確認暗証番号

全ての項目の設定が終了した場合、

項番（３）．契約法人開通確認で設定した契約法人確認暗証番号を

入力して登録ボタンを押してください。利用者情報選択画面に遷移します。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（９）．利用者情報選択

利用者情報選択に戻りますので設定内容を確認してください。

でんさい欄の管理者または担当者が○×になっています。

１対Ｎ設定の場合は続けてＢｉｚｎｅｔ利用者の登録を行います。

別のＢｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

手順は項番（６）．利用者情報登録①から繰り返します。

「でんさい管理者ＩＤ」と「でんさい担当者ＩＤ」の設定が終了した場合は、

メニューのログオフボタンを押して終了してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１０）．契約法人ログオフ

ログオフを行う画面です。

ログオフを確認しログオフボタンを押します。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１１）．契約法人ログオフ完了

ログオフの完了画面です。

今回のログオン日時と今回のログオフ日時を確認し閉じるボタンを押してください。

画面の説明

登録した情報をＢｉｚｎｅｔ利用者に通知してください。
「契約法人ＩＤ」
「利用者ＩＤ」
「利用者暗証番号」
「利用者確認暗証番号」
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（１）．法人インターネットバンキング Ｂｉｚｎｅｔ[ビズネット] 立場：Ｂｉｚｎｅｔl利用者（でんさい管理者／でんさい担当者）

当行ホームページの法人インターネットバンキング［Ｂｉｚｎｅｔ］画面です。

利用者ログオンボタンを押してください。ログオン方式の選択画面に遷移します。

画面の説明

〔事前準備〕
・Ｂｉｚｎｅｔ管理者による利用者情報登録作業（項番２．３）

〔用意するもの〕
・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知を受けるもの
「契約法人ＩＤ」
「利用者ＩＤ」
「利用者暗証番号」
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（２）．利用者ログオン

Ｂｉｚｎｅｔ利用者がログオンを行う画面です。

電子証明書方式（任意）は後から設定できますので、

Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式を使用しないでください。

（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力

してログオンボタンを押してください。

初めての場合は利用者通確認画面に遷移します。

２回目以降は利用者トップページ画面に遷移します。項番（４）へ

■利用者ログオン

・ 契約法人ＩＤ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された契約法人ＩＤを入力してください。

（「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤです。）

・ 利用者ＩＤ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者ＩＤを入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者ＩＤです。）

・ 利用者暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者暗証番号です。）

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（３）．利用者開通確認

初めてのログオン時のみ表示される利用者確認画面です。

利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者Ｅメールアドレスを

登録（変更）してください。

■利用者暗証番号

・ 現在の利用者暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者暗証番号です。）

・ 新しい利用者暗証番号

変更する場合はお客様の任意の暗証番号を入力してください。

・ 新しい利用者暗証番号（再入力）

変更する場合はお客様の任意の暗証番号を再度入力してください。

■利用者確認暗証番号

・ 現在の利用者確認暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者確認暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者確認暗証番号です。）

・ 新しい利用者確認暗証番号

変更する場合はお客様の任意の利用者確認暗証番号を入力してください。

・ 新しい利用者確認暗証番号（再入力）

変更する場合はお客様の任意の利用者確認暗証番号を再度入力してくだ

さい。

■利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 現在の利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者Ｅメールアドレスを表示しますので、

確認してください。

・ 新しい利用者Ｅメールアドレス

変更する場合は新しいＥメールアドレスを入力してください。

・ 新しい利用者Ｅメールアドレス（再入力）

変更する場合は新しいＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明

・暗証番号、確認暗証番号は忘れないようにしてください。
・次回のログオンからこの暗証番号を使用します。
・確認暗証番号は資金移動等の重要な取引で使用します。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（４）．利用者トップページ

Ｂｉｚｎｅｔのトップページとなる利用者トップページ画面です。

メニューのボタンを押して取引を行います。

Ｂｉｚｎｅｔの操作はホームページのＢｉｚｎｅｔ操作マニュアルをご覧ください。

でんさいネットを開始する場合はメニューのでんさいその他ボタンを押してください。

サブメニューに表示するでんさいネットボタンを押してください。

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（５）．でんさいネットサービスご利用確認

メニューのでんさいネットボタンを押した時の画面です。

Ｂｉｚｎｅｔの取引を終了し、でんさいネットの利用開始を確認する画面です。

でんさいネットを開始する場合は次へボタンを押してください。

この画面は項番（６）へ遷移し、同時に新しい画面の項番（７）を表示します。

画面の説明

〔お願い〕
次へボタンを押した場合は別のウィンドウででんさいネットを表示
します。このためＢｉｚｎｅｔの画面は閉じます。Ｂｉｚｎｅｔの
お取引を行う場合はお手数ですが再度ログオンしてください。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（６）．でんさいネットサービス利用開始確認

Ｂｉｚｎｅｔの取引終了画面です。

閉じるボタンを押してください。

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（７）．シングルサインオン用でんさい管理者／担当者一覧画面

でんさいネットの取引を行うＩＤを選択する画面です。

ＩＤを選択し、選択ボタンを押してください。

初めての場合はでんさいネット初回ログオンパスワード変更画面に遷移します。

２回目以降はでんさいネットのトップページとなるステータス画面に遷移します。

項番（９）へ

■でんさい管理者／担当者一覧

でんさいネットの取引を行うＩＤを選択し、選択ボタンを押してください。

画面の説明

この画面は、【１対Ｎ】で「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に複数のＩＤを
設定した場合表示されます。
【１対１】で設定した場合は表示されません。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（８）．でんさいネット担当者ログオンパスワード変更画面

でんさいネットの初回利用時のみ表示されるログオンパスワード変更画面です。

（画面はでんさい担当者の例です。）

バスワード変更、連絡先情報を入力し利用者情報登録ボタンを押してください。

■バスワード変更

・ 現在のパスワード

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の（仮）パスワードを入力してください。

・ 新しいパスワード

お客様の任意のパスワードを入力してください。

・ 新しいパスワード（確認）

お客様の任意のパスワードを再度入力してください。

■連絡先情報

でんさいネット取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。（重要）

通常は項番（３）．利用者開通確認で登録したＢｉｚｎｅｔ取引の

利用者Ｅメールアドレスを入力してください。

確認用のメールを送信いたします。

・ Ｅメールアドレス１～３

Ｅメールアドレス１から順番に最低１件入力してください。

・ Ｅメールアドレス１～３（確認）

Ｅメールアドレスを再度入力してください。

・ 電話番号

任意でお客様の電話番号を入力してください。

・ ＦＡＸ番号

任意でお客様のＦＡＸ番号を入力してください。

画面の説明

新しいパスワードは半角の英字と数字もしくは記号を組み合わせた
文字列を8～10桁で入力してください。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（９）．でんさいネット担当者ステータス画面

でんさいネットのトップページとなるステータス画面です。

でんさい管理者とでんさい担当者では画面が異なります。

左記画面はでんさい担当者の例です。

でんさいネットのお取引の操作は、

でんさいネット操作マニュアルの３．取引編をご覧ください。

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（１０）．利用者ログオフ

でんさいネットのログオフを行う画面です。

メニューのログオフボタンを押します。

ログオフの完了画面です。閉じるボタンを押してください。

画面の説明
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３．１．１　通知情報照会

（１）．通知情報一覧

でんさいネットより受信した通知情報の一覧を表示し、通知情報内容の照会を

行う画面です。

初期表示時は、閲覧状況が未読の通知の一覧を表示します。

■通知情報検索条件

検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で通知情報の検索を行い、「通知情報検索結果」に一覧

を表示します。

■通知情報検索結果

・ 通知日時

照会したい通知情報の「通知日時」を押してください。

通知情報詳細の画面に遷移します。

・ ステータス

通知情報の内容にエラーがある場合、「エラー」を表示します。

※通知情報の種別は「別紙１．通知情報一覧」参照

・ 閲覧状況

未読通知を選択して、「選択通知を既読にする」ボタンを押してください。

通知の閲覧状況を既読に変更します。

画面の説明

通知情報は通知日から９０日間照会できます。
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３．１．１　通知情報照会

（２）．債務者発生記録通知

最新債権情報一覧から遷移する通知情報詳細の画面例です。

（例、債務者発生記録通知）

通知情報を印刷する場合は、画面右上の「印刷」を押してください。

※通知情報の種別は「別紙１．通知情報一覧」参照

画面の説明
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３．１．２　通知情報ダウンロード

（１）．通知情報ダウンロード

でんさいネットより受信した通知情報のうち、発生記録や譲渡記録の

ダウンロードを行う画面です。また、一括依頼番号を指定して一括請求

結果ファイルのダウンロードを行う画面です。

■通知先口座情報選択

口座を選択してください。

■一括請求結果通知ダウンロード条件

 ※通常は、別メニューの一括記録請求結果照会からダウンロードしてください。

（固定長テキスト形式(Shift_JIS、改行コードあり)）

・ 「一括依頼番号」を入力して、その下にある「一括請求結果通知をダウン

ロード」ボタンを押してください。　一括依頼番号が同一の通知情報の検索

を行い、改行コードありの一括記録請求結果ファイルをダウンロードします。

（固定長テキスト形式(Shift_JIS、改行コードなし)）

・ 「一括依頼番号」を入力して、その下にある「一括請求結果通知をダウン

ロード」ボタンを押してください。　一括依頼番号が同一の通知情報の検索

を行い、改行コードなしの一括記録請求結果ファイルをダウンロードします。

■通知情報ダウンロード条件

・ 条件を入力して、「この内容を表示」ボタンを押してください。

指定された条件で通知情報の検索を行い、「通知情報一覧」に一覧を

表示します。（通常通知と一括請求結果通知を含みます。）

・ 条件を入力して、「この内容でダウンロード」ボタンを押してください。

指定された条件で検索を行い、標準フォーマットのダウンロードを行います。

■通知情報一覧

・ 通知日時

通知情報の詳細を確認する場合は、「通知日時」を押してください。

通知情報詳細の画面に遷移します。

画面の説明

ダウンロードした一括記録請求結果ファイルの形式は、でんさい

ネットホームページの標準フォーマット（固定長テキスト形式）配

信１を参照してください。 http://www.densai.net/

ファイル形式選択について

･一括請求Assistは改行コードなしを選択してください。

･勘定奉行シリーズは改行コードありを選択してください。
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３．１．２　通知情報ダウンロード

（２）．ダウンロードファイルの内容

改行コードありでダウンロードしたファイル（TUCHI_JYOHO.dat）をメモ帳で

開いた例です。

画面の説明

一括請求結果通知のダウンロードについて。

通知は１件ごとにでんさいネットから通知されます。

このため、通知途中で一括請求結果通知のダウンロードを行うと途

中までの一括記録請求結果ファイルになりますのでご注意願います。

一括請求を行ってから、一括請求結果通知が終了するまで最大２０

分程度かかります。

別メニューの一括記録請求結果照会では、通知の終了を判断できま

すので、通常は、一括記録請求結果照会から一括記録請求結果ファ

イルをダウンロードしてください。
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「記録事項」の開示請求ができる者は、当該でんさいの利害関係者
（債務者、債権者、電子記録保証人（でんさいの譲渡人を含
む。））とその窓口金融機関です。











３．１．４　提供情報の開示

（１）．提供情報開示一覧①

電子記録の請求にあたり、でんさいネットに提供した情報について、照会する

ための画面です。

「提供情報開示検索条件」を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で提供情報の検索を行い、「提供情報開示検索結果」に一覧を

表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■請求者情報

口座情報を選択してください。

■提供情報開示検索条件

・ 開示検索方式

個別の請求情報を開示する場合、「記録番号」を選択してください。

一定範囲の請求情報を開示する場合、「記録請求内容、請求日」を選択

してください。

・ 記録番号

「開示検索方式」で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 記録請求内容

「開示検索方式」で「記録請求内容、請求日」を選択した場合、必須で

入力してください。

・ 債権金額

「開示検索方式」で「記録請求内容、請求日」を選択した場合、任意で

入力してください。

・ 請求日

「開示検索方式」で「記録請求内容、請求日」を選択した場合、

「請求日（From）」、「請求日（To）」のいずれかを、必須で入力してください。

・ 支払期日

「開示検索方式」で「記録請求内容、請求日」を選択した場合、任意で

入力してください。

・ 期間指定

予約取消が可能な記録請求を検索する場合、「予約中」を選択してください。

削除が可能な記録請求を検索する場合、「確認期間中」を選択してください。

画面の説明

3.1.4-1



３．１．４　提供情報の開示

（２）．提供情報開示一覧②

前ページのつづき

■提供情報開示検索結果

詳細を確認する場合は、「記録番号」を押してください。

当該電子記録債権の【提供情報開示結果】の画面を表示します。

画面の説明

3.1.4-2



３．１．４　提供情報の開示

（３）．提供情報開示結果①

選択された電子記録債権の【提供情報開示結果】の画面です。

開示情報を印刷する場合は、画面右上の「印刷」を押してください。

画面の説明
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３．１．４　提供情報の開示

（４）．提供情報開示結果②

前ページのつづき

画面の説明

3.1.4-4



３．１．４　提供情報の開示

（５）．提供情報開示結果③

前ページのつづき

画面の説明
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３．１．５　でんさい利用者情報照会

（１）．でんさい利用者情報照会一覧

でんさい利用者情報の照会を行う画面です。

利用者自身以外の利用者についても、照会を行うことができます。

「でんさい利用者情報照会条件」を入力して、「この内容で照会」ボタンを押して

ください。

指定された条件で検索を行い、「でんさい利用者情報照会結果」を表示します。

※「口座による照会」のみが可能です。

■請求者情報

口座情報を選択してください。

■口座情報

・ 口座情報

照会を行う口座情報を入力してください。

利用者自身以外の口座情報についても、入力を行うことができます。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「共通１ 口座選択画面」参照

■でんさい利用者情報照会結果

でんさい利用者番号と法人名／個人事業者名の確認ができます。

画面の説明
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３．１．６　でんさいアカウント情報照会

（１）．でんさいアカウント情報照会

お客様自身のでんさいネット登録情報の照会画面です。

画面の説明

3.1.6-1



３．１．７　取引履歴照会

（１）．取引履歴一覧

でんさいネットに対して請求した履歴の一覧を表示し、取引内容の照会を

行う画面です。

初期表示時は、お客様自身が行った前日から当日までの取引履歴の一覧を

表示します。

■取引履歴検索条件

検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で取引履歴の検索を行い、「取引履歴検索結果」に一覧

を表示します。

■取引履歴検索結果

・ 取引日時

取引履歴の詳細を確認する場合は、「取引日時」を押してください。

該当取引の承認完了時の【○○○結果】の画面に遷移します。

＜例＞

    請求種別が「債務者発生記録」の場合、【債務者発生記録結果】の

    画面に遷移します。

画面の説明

取引履歴は取引を行った日から1,080日間照会できます。
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３．１．７　取引履歴照会

（２）．取引履歴詳細画面①

取引履歴一覧画面から遷移する取引履歴詳細画面の例です。

＜例＞

    請求種別が「債務者発生記録」の場合、【債務者発生記録結果】の

    画面に遷移します。

　　この画面の末尾に申請情報として「担当者ID」（承認依頼者）と

　　「管理者ID」（承認者）を追加して表示します。

画面の説明
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３．１．７　取引履歴照会

（３）．取引履歴詳細画面②

前ページのつづき

画面の説明
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３．１．８　操作履歴照会

（１）．操作履歴一覧  （担当者の場合）

でんさい担当者が、自身の操作履歴を照会する画面です。

■操作履歴検索条件

検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で操作履歴の検索を行い、「操作履歴検索結果」に一覧

を表示します。

■操作履歴検索結果

検索条件に一致した操作履歴の一覧が表示されます。

画面の説明
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３．１．８　操作履歴照会

（２）．操作履歴一覧  （管理者の場合）

でんさい管理者が、自身とでんさい担当者の操作履歴を照会する画面です。

■操作履歴検索条件

検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で操作履歴の検索を行い、「操作履歴検索結果」に一覧

を表示します。

■操作履歴検索結果

検索条件に一致した操作履歴の一覧が表示されます。

画面の説明

3.1.8-2



３．１．９　一括記録請求結果照会

（１）．一括記録請求結果一覧

一括記録請求を行った結果を一覧で確認する画面です。

（通知情報照会からも１件毎に照会できます。）

「一括記録請求情報検索条件｣を入力して、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。「一括記録請求情報検索結果」に一覧を表示します。

■一括記録請求情報検索条件

検索条件は全て任意で入力してください。

・ 請求日

一括記録請求を行った日を入力してください。

・ 一括依頼番号

一括依頼番号を入力してください。

一括依頼番号は一括記録請求を行った際の一括記録請求結果画面に

表示されます。

（管理者様の取引履歴照会から一括記録請求結果画面を照会できます。）

■一括記録請求情報検索結果

・ 一括依頼番号

一括記録請求の明細を確認する場合は、一括依頼番号を押してください。

一括記録請求結果明細画面に遷移します。

・ 請求結果

請求結果には空白または「エラー」を表示します。

「エラー」はでんさいネットからの結果の通知情報を待って表示しますので、

一括記録請求を行った直後は表示されませんのでご注意ください。

・ ダウンロード区分

一括記録請求結果明細画面でダウロードを行った場合、「済」を表示します。

画面の説明

「エラー」が表示されは場合は、一括記録請求で依頼した全ての取

引がエラーになります。

3.1.9-1



３．１．９　一括記録請求結果照会

（２）．一括記録請求結果明細画面

一括記録請求の結果明細を一覧で確認する画面です。

■一括記録請求情報

一括記録請求の内容と結果を表示します。

・ 請求結果

請求結果には空白または「エラー」を表示します。

①請求結果が空白の場合

　明細情報の依頼番号が押せる状態の時は、全件正常終了です。

　明細情報の依頼番号が押せない状態の時は、通知情報待ちです。

　（通知情報待ちは５～２０分ほどかかります。）

②請求結果が「エラー」の場合

　該当の一括記録請求は全件エラーとなります。

■一括記録請求明細情報

明細の並びは依頼順です。

・ 依頼番号

依頼番号を押してください、一括記録請求結果通知画面に遷移します。

依頼番号が押せない状態の時は、通知情報待ちです。

・ エラーコード

一括記録請求の結果がエラーになった場合、エラーコードを表示します。

１明細でもエラーになった場合は、全ての明細が受付できません。

エラーの原因となった明細は、エラーコードを赤文字で表示します。

・ この内容でダウンロード

ファイル形式を選択して「この内容でダウンロード」を押してください、

一括記録請求結果ファイルのダウンロードを行います。

画面の説明

【左記画面例のエラーコード説明】

II_CMN0001は、エラーはないが他の明細がエラーになった。

IW_SYS0003は、エラーの原因となった明細。

ダウンロードしたファイルの形式は、でんさいネットホームページ

の標準フォーマット（固定長テキスト形式）配信１を参照してくだ

さい。http://www.densai.net/

ファイル形式選択について

･一括請求Assistは改行コードなしを選択してください。

･勘定奉行シリーズは改行コードありを選択してください。

3.1.9-2



３．１．９　一括記録請求結果照会

（３）．一括記録請求結果通知画面

一括記録請求結果明細画面から遷移する通知情報詳細の画面例です。

通知情報照会と同じ内容を表示します。

（例、債務者発生記録一括請求結果通知画面）

通知情報を印刷する場合は、画面右上の「印刷」を押してください。

【主なエラーコードの説明】

IE_SYS0042 ：銀行コード、支店コード、科目コード、口座番号の誤り

IW_SYS0003 ：利用者番号誤り

IW_SYS0004 ：債権金額誤り

画面の説明

3.1.9-3



３．２．１　発生記録請求（債務者として請求）

発生記録請求（債務者として請求）のメニュー選択 立場：債務者

債務者（支払者）として、発生記録請求を行う取引です。

トップページ（ステータス画面）の「債権記録業務」にマウスポインターを合わせます。

プルダウンされたメニューの「記録請求」、「発生記録請求」、「債務者として請求」

を押してください。　債務者発生記録入力画面に遷移します。

画面の説明

3.2.1-1



３．２．１　発生記録請求（債務者として請求）

（１）．債務者発生記録入力 立場：債務者

発生記録請求（債務者として請求）を入力する画面です。

「債務者情報（請求者）」「債権者情報」「債権情報」を入力して、「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

■債務者情報（請求者）

債務者の決済口座を選択してください。

■債権者情報

債権者のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

事前登録済みの場合は「事前登録請求先一覧へ」を押してください。

「名称から口座情報入力」は 「共通１ 口座選択画面」参照

「コードから口座情報入力」は 「共通2 コードから口座情報入力」参照

■債権情報

・ 債権金額

１万円以上１円単位で入力してください。

１００億円以上となる場合は、１つの債権として取扱うことができません

ので、複数の債権に分けて入力してください。

・ 支払期日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 電子記録年月日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 譲渡制限の有無

電子記録債権については、譲渡禁止の記録をすることはできません。

譲渡先を金融機関に限定することは可能ですので、その場合は、

「譲渡先を参加金融機関に限定」を選択してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

3.2.1-2



３．２．１　発生記録請求（債務者として請求）

（２）．債務者発生記録承認依頼 立場：債務者

発生記録請求（債務者として請求）をでんさい管理者へ承認依頼する画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、でんさい管理者に対して必要なコメントを入力することが

できます。

画面の説明
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３．２．１　発生記録請求（債務者として請求）

（３）．債務者発生記録承認依頼完了 立場：債務者

発生記録請求（債務者として請求）の承認依頼完了の画面です。

「請求先事前登録入力」ボタンを押すと、請求先事前登録入力画面に遷移します。

画面の説明

この段階では債権の発生記録請求は完了していません。
でんさい担当者がでんさい管理者へ承認の依頼を完了した画面です。
でんさい管理者の承認によって債権の発生記録請求が完了します。
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３．２．２　発生記録請求（債権者として請求）

（１）．債権者発生記録入力 立場：債権者

発生記録請求（債権者として請求）を入力する画面です。

「債務者情報」「債権者情報（請求者）」「債権情報」を入力して、「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

■債務者情報

債務者のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

事前登録済みの場合は「事前登録請求先一覧へ」を押してください。

「名称から口座情報入力」は 「共通１ 口座選択画面」参照

「コードから口座情報入力」は 「共通2 コードから口座情報入力」参照

■債権者情報（請求者）

債権者の決済口座を選択してください。

■債権情報

・ 債権金額

１万円以上１円単位で入力してください。

１００億円以上となる場合は、１つの債権として取扱うことができません

ので、複数の債権に分けて入力してください。

・ 支払期日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 電子記録予定年月日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 譲渡制限の有無

電子記録債権については、譲渡禁止の記録をすることはできません。

譲渡先を金融機関に限定することは可能ですので、その場合は、

「譲渡先を参加金融機関に限定」を選択してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明
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３．２．２　発生記録請求（債権者として請求）

（２）．債権者発生記録承認依頼 立場：債権者

発生記録請求（債権者として請求）をでんさい管理者へ承認依頼する画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、でんさい管理者に対して必要なコメントを入力することが

できます。

画面の説明
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３．２．２　発生記録請求（債権者として請求）

（３）．債権者発生記録承認依頼完了 立場：債権者

発生記録請求（債権者として請求）の承認依頼完了の画面です。

画面の説明

この段階では債権の発生記録請求は完了していません。
でんさい担当者がでんさい管理者へ承認の依頼を完了した画面です。
でんさい管理者の承認によって債権の発生記録請求が完了します。
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３．２．３　発生記録請求（履歴からの請求）

（１）．発生記録履歴一覧

過去に利用した発生記録請求の一覧を表示し、請求方式と相手先のでんさい

利用者情報を引継いで、発生記録請求の入力画面に遷移させるための画面です。

■発生記録履歴検索条件

「請求方式」を選択して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

「相手先でんさい利用者番号」以降は任意です。

指定された条件で、過去に利用した発生記録請求の検索を行い一覧を

表示します。

■発生記録履歴検索結果

過去の発生記録を利用する場合、「相手先でんさい利用者番号」を押して

ください。

選択した情報により、相手先のでんさい利用者情報を引継いで、【債務者

発生記録入力】、または【債権者発生記録入力】の画面に遷移します。

※一覧からの遷移後は、「３．２．１ 発生記録請求（債務者として請求）」、

　「３．２．２ 発生記録請求（債権者として請求）」を参照願います。

画面の説明

3.2.3-1



３．２．４　譲渡記録請求

（１）．債権情報（債権者立場）一覧 立場：譲渡人

債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、各記録請求入力の

画面に遷移するための画面です。

メニュー画面で選択された記録請求により、「譲渡記録入力」、「保証記録入力」、

「分割譲渡記録入力」、「債権者支払等記録入力」の画面に遷移します。

「債権情報(債権者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で債権者立場の電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債

権者立場)検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債権者立場)検索条件

・ 債権区分

メニュー画面で、「譲渡記録」、「分割譲渡記録」を選択した場合に

表示します。

「通常債権」、「予約債権（発生記録（債務者請求））」、

「予約債権（発生記録（債権者請求））」のいずれかを選択してください。

・ 検索方式

「記録番号」、「記録番号以外」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債権者立場)検索結果

記録請求を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

譲渡記録入力の画面に遷移します。

画面の説明

■分割譲渡予約中の譲渡予約について
分割譲渡予約中の債権に対し譲渡予約を行うと、分割前の債権金額
を表示しますが、でんさい管理者の譲渡記録結果画面で分割後の債
権金額になりますのでご注意ください。
この場合、譲渡記録結果画面に注意メッセージを表示します。
「！L00249D 記録請求時点と債権金額が異なっております。譲渡記
録情報内容をご確認ください。」

3.2.4-1



３．２．４　譲渡記録請求

（２）．譲渡記録入力 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を譲渡する場合に使用する画面です。

譲渡する債権を確認し、「譲受人情報」「譲渡債権情報」を入力して「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

譲渡する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■譲受人情報

譲受人のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

事前登録済みの場合は「事前登録請求先一覧へ」を押してください。

「名称から口座情報入力」は 「共通１ 口座選択画面」参照

「コードから口座情報入力」は 「共通2 コードから口座情報入力」参照

■譲渡債権情報

・ 電子記録年月日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 保証付与の有無

画面の説明をご確認のうえ、保証付与の有無を選択してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

■譲渡や分割譲渡の記録請求は、対象となるでんさいの支払期日の
７銀行営業日前までに行う必要があります。

■でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証していただく取
扱いになります（手形の裏書に相当）。すなわち、債務者が支払え
なかった場合には、でんさいを譲渡したお客様は、債権者に対して、
支払義務を負うことになります。

■入力未決済金額は、譲渡の請求時点における開示情報の未決済金
額を表示します。一部弁済がされている場合を除き債権金額と同額

3.2.4-2



３．２．４　譲渡記録請求

（３）．譲渡記録承認依頼 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を譲渡するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.2.4-3



３．２．４　譲渡記録請求

（４）．譲渡記録承認依頼完了 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を譲渡するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.2.4-4



３．２．５　分割譲渡記録請求

（１）．債権情報（債権者立場）一覧 立場：譲渡人

債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、各記録請求入力の

画面に遷移するための画面です。

メニュー画面で選択された記録請求により、「譲渡記録入力」、「保証記録入力」、

「分割譲渡記録入力」、「債権者支払等記録入力」の画面に遷移します。

「債権情報(債権者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で債権者立場の電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債

権者立場)検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債権者立場)検索条件

・ 債権区分

メニュー画面で、「譲渡記録」、「分割譲渡記録」を選択した場合に

表示します。

「通常債権」、「予約債権（発生記録（債務者請求））」、

「予約債権（発生記録（債権者請求））」のいずれかを選択してください。

・ 検索方式

「記録番号」、「記録番号以外」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債権者立場)検索結果

記録請求を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

分割譲渡記録入力の画面に遷移します。

画面の説明

3.2.5-1



３．２．５　分割譲渡記録請求

（２）．分割譲渡記録入力 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を分割譲渡する場合に使用する画面です。

分割譲渡する債権を確認し、「譲受人情報」「債権情報」を入力して「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

分割譲渡する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■譲受人情報

譲受人のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

事前登録済みの場合は「事前登録請求先一覧へ」を押してください。

「名称から口座情報入力」は 「共通１ 口座選択画面」参照

「コードから口座情報入力」は 「共通2 コードから口座情報入力」参照

■債権情報

・ 分割債権金額

１万円以上１円単位で入力してください。

なお、分割の結果、原債権金額が１万円未満となることはさしつかえ

ありません。

・ 電子記録年月日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 保証付与の有無

画面の説明をご確認のうえ、保証付与の有無を選択してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

譲渡や分割譲渡の記録請求は、対象となるでんさいの支払期日の７
銀行営業日前までに行う必要があります。

でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証していただく取扱
いになります（手形の裏書に相当）。すなわち、債務者が支払えな
かった場合には、でんさいを譲渡したお客様は、債権者に対して、
支払義務を負うことになります。

3.2.5-2



３．２．５　分割譲渡記録請求

（３）．分割譲渡記録承認依頼 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を分割譲渡するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.2.5-3



３．２．５　分割譲渡記録請求

（４）．分割譲渡記録承認依頼完了 立場：譲渡人

債権者が電子記録債権を分割譲渡するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.2.5-4



３．３．１　保証記録請求

（１）．債権情報（債権者立場）一覧 立場：債権者

債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、各記録請求入力の

画面に遷移するための画面です。

メニュー画面で選択された記録請求により、「譲渡記録入力」、「保証記録入力」、

「分割譲渡記録入力」、「債権者支払等記録入力」の画面に遷移します。

「債権情報(債権者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で債権者立場の電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債

権者立場)検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債権者立場)検索条件

・ 債権区分

メニュー画面で、「譲渡記録」、「分割譲渡記録」を選択した場合に

表示します。

「通常債権」、「予約債権（発生記録（債務者請求））」、

「予約債権（発生記録（債権者請求））」のいずれかを選択してください。

・ 検索方式

「記録番号」、「記録番号以外」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債権者立場)検索結果

記録請求を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

保証記録入力の画面に遷移します。

画面の説明

3.3.1-1



３．３．１　保証記録請求

（２）．保証記録入力 立場：債権者

債権者が、電子記録債権の保証記録を行う画面です。

保証を請求する債権を確認し、「保証人情報」を入力して「入力内容の確認」

ボタンを押してください。

保証を請求する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■保証人情報

保証人のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

事前登録済みの場合は「事前登録請求先一覧へ」を押してください。

「名称から口座情報入力」は 「共通１ 口座選択画面」参照

「コードから口座情報入力」は 「共通2 コードから口座情報入力」参照

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

3.3.1-2



３．３．１　保証記録請求

（３）．保証記録承認依頼 立場：債権者

債権者が電子記録債権の保証記録を行うための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.1-3



３．３．１　保証記録請求

（４）．保証記録承認依頼完了 立場：債権者

債権者が電子記録債権の保証記録を行うための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.1-4



３．３．２　変更記録請求

（１）．変更記録用債権情報一覧 立場：変更記録請求者

債務者、債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、【変更記録

入力】の画面に遷移するための画面です。

「記録請求（変更記録）債権検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを

押してください。

指定された条件で電子記録債権の検索を行い、「記録請求（変更記録）債権

検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■記録請求（変更記録）債権検索条件

・ 検索方式

「記録番号」、「記録番号以外」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 立場

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、必須で「債権者」、「債務者」

のいずれかを選択してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

■相手方口座情報

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■記録請求（変更記録）債権検索結果

変更記録を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

【変更記録入力】の画面に遷移します。

画面の説明

3.3.2-1



３．３．２　変更記録請求

（２）．変更記録入力 立場：変更記録請求者

電子記録債権の登録事項を変更する場合に使用する画面です。

変更する債権を確認し、「変更記録情報」「変更項目」を入力して「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

変更する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■変更記録情報

・ 変更種別

画面の説明をご確認のうえ、変更種別を選択してください。

・ 変更原因

変更原因を選択してください。

変更原因がその他の場合は、その内容を入力してください。

■変更項目

「変更種別」で「項目値変更」を選択した場合は、変更項目を選択し、

変更後の内容を入力してください。

・ 債権金額

１万円以上１円単位で入力してください。

１００億円以上となる入力はできません。

・ 支払期日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 譲渡制限の有無

画面の説明をご確認のうえ、譲渡制限の有無を選択してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

3.3.2-2



３．３．２　変更記録請求

（３）．変更記録承認依頼 立場：変更記録請求者

債権金額を変更した例です。

電子記録債権の登録事項を変更するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.2-3



３．３．２　変更記録請求

（４）．変更記録承認依頼完了 立場：変更記録請求者

電子記録債権の登録事項を変更するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.2-4



３．３．３　支払等記録請求（債権者として請求）

（１）．債権情報（債権者立場）一覧 立場：債権者

債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、各記録請求入力の

画面に遷移するための画面です。

メニュー画面で選択された記録請求により、「譲渡記録入力」、「保証記録入力」、

「分割譲渡記録入力」、「債権者支払等記録入力」の画面に遷移します。

「債権情報(債権者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で債権者立場の電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債

権者立場)検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債権者立場)検索条件

・ 債権区分

メニュー画面で、「譲渡記録」、「分割譲渡記録」を選択した場合に

表示します。

「通常債権」、「予約債権（発生記録（債務者請求））」、

「予約債権（発生記録（債権者請求））」のいずれかを選択してください。

・ 検索方式

「記録番号」、「記録番号以外」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「記録番号以外」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債権者立場)検索結果

記録請求を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

債権者支払等記録入力の画面に遷移します。

画面の説明

支払期日前に債権者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の３
銀行営業日前までに請求する必要がある。

3.3.3-1



３．３．３　支払等記録請求（債権者として請求）

（２）．債権者支払等記録入力 立場：債権者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、債権者から支払等記録を

請求する場合に使用する画面です。

対象債権であることを確認し、「支払者情報」「支払情報」を入力して「入力内容の

確認」ボタンを押してください。

対象債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■支払者情報

支払者のでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「共通１ 口座選択画面」参照

■支払情報

・ 支払金額

画面の説明をご確認のうえ、支払金額を入力してください。

・ 支払日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 支払者区分

支払者を選択してください。

・ 費用等

支払者区分が「債務者」以外の場合は、本件支払に要した費用等を

任意で入力することができます。

・ 債務消滅原因

債務の消滅原因を具体的に入力してください。

・ 正当な利益に係る事由

支払者区分が「第三者」の場合は、正当な利益に係る事由（「民法上の

保証人」「物上保証人」「その他（テキスト入力）」）を選択してください。

・ 正当な利益に係る事由（その他）

「正当な利益に係る事由」で「その他（テキスト入力）」を選択した場合は、

その事由を具体的に入力してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

3.3.3-2



３．３．３　支払等記録請求（債権者として請求）

（３）．債権者支払等記録承認依頼 立場：債権者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、債権者から支払等記録を

請求するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.3-3



３．３．３　支払等記録請求（債権者として請求）

（４）．債権者支払等記録承認依頼完了 立場：債権者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、債権者から支払等記録を

請求するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.3-4



３．３．４　支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

（１）．債権情報（債務者立場）一覧 立場：債務者／保証人

債務者、保証人の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、【支払者

支払等記録入力】の画面に遷移するための画面です。

「債権情報(債務者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で債務者立場の電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債

務者立場)検索結果」に一覧を表示します。

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債務者立場)検索条件

・ 検索方式

「記録番号」、「立場」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 立場

検索方式で「立場」を選択した場合、必須で「債務者」、「電子

記録保証人」のいずれかを選択してください。

・ 請求者口座情報の指定、債権金額、支払期日

検索方式で「立場」を選択した場合、任意で入力してください。

■債権者口座情報

検索方式で「立場」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債務者立場)検索結果

・ 記録番号

支払等記録を行う電子記録債権の「記録番号」を押してください。

【支払者支払等記録入力】の画面に遷移します。

・ 支払等記録請求の立場

電子記録債権の債務者の口座と利用者自身の口座が同一の場合、

「債務者」と表示します。

電子記録債権の保証人の口座と利用者自身の口座が同一の場合、

「電子記録保証人」と表示します。

画面の説明

支払期日前に支払者が支払等記録を請求する場合は、支払期日の７
銀行営業日前までに請求する必要がある。

3.3.4-1



３．３．４　支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

（２）．支払者支払等記録入力 立場：債務者／保証人

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者から支払等記録を

請求する場合に使用する画面です。

対象債権であることを確認し、「支払者情報（請求者）」「支払情報」を入力して

「入力内容の確認」ボタンを押してください。

対象債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■支払者情報（請求者）

口座情報を選択してください。

■支払情報

・ 支払金額

画面の説明をご確認のうえ、支払金額を入力してください。

・ 支払日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 費用等

支払者区分が「債務者」以外の場合は、本件支払に要した費用等を

任意で入力することができます。

・ 債務消滅原因

債務の消滅原因を具体的に入力してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは記録請求

を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定することができます。

画面の説明

3.3.4-2



３．３．４　支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

（３）．支払者支払等記録承認依頼 立場：債務者／保証人

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者から支払等記録を

請求するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.4-3



３．３．４　支払等記録請求（債務者／保証人として請求）

（４）．支払者支払等記録承認依頼完了 立場：債務者／保証人

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者から支払等記録を

請求するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.4-4



３．３．５　支払等記録請求（第三者として請求）

（１）．支払者支払等記録入力 立場：支払者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者(第三者)から

支払等記録を請求する場合に使用する画面です。

「被支払者情報」「支払者情報（請求者）」「債権情報」「支払情報」を

入力して「入力内容の確認」ボタンを押してください。

■被支払者情報

債権者の利用者番号と口座情報を入力してください。

■支払者情報（請求者）

口座を選択してください。

■債権情報

・ 支払等記録を行う債権の記録番号を入力してください。

■支払情報

・ 支払金額
画面の説明をご確認のうえ、支払金額を入力してください。

・ 支払日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

・ 費用等

本件支払に要した費用等を任意で入力することができます。

・ 債務消滅原因

債務の消滅原因を具体的に入力してください。

・ 正当な利益に係る事由

正当な利益に係る事由（「民法上の保証人」「物上保証人」

「その他（テキスト入力）」）を選択してください。

・ 正当な利益に係る事由（その他）

「正当な利益に係る事由」で「その他（テキスト入力）」を選択した場合は、

その事由を具体的に入力してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは記録請求

を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定することができます。

画面の説明

3.3.5-1



３．３．５　支払等記録請求（第三者として請求）

（２）．支払者支払等記録承認依頼 立場：支払者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者(第三者)から

支払等記録を請求するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.5-2



３．３．５　支払等記録請求（第三者として請求）

（１）．支払者支払等記録承認依頼完了 立場：支払者

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、支払者(第三者)から

支払等記録を請求するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.5-3



３．３．６　支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求）

（１）．債権情報（債権者立場）一覧 立場：債権者（電子記録保証人、第三者）

支払者（電子記録保証人、第三者）の立場で、求償権および特別求償権の

電子記録債権を検索し一覧を表示して、「債権者支払等記録入力」の画面に

遷移するための画面です。

「債権情報(債権者立場)検索条件」を入力し、「この内容で検索」ボタンを押して

ください。

指定された条件で電子記録債権の検索を行い、「債権情報(債権者立場)

検索結果」に一覧を表示します。※

※メニューからの初期表示時は、一覧を表示しません。

■債権情報(債権者立場)検索条件

・ 検索方式

「記録番号」、「立場」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

・ 立場

検索方式で「立場」を選択した場合、必須で「支払者（電子記録保証人）」、

または「支払者（第三者）」を選択してください。

・ 債権金額、支払期日

検索方式で「立場」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「立場」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■債権情報(債権者立場)検索結果

債権者支払等記録請求を行う電子記録債権の「記録番号」を押して

ください。

「債権者支払等記録請求入力」の画面に遷移します。

※一覧からの遷移後は、「３．３．３ 支払等記録請求（債権者請求）」と

同様

画面の説明

3.3.6‒1



３．３．６　支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求）

（２）．債権者支払等記録入力 立場：債権者（電子記録保証人、第三者）

すでに支払等記録により支払者となった電子記録保証人、第三者から、

支払等記録を請求する場合に使用する画面です。

当該画面は、メニュー画面で「求償権および特別求償権の消滅に対する請求」

を選択した場合に表示されます。

対象債権であることを確認し、「被支払者情報（請求者）」「支払者情報」

「支払情報」を入力して「入力内容の確認」ボタンを押してください。

対象債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■被支払者情報（請求者）

決済口座情報を選択してください。

以下の情報については、３．３．３　支払等記録請求（債権者として請求）

（２）．債権者支払等記録入力と同様です。

■支払者情報

■支払情報

■請求者任意情報

画面の説明

3.3.6‒2



３．３．６　支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求）

（３）．債権者支払等記録承認依頼 立場：債権者（電子記録保証人、第三者）

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、債権者から支払等記録を

請求するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.3.6‒3



３．３．６　支払等記録請求（求償権および特別求償権の消滅に対する請求）

（４）．債権者支払等記録承認依頼完了 立場：債権者（電子記録保証人、第三者）

口座間送金決済以外の弁済等が行われた場合に、債権者から支払等記録を

請求するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.3.6‒4



３．４．１　承諾否認

（１）．承諾/否認依頼通知一覧

承諾、又は否認を行う必要がある記録請求の一覧を表示し、承諾／否認の

入力画面に遷移させるための画面です。

承諾／否認を行う必要がある記録請求は、以下のとおりです。

・ 債権者発生記録（予約を含む） 債務者としての承諾／否認

・ 保証記録 保証人としての承諾／否認

・ 変更記録 利害関係人としての承諾／否認

・ 支払者支払等記録 債権者としての承諾／否認

■承諾／否認検索条件

検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で、承諾/否認が必要な記録請求の検索を行い一覧を

表示します。

■承諾/否認検索結果

・ 記録番号

承諾／否認を行う記録請求の「記録番号」を押してください。

選択した記録請求の【○○○記録承諾入力】の画面に遷移します。

・ 承諾否認期限

承諾／否認は、記録請求内容の通知後５銀行営業日（通知日を含む）

以内に行う必要があるため、その期限を表示しています。

予約の場合は、予約指定日の承諾依頼の通知から、５銀行営業日（通知

日を含む）後の日付を表示しています。

・ ステータス

記録請求が取消された場合、または期限経過によりみなし否認になった

場合、承諾／否認ができなくなるため、その情報を表示しています。

※一覧からの遷移後は、各承諾入力画面につづきます。

画面の説明

3.4.1-1



３．４．１　承諾否認　例、発生記録請求（債権者請求）

（２）．債権者発生記録承諾入力 立場：債務者

債権者発生記録承諾の例です。

債権者からの電子記録債権の発生について、債務者が承諾／否認を行う

画面です。

「応諾区分」を入力して、「入力内容の確認」ボタンを押してください。

応諾する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■応諾区分

「承諾」または「否認」を選択してください。

応諾が必要な記録請求については、当該記録請求の通知後５銀行営業日

以内（通知日を含みます）に「承諾」「否認」を行うことができます。

その期間を経過した場合には、「否認」されたものと見なされます。

画面の説明

3.4.1-2



３．４．１　承諾否認　例、発生記録請求（債権者請求）

（３）．債権者発生記録承諾承認依頼 立場：債務者

債権者からの電子記録債権の発生について、債務者が承諾／否認を行う

ための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.4.1-3



３．４．１　承諾否認　例、発生記録請求（債権者請求）

（４）．債権者発生記録承諾承認依頼完了 立場：債務者

債権者からの電子記録債権の発生について、債務者が承諾／否認を行う

ための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.4.1-4



３．４．２　削除

（１）．削除可能記録情報一覧 変更日：平成26年10月12日 立場：債権者または譲受人

削除可能な記録請求の一覧を表示し、削除の入力画面に遷移させるための

画面です。

削除を行うことができる記録請求と立場は、以下のとおりです。

・ 債務者発生記録 債権者からの削除

・ 譲渡記録 譲受人からの削除

・ 分割譲渡記録 譲受人からの削除

■削除可能記録情報検索条件

・ 検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で、削除可能な記録請求の検索を行い、「削除可能記録

情報検索結果」に一覧を表示します。

■削除可能記録情報検索結果

・ 削除を行う記録請求の「記録番号」を押してください。

選択した記録請求の【○○○記録削除入力】の画面に遷移します。

　

・ 削除を行う記録請求の記録事項の「開示」ボタンを押してください。

対象債権の記録事項の開示請求結果を表示します。

・ 削除を行う記録請求の提供情報の「開示」ボタンを押してください。

対象債権の提供情報の開示請求結果を表示します。

画面の説明

3.4.2-1



３．４．２　削除

（２）．債務者発生記録削除入力 立場：債権者

債務者発生記録削除の例です。

債務者が発生させた電子記録債権を、債権者が削除を行う画面です。

削除する債権が、表示されている内容でよろしければ、「削除内容の確認」

ボタンを押してください。

削除する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

3.4.2-2



３．４．２　削除

（３）．債務者発生記録削除承認依頼 立場：債権者

債務者が発生させた電子記録債権を、債権者が削除を行うための、承認依頼

の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.4.2-3



３．４．２　削除

（４）．債務者発生記録削除承認依頼完了 立場：債権者

債務者が発生させた電子記録債権を、債権者が削除を行うための、承認依頼

完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.4.2-4



３．４．３　予約取消

（１）．予約請求情報一覧 変更日：平成26年10月12日

予約取消可能な記録請求の一覧を表示し、予約取消の入力画面に遷移させる

ための画面です。

予約取消を行うことができる記録請求と立場は、以下のとおりです。

・ 予約の債務者発生記録 債務者、債権者からの予約取消

・ 予約の債権者発生記録 債権者からの予約取消

・ 予約の譲渡記録 譲渡人、譲受人からの予約取消

・ 予約の分割譲渡記録 譲渡人、譲受人からの予約取消

■予約請求情報検索条件

・ 検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で、予約の記録請求の検索を行い、「予約請求情報検索

結果」に一覧を表示します。

■予約請求情報検索結果

・ 予約取消を行う記録請求の「記録番号」を押してください。

選択した記録請求の、【○○○記録予約取消入力】の画面に遷移します。

・ 予約取消を行う記録請求の記録事項の「開示」ボタンを押してください。

対象債権の記録事項の開示請求結果を表示します。

・ 予約取消を行う記録請求の提供情報の「開示」ボタンを押してください。

対象債権の提供情報の開示請求結果を表示します。

画面の説明

3.4.3-1



３．４．３　予約取消

（２）．債務者発生記録予約取消　（入力） 立場：債権者

債務者発生記録予約取消の例です。

債務者が発生させた予約の電子記録債権を、債権者が予約取消を行う画面

です。

予約取消する債権が、表示されている内容でよろしければ、「取消内容の確認」

ボタンを押してください。

予約取消する債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

3.4.3-2



３．４．３　予約取消

（３）．債務者発生記録予約取消　（承認依頼） 立場：債権者

債務者が発生させた予約の電子記録債権を、債権者が予約取消を行うための、

承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

3.4.3-3



３．４．３　予約取消

（４）．債務者発生記録予約取消　（承認依頼完了） 立場：債権者

債務者が発生させた予約の電子記録債権を、債権者が予約取消を行うための、

承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

画面の説明

3.4.3-4



３．４．４　一括記録請求

（１）．一括記録請求入力

発生記録、譲渡記録（分割を伴う譲渡記録請求を含む）について、複数の記録

請求を一括して送信するための画面です。

【事前準備】

一括記録請求を行う標準フォーマット形式の固定長ファイルを事前に作成して

ください。一括記録請求の一回の上限数は、1,000 件です。

「ファイル形式」と「アップロードファイルパス」を入力して、「入力内容の確認」

ボタンを押してください。

■一括請求

・ ファイル形式選択

   アップロードするファイルの形式に合わせて、

   「固定長テキスト形式(Shift_JIS、改行コードなし)」、または

   「固定長テキスト形式(Shift_JIS、改行コードあり)」を選択してください。

・ アップロードファイルパス

「アップロードファイル参照」ボタンを押して保存場所を指定してください。

※アップロードファイルに、種別が異なる記録請求を混在させることは

できません。

（譲渡記録と分割譲渡記録は混在することができません。）

アップロードするファイルに基本的なエラーがある場合はエラーメッセージを

表示します。

画面の説明

アップロードするファイルの形式は、でんさいネットホームページ

の標準フォーマット（固定長テキスト形式）集信１を参照してくだ

さい。

http://www.densai.net/

ファイル形式選択について

･一括請求Assistは改行コードなしを選択してください。

･勘定奉行シリーズは改行コードありを選択してください。

一括請求Assistの場合は、こちらの標準フォーマットを指定

します。エクセルの確認表は指定しないでください。

3.4.4-1



３．４．４　一括記録請求

（２）．一括記録請求承認依頼

複数の記録請求を、一括して送信するための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■一括請求情報

・ ファイル表示

アップロード済みのファイルを確認したい場合、「ファイル表示」ボタンを押して

ください。

■担当者コメント

・ 承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

「一括請求Assist」は、株式会社ＮＴＴデータフロンティアの登録商標です。

画面の説明

【「ファイル表示」ボタンの説明１】

○「ファイル表示」ボタンを押して表示されるファイルは、当行で

受け取った管理者承認前のアップロード済みのファイルです。

でんさいネットからの一括記録請求結果ファイルではありません

のでご注意願います。

○ファイル名は「IKKATSU_SEIKYUU.dat」になります。

○ＩＥの通知バーで「ファイルを開く」または「保存」を選択する

ことができます。

○「ファイルを開く」を選択した場合は、メモ帳などのプログラム

を指定します。

○「保存」を選択した場合は、保存後に一括請求Assist等のプログ

ラムに読み込ませることによって、明細表形式で確認することが

できます。

○「保存」したファイルの改行コードあり／なしの形式は、アップ

ロードした形式と同じになります。

3.4.4-2



３．４．４　一括記録請求

（３）．一括記録請求承認依頼完了

複数の記録請求を、一括して送信するための、承認依頼完了の画面です。

この後、でんさい管理者の承認手続きを行ってください。

でんさいネットへ送信したファイルの請求結果を照会することができます。

　→　「3.1.9 一括記録請求結果照会」

■一括請求情報

・ ファイル表示

アップロード済みのファイルを確認したい場合、「ファイル表示」ボタンを押して

ください。

画面の説明

【「ファイル表示」ボタンの説明２】

○「ファイル表示」ボタンは次の画面にあります。

【対象画面】

<でんさい担当者>

一括記録請求承認依頼画面

一括記録請求承認依頼完了画面

<でんさい管理者>

一括記録請求承認画面

一括記録請求結果画面

3.4.4-3



３．４．４　一括記録請求

（４）．「ファイル表示」ボタン使用例①

「ファイル表示」ボタンで「保存」する例です。

■「ファイル表示」ボタンを押してください。

■ＩＥ通知バーの「保存｣ボタンを押してください。

■ＩＥ通知バーの「フォルダーを開く｣ボタンを押してください。

■ＰＣのダウンロードフォルダーに保存した例です。

アップロード済みファイル（IKKATSU_SEIKYUU.dat）の保存場所を確認します。

画面の説明

北銀太郎

3.4.4-4



３．４．４　一括記録請求

（５）．「ファイル表示」ボタン使用例②

前ページのつづき

ＰＣに保存したアップロード済みファイル（IKKATSU_SEIKYUU.dat）を一括請求

Assistの「発生記録（債務者）請求作成」メニューで読み込ませる例です。

■一括請求Assistの「発生記録（債務者）請求作成」画面です。

･ 一括請求Assistを起動し、メニューの「発生記録（債務者）請求作成」を押し

てください。

･ 「一括請求ファイル読込」ボタンを押して、アップロード済みファイル

（IKKATSU_SEIKYUU.dat）を読み込みます。

･ 「一括請求ファイル作成」ボタンを押して、「発生記録（債務者）請求確認表」

を作成することができます。

画面の説明

･債権者名はアップロードファイル出力対象外項目のため空白になり

ます。

･一括請求Assistの「一括請求結果確認」メニューで読み込みできま

せんのでご注意願います。

北銀太郎
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３．４．５　指定許可登録・変更

（１）．指定許可登録入力

指定した利用者以外からの請求を、自動拒否する指定許可機能を登録して

いる利用者について、発生記録請求、譲渡記録請求、保証記録請求を、自動

拒否しないようにするため、許可先の利用者情報を登録する画面です。

なお、指定許可機能は、でんさい利用者登録で記録請求毎の「指定許可利用

者有無」に、「有」で登録を行います。

「指定許可先情報」を入力し、登録する場合は「指定許可先追加」ボタンを、

登録を削除する場合は「指定許可先削除」ボタンを押してください。

■指定許可先一覧

現在、許可先として登録されている利用者情報の一覧を表示します。

登録されていない場合は、表示されません。

■指定許可先情報

許可先として登録するでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「別紙２._口座選択画面」参照

■指定許可業務

指定許可の登録、または削除を行う記録請求を選択（複数選択可）して

ください。

画面の説明

指定許可機能をご利用する場合は、予め利用申込書／利用者登録情
報変更届にてご指定ください。
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３．４．５　指定許可登録・変更

（２）．指定許可登録結果

指定許可の登録/削除が完了した画面です。

画面の内容は、でんさいネットから受信した結果の情報を表示しています。

画面の説明

3.4.5-2



３．４．６　請求先事前登録・削除

（１）．請求先事前登録入力

＜機能概要＞

取引先を登録し、登録した取引先を各記録請求で指定することができます。

この機能により、毎回取引先の情報を入力する必要がなくなります。

＜登録した取引先を指定できる画面＞

・債務者発生記録

・債権者発生記録

・譲渡記録

・分割譲渡記録

・保証記録

＜補足＞

各記録請求の承認依頼完了画面から取引先を登録することもできます。

メニューの「債権記録業務」を選択し、プルダウンの「請求先事前登録・削除」を

押してください。　請求先事前登録入力画面に遷移します。

画面の説明

･「一括請求Assist」とのデータの連携はできません。
･大量の記録請求を行う場合は、「一括請求Assist」が便利です。
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３．４．６　請求先事前登録・削除

（２）．請求先事前登録入力

取引先（請求先）の利用者情報を登録／削除する画面です。

登録する場合は、「請求先情報」を入力し、「請求先追加」ボタンを押してください。

削除する場合は、相手先でんさい利用者番号を選択し、「請求先削除」ボタンを

押してください。

■請求先一覧

現在、取引先として登録されている利用者情報の一覧を表示します。

登録されていない場合は、表示されません。

詳細情報を参照する場合は、「相手先でんさい利用者番号」を選択

してください。

■請求先情報

取引先として登録するでんさい利用者番号と口座情報を入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「共通１ 口座選択画面」参照

画面の説明

取引先から事前に、「でんさい利用者番号」と決済用の「口座情
報」を入手してください。

＜取引先の登録に必要な情報＞
・でんさい利用者番号
・金融機関名
・支店名
・科目
・口座番号
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３．４．６　請求先事前登録・削除

（３）．請求先事前登録結果

取引先（請求先）の登録／削除が完了した画面です。

画面の説明
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３．４．６　請求先事前登録・削除

（４）．使用例１ ： 登録した取引先を記録請求で指定する例

登録した取引先を発生記録請求で指定する例です。

「事前登録請求先一覧へ」を押すと、取引先を指定できる画面を表示します。

画面の説明
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３．４．６　請求先事前登録・削除

（５）．使用例２ ： 記録請求の承認依頼完了画面から取引先を登録する例

新しい取引先は、各記録請求の承認依頼完了画面から登録できます。

発生記録請求の承認依頼完了画面から登録する例です。

「請求先事前登録入力」ボタンを押すと、請求先事前登録入力画面に遷移します。

画面の説明

既に登録済みの取引先は、上書きできませんのでご注意ください。
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３．５．１　承認依頼一覧

（１）．承認依頼一覧

でんさい担当者が承認依頼を行った一覧を表示し、承認状況の確認、または

請求依頼の削除、再請求依頼を行う画面です。

初期表示時は、ユーザ自身が行った前日から当日までの承認依頼の一覧を

表示します。

■承認依頼検索条件

任意で検索条件を入力して、「この内容で検索」ボタンを押してください。

指定された条件で承認依頼の検索を行い、「承認依頼検索結果」に一覧

を表示します。

■承認依頼検索結果

・ 記録請求を選択して、「請求依頼の削除」ボタン、または「詳細を表示」

ボタンを押してください。

「請求依頼の削除」ボタンを押した場合、請求依頼を削除します。

「詳細を表示」ボタンを押した場合、請求の入力画面等に遷移します。

遷移先については「承認ステータス」の項目をご確認ください。

・ 承認ステータス
イ．承認待

   でんさい管理者の承認が完了していません。

   「詳細を表示」ボタンを押した場合、各請求の承認依頼完了画面に

   遷移します。

ロ．却下

   でんさい管理者により入力された「管理者コメント」を確認し、再請求

   または削除を行ってください。　

   「詳細を表示」ボタンを押した場合、請求時の入力内容を引き継いで、

   各請求の入力画面に遷移します。

ハ．承認エラー

   「承認エラー」を押してください。

   【エラー内容詳細】の画面を表示します。

   エラー内容を確認し、再請求を行ってください。　

   「詳細を表示」ボタンを押した場合、請求時の入力内容を引き継いで、

   各請求の入力画面に遷移します。

ニ．承認完了

   でんさい管理者に承認されたため、業務完了です。

   「詳細を表示」ボタンを押した場合、各請求の結果画面に遷移します。

画面の説明
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３．５．１　承認依頼一覧

（２）．エラー内容詳細

「承認エラー」の 【エラー内容詳細】の画面です。

画面の説明
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３．５．２　未承認一覧

（１）．未承認一覧

でんさい管理者が承認、または否承認を行う画面です。

承認ステータスが、未承認及び承認エラーとなっている取引の一覧を表示します。

■未承認一覧

承認を行う「請求内容」の記録請求を押してください。

各記録請求の承認画面に遷移します。

画面の説明

でんさい担当者の承認依頼日にでんさい管理者の承認を行うように
してください。また、１５時をまたがって承認すると承認エラーに
なる場合がありますのでご注意ください。
（電子記録年月日に当日を指定できる期限は１５時です。）
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３．５．２　未承認一覧　例、融資申込（割引）の承認

（１）．でんさい割引申込承認

でんさい割引申込の承認の例です。

表示されている内容でよろしければ、「この内容ででんさい割引申込」ボタンを

押してください。

問題があり否承認とする場合は、「否承認」ボタンを押してください。

■管理者コメント

担当者に対して必要なコメントを入力することができます。

画面の説明
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３．５．２　未承認一覧　例、発生記録請求（債務者として請求）の承認

（２）．でんさい割引申込承認完了

でんさい割引申込が完了した画面です。

画面の説明

でんさい割引申込の場合は、「ＰＤＦを表示」ボタンを押して「で
んさい割引（買取）申込書」を印刷し届出印を押印後、お取引店窓
口へでんさい割引をお申込みください。（担当者の承認依頼完了画
面、取引履歴照会からも印刷することができます。）
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３．６．１　でんさい割引申込

（１）．債権情報（融資可能債権）一覧

債権者の立場で、電子記録債権を検索し一覧を表示して、でんさい割引申込

画面に遷移するための画面です。

メニューからの初期表示時は、利用者のアカウントが保有する債権を、

２００件まで「債権情報(融資可能債権)検索結果」に一覧を表示します。

２００件を超える債権を保有している場合は、一覧は表示しません。

「債権情報(融資可能債権)検索条件」を入力し、

「この内容で検索」ボタンを押して債権を絞り込んでください。

指定された条件で債権者立場の電子記録債権の検索を行い、

「債権情報(融資可能債権)検索結果」に一覧を表示します。

メニュー画面で選択された記録請求により、「でんさい割引申込」の

画面に遷移します。

■債権情報（融資可能債権）検索条件

・ 検索方式

「記録番号」、「債権情報」のいずれかを選択してください。

・ 記録番号

検索方式で「記録番号」を選択した場合、必須で入力してください。

■債権金額、支払期日

検索方式で「債権情報」を選択した場合、任意で入力してください。

■債務者口座情報

検索方式で「債権情報」を選択した場合、任意で入力してください。

口座情報を入力する場合、「口座情報入力」ボタンを押してください。

【口座選択】の画面に遷移します。  ※ 「共通１．口座選択画面」参照

■債権情報（融資可能債権）検索結果

融資の申込を行う電子記録債権にチェックを行い、

選択ボタンを押してください。でんさい割引申込の入力画面に遷移します。

また、一覧は「債権金額」「支払期日」の昇順、降順による並び替えが

可能です。

画面の説明

でんさい割引申込の手順

①この画面ででんさい割引申込を行い、管理者の承認を行う。

②「でんさい割引（買取）申込書」を印刷し届出印を押印後、

お取引店窓口へでんさい割引をお申込みください。

詳しくは、１．概要編、１．６でんさいネットの取引手順、

（８）．でんさい割引申込（でんさいネット申込）を参照。
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３．６．１　でんさい割引申込

（２）．でんさい割引申込（入力）

債権者がでんさい割引を申込む場合に使用する画面です。

割引申込を行う債権を確認し、

債権情報を入力して「入力内容の確認」ボタンを押してください。

割引申込を行う債権を指定し直す場合は「一覧に戻る」ボタンを押してください。

■債権情報

・ 割引債権金額

選択した債権が１件であれば、１万円以上１円単位で入力してください。

なお、分割の結果、原債権金額が１万円未満となることはさしつかえ

ありません。

選択した債権が複数件の場合は、債権を分割して割り引くことは

できません。

・ 割引希望日

画面の説明をご確認のうえ、西暦の暦日で指定してください。

■請求者任意情報

請求者側での管理に利用するため、この電子記録債権あるいは

記録請求を特定するための番号として、40桁以内で任意に指定

することができます。

画面の説明

でんさい割引を申込む債権は、支払期日が１０営業日以上先のものを指

定してください。

割引希望日は２営業日以降で希望する日付を指定してください。

分割譲渡予約中の債権に対して、分割割引申込は行わないでください。
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３．６．１　でんさい割引申込

（３）．でんさい割引申込（承認依頼）

債権者がでんさい割引申込を行うための、承認依頼の画面です。

表示されている内容でよろしければ、「承認依頼」ボタンを押してください。

修正が必要な場合は「戻る」ボタンを押してください。

■担当者コメント

承認依頼にあたり、必要なコメントを入力することができます。

画面の説明

※二重承認依頼チェック

同一債権（同一記録番号）で、既にでんさい割引申込の承認依頼が

行われている場合、エラーになります。

【承認依頼一覧】で「承認待」の明細内容を確認してください。

＜エラーメッセージの例＞

L00233D ご指定の記録番号は同一内容で承認依頼が行われているた

め、承認依頼が行えません。
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３．６．１　でんさい割引申込

（４）．でんさい割引申込（承認依頼完了）

債権者がでんさい割引申込を行うための、承認依頼完了の画面です。

■申込書出力（ＰＤＦを表示ボタン）

入力内容が印字された申込書（ＰＤＦ）を出力することができます。

画面の説明

「でんさい割引（買取）申込書」を印刷し届出印を押印後、

お取引店窓口へでんさい割引をお申込みください。

（管理者の承認完了画面、取引履歴照会からも印刷することができ

ます。）

この段階では、でんさい割引申込は完了していません。

でんさい担当者がでんさい管理者へ承認の依頼を完了した画面です。

でんさい管理者の承認によってでんさい割引申込が完了します。
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３．７．１　でんさい管理者情報変更

（１）．でんさい管理者情報変更一覧

でんさい管理者のパスワード、連絡先情報の変更を行う画面です。

■でんさい管理者情報変更

「でんさい管理者情報変更」を押した場合、でんさい管理者情報に画面が

移動します。

■パスワード

「パスワード」を押してください。

【でんさい管理者パスワード変更入力】の画面に遷移します。

■連絡先情報

「連絡先情報」を押してください。

【でんさい管理者連絡先情報変更入力】の画面に遷移します。

画面の説明
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３．７．１　でんさい管理者情報変更

（２）．でんさい管理者パスワード変更入力

でんさい管理者のパスワードを変更する画面です。

■パスワード変更

現在および新しいパスワードを入力して、「パスワードの変更」ボタンを

押してください。

パスワードを変更しない場合は、「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

でんさい管理者パスワードは、初回のでんさいネットログオン時に
使用します。通常は使用しないパスワードです。

過去２回のパスワードと違うものを入力してください。
英数字もしくは記号混在のパスワードを入力してください。
８～１０文字のパスワードを入力してください。
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３．７．１　でんさい管理者情報変更

（３）．でんさい管理者パスワード変更結果

でんさい管理者のパスワード変更が完了した画面です。

画面の説明
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３．７．１　でんさい管理者情報変更

（４）．でんさい管理者連絡先情報変更入力

でんさい管理者の連絡先情報を変更する画面です。

■連絡先情報

変更後の「Ｅメールアドレス」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」を入力して、

「連絡先の変更」ボタンを押してください。

連絡先情報を変更しない場合は、「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

Ｅメールアドレスは、でんさいネットのお取引の際のお知らせに使
用いたします。　Ｅメールの内容については、マニュアルの概要編
「１．８Ｅメール通知」をご覧ください。

複数のＥメールアドレスを登録する場合はＥメールアドレス１から
順番に指定してください。
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３．７．１　でんさい管理者情報変更

（５）．でんさい管理者連絡先情報変更結果

でんさい管理者の連絡先情報変更が完了した画面です。

画面の説明
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３．７．２　でんさい担当者情報変更

（１）．でんさい担当者情報変更一覧

でんさい担当者のパスワード、連絡先情報の変更を行う画面です。

■でんさい担当者情報変更

「でんさい担当者情報変更」を押した場合、でんさい担当者情報に画面が

移動します。

■パスワード

「パスワード」を押してください。

【でんさい担当者パスワード変更入力】の画面に遷移します。

■連絡先情報

「連絡先情報」を押してください。

【でんさい担当者連絡先情報変更入力】の画面に遷移します。

画面の説明

3.7.2‒1



３．７．２　でんさい担当者情報変更

（２）．でんさい担当者パスワード変更入力

でんさい担当者のパスワードを変更する画面です。

■パスワード変更

現在および新しいパスワードを入力して、「パスワードの変更」ボタンを

押してください。

パスワードを変更しない場合は、「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

でんさい担当者パスワードは、初回のでんさいネットログオン時に
使用します。通常は使用しないパスワードです。

過去２回のパスワードと違うものを入力してください。
英数字もしくは記号混在のパスワードを入力してください。
８～１０文字のパスワードを入力してください。
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３．７．２　でんさい担当者情報変更

（３）．でんさい担当者パスワード変更結果

でんさい担当者のパスワード変更が完了した画面です。

画面の説明
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３．７．２　でんさい担当者情報変更

（４）．でんさい担当者連絡先情報変更入力

でんさい担当者の連絡先情報を変更する画面です。

■連絡先情報

変更後の「Ｅメールアドレス」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」を入力して、

「連絡先の変更」ボタンを押してください。

連絡先情報を変更しない場合は、「一覧に戻る」ボタンを押してください。

画面の説明

Ｅメールアドレスは、でんさいネットのお取引の際のお知らせに使
用いたします。　Ｅメールの内容については、マニュアルの概要編
「１．８Ｅメール通知」をご覧ください。

複数のＥメールアドレスを登録する場合はＥメールアドレス１から
順番に指定してください。
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３．７．２　でんさい担当者情報変更

（５）．でんさい担当者連絡先情報変更結果

でんさい担当者の連絡先情報変更が完了した画面です。

画面の説明
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３．８．１　申請書一覧

（１）．利用申込 メニュー選択

利用申込メニューを選択します。

画面の説明
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３．８．１　申請書一覧

（２）．申請書一覧画面

各種申請書をダウンロードし表示、印刷するための一覧画面です。

■「PDFを表示」ボタンを押すと申請書用紙を表示します。

画面の説明
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共通１　口座選択

（１）．口座選択(金融機関選択)

金融機関名、支店名、口座科目、口座番号を入力するための画面です。

記録請求等の入力画面において、「名称から口座情報入力」ボタンを押した

場合に、当画面に遷移します。

■金融機関の選択

・ 頭文字検索

金融機関の頭文字（ア～ワの１文字）を選択してください。

選択した頭文字で金融機関名を検索し、「金融機関名検索結果」に一覧

を表示します。

・ 金融機関名カナ検索

金融機関名をカナで入力し、「検索」ボタンを押してください。

入力したカナ文字で金融機関名を検索し、「金融機関名検索結果」に一覧

を表示します。

なお、金融機関名の入力は、金融機関名称のすべてを入力する必要は

ありません。

■金融機関名検索結果

金融機関名を選択して、「次へ」ボタンを押してください。

【口座選択(支店選択)】の画面に遷移します。

画面の説明

金融機関名カナ検索

半角カナの大文字で指定してください。ｷﾞﾝｺｳは不要です。
例
正：ｷﾀﾆﾂﾎﾟﾝ
誤：ｷﾀﾆｯﾎﾟﾝ （小さいﾂを使用している）
誤：ｷﾀﾆﾂﾎﾟﾝｷﾞﾝｺｳ （ｷﾞﾝｺｳは不要です）
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共通１　口座選択

（２）．口座選択(支店選択)

支店名を入力するための画面です。

「金融機関名」を確認し、金融機関を指定し直す場合は「戻る」ボタンを押して

ください。

■支店の選択

・ 頭文字検索

支店の頭文字（ア～ワ、０～９の１文字）を選択してください。

選択した頭文字で支店名を検索し、「支店名検索結果」に一覧を表示します。

・ 支店名カナ検索

支店名をカナで入力し、「検索」ボタンを押してください。

入力したカナ文字で支店名を検索し、「支店名検索結果」に一覧を表示

します。

なお、支店名の入力は、支店名称のすべてを入力する必要はありません。

・ 支店コード検索

支店コードを数値で入力し、「検索」ボタンを押してください。

支店コードで支店名を検索し、「支店名検索結果」に一覧を表示します。

■支店名検索結果

支店名を選択して、「次へ」ボタンを押してください。

【口座選択(口座情報入力)】の画面に遷移します。

画面の説明

支店名カナ検索

半角カナの大文字で指定してください。
ｼﾃﾝは不要です。
例
正：ｻｶﾅﾁﾖｳ
誤：ｻｶﾅﾁｮｳ （小さいｮを使用している）
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共通１　口座選択

（３）．口座選択(口座情報入力)

口座科目、口座番号を入力するための画面です。

「支店名」を確認し、支店を指定し直す場合は「戻る」ボタンを押してください。

■口座情報の入力

口座科目、口座番号を入力し、「口座情報の決定」ボタンを押してください。

元の記録請求等の入力画面に戻り、口座情報を設定します。

画面の説明
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共通2　コードからの口座情報入力

（１）．口座入力(口座情報入力)画面

金融機関コード、支店コード、口座科目、口座番号を入力するための画面です。

記録請求等の入力画面において、「コードから口座情報入力」ボタンを押した

場合に、当画面に遷移します。

■口座情報の入力

金融機関コード、支店コード、口座科目、口座番号を入力し、「口座情報

の決定」ボタンを押してください。

元の記録請求等の入力画面に戻り、口座情報を設定します。

画面の説明

各コードの属性と桁数

金融機関コード：数字４桁 例、0509
支店コード ：数字３桁 例、002
口座番号 ：数字７桁 例、0001234
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別紙１．通知情報一覧

項番 通知分類 画面名 画面ID 通知用途 通知メッセージ内容

1 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録通知 DDACR91BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(通常および先日付)が登録された事を債権者に通知する
ために利用する。

債務者から発生記録が登録されました。発生記録内容に異議がある場合には、発
生記録の予約取消、または削除を行うことができます。

2 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録一括請求結果通知 DDACR91BZ02R
一括請求時の発生記録請求(債務者請求方式)(通常および先日付)の処理結果を債務者
に通知するために利用する。

一括請求で行った債務者発生記録が処理されました。

3
発生予約取消（債務者請求
方式）

債務者発生記録予約取消通知（債権者宛） DDACR94BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債権者に通知するために
利用する。

債務者から予約の債務者発生記録が取消されました。

4
発生予約取消（債務者請求
方式）

債務者発生記録予約取消通知（債務者宛） DDACR95BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債務者に通知するために
利用する。

債権者から予約の債務者発生記録が取消されました。

5 発生（債務者請求方式） 変更記録通知（債務者発生記録削除） DDACR96BZ01R 発生記録請求(債務者請求方式)が取消された事を債務者に通知するために利用する。 債権者から債務者発生記録が削除されました。

6 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録不可通知（予約不成立） DDACR91BZ03R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されませんでした。

7 発生（債務者請求方式） 債務者発生記録通知（予約成立） DDACR91BZ04R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)が登録された事を債務者、債権者に通知するた
めに利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されました。

8 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録承諾依頼通知 DDACR97BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)に対する承諾依頼を債務者に通知
するために利用する。

債権者から発生記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知日
を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場合
は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否認
の意思表示がなされたものとみなされます。ただし、予約の場合、指定日が到来す
るまでの間、予約に対する承諾または否認を行うことができます。

9 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録通知 DDACR98BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録された事を債権者に通知する
ために利用する。

債務者から承諾されたことにより、債権者発生記録が登録されました。

10 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（債務者否認） DDACR98BZ02R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録されなかった事を債権者に通
知するために利用する。

債務者から否認されたことにより、債権者発生記録が登録されませんでした。

11
発生予約取消（債権者請求
方式）

債権者発生記録予約取消通知（債務者宛） DDACR9BBZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が予約取消された事を債務者に通知するために
利用する。

債権者から予約の債権者発生記録が取消されました。

12 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録一括請求結果通知 DDACR97BZ02R
一括請求時の発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)の処理結果を債権者
に通知するために利用する。

一括請求で行った債権者発生記録が処理されました。

13 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録不可通知（予約不成立） DDACR98BZ04R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されませんでした。

14 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録通知（予約成立） DDACR98BZ05R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録された事を債務者、債権者に通知するた
めに利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されました。

15 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（予約不成立） DDACR98BZ06R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)が登録されなかった事を債務者、債権者に通知
するために利用する。

債務者から否認されたことにより、予約の債権者発生記録が指定日に登録されませ
んでした。

16 発生（債権者請求方式）
債権者発生記録承諾依頼通知（予約指定
日通知）

DDACR97BZ03R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)に対する承諾依頼を債務者に通知するために利
用する。

予約の債権者発生記録の指定日に承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営
業日（通知日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異
議がある場合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過
した場合、否認の意思表示がなされたものとみなされます。

17 発生（債権者請求方式） 債権者発生記録非登録通知（みなし否認） DDACR97BZ04R
発生記録請求(債権者請求方式)(通常および先日付)が登録されなかった事を債務者、債
権者に通知するために利用する。

債務者が期間内に応諾されなかったことにより、債権者発生記録が登録されません
でした。

18 譲渡 譲渡記録通知 DDASG91BZ01R 譲渡記録請求(通常および先日付)が登録された事を譲受人に通知するために利用する。

譲渡人から譲渡記録が登録されました。譲渡記録内容に異議がある場合には、譲
渡記録の予約取消、または削除を行うことができます。また、保証記録が随伴してい
る場合、保証記録のみの予約取消、または削除を行うこともできます。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。

19 譲渡 譲渡記録一括請求結果通知 DDASG91BZ02R
一括請求時の譲渡記録請求(通常および先日付)の処理結果を譲渡人に通知するために
利用する。

一括請求で行った譲渡記録が処理されました。
※注意※債権情報の「保証付与の有無」に「あり」と表示されていることを確認してく
ださい。「なし」と表示されている場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。
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別紙１．通知情報一覧

項番 通知分類 画面名 画面ID 通知用途 通知メッセージ内容

20 譲渡予約取消 譲渡記録予約取消通知（譲受人宛） DDASG92BZ01R 譲渡記録請求(先日付)が予約取消された事を譲受人に通知するために利用する。 譲渡人から予約の譲渡記録が取消されました。

21 譲渡予約取消 譲渡記録予約取消通知（譲渡人宛） DDASG93BZ01R 譲渡記録請求(先日付)が予約取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から予約の譲渡記録（または、保証記録のみ）が取消されました。

22 譲渡 変更記録通知（譲渡記録削除） DDASG94BZ01R
変更記録(譲渡記録取消/保証記録取消)が登録された事を譲渡人に通知するために利用
する。

譲受人から譲渡記録（または、保証記録のみ）が削除されました。

23 譲渡 譲渡記録不可通知（予約不成立） DDASG91BZ03R
譲渡記録請求(先日付)が登録されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用す
る。

予約の譲渡記録が指定日に登録されませんでした。

24 譲渡
譲渡記録不可通知（債務者発生記録予約
不成立）

DDACR92BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)の不成立により、譲渡記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されなかったことにより、譲渡記録が登録さ
れませんでした。

25 譲渡
譲渡記録不可通知（債権者発生記録予約
不成立）

DDACR99BZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)の不成立により、譲渡記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されなかったことにより、譲渡記録が登録さ
れませんでした。

26 譲渡 譲渡記録通知（予約成立） DDASG91BZ04R
譲渡記録請求(先日付)が登録された事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。
または、でんさい割引に伴う譲渡記録請求(先日付)が登録された事を割引申込人に通知
するために利用する。

予約の譲渡記録が指定日に登録されました。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない譲渡記録となります。

27 譲渡 譲渡記録予約取消通知（強制執行等記録） DDEXE95BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事により、譲渡記録請求(先日
付)が予約取消された事を利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されたことにより、予約の譲渡
記録が取消されました。

28 分割譲渡 分割譲渡記録通知 DDDIV91BZ01R 分割記録請求(通常および先日付)が登録された事を譲受人に通知するために利用する。

譲渡人から分割譲渡記録が登録されました。分割譲渡記録内容に異議がある場合
には、分割譲渡記録の予約取消、または削除を行うことができます。また、保証記
録が随伴している場合、保証記録のみの予約取消、または削除を行うこともできま
す。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となります。

29 分割譲渡 分割譲渡記録一括請求結果通知 DDDIV91BZ02R
一括請求時の分割記録請求(通常および先日付)の処理結果を譲渡人に通知するために
利用する。

一括請求で行った分割譲渡記録が処理されました。
※注意※債権情報の「保証付与の有無」に「あり」と表示されていることを確認してく
ださい。「なし」と表示されている場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となりま
す。

30 分割譲渡予約取消 分割譲渡記録予約取消通知（譲受人宛） DDDIV92BZ01R 分割記録請求(先日付)が予約取消された事を譲受人に通知するために利用する。 譲渡人から予約の分割譲渡記録が取消されました。

31 分割譲渡予約取消 分割譲渡記録予約取消通知（譲渡人宛） DDDIV93BZ01R 分割記録請求(先日付)が予約取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から予約の分割譲渡記録（または、保証記録のみ）が取消されました。

32 分割譲渡 変更記録通知（分割譲渡記録削除） DDDIV94BZ01R 分割記録請求が取消された事を譲渡人に通知するために利用する。 譲受人から分割譲渡記録（または、保証記録のみ）が削除されました。

33 分割譲渡 分割譲渡記録不可通知（予約不成立） DDDIV91BZ03R
分割記録請求(先日付)が登録されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用す
る。

予約の分割譲渡記録が指定日に登録されませんでした。

34 分割譲渡
分割記録不可通知（債務者発生記録予約
不成立）

DDACR93BZ01R
発生記録請求(債務者請求方式)(先日付)の不成立により、分割記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債務者発生記録が指定日に登録されなかったため、分割譲渡記録が登録さ
れませんでした。

35 分割譲渡
分割譲渡記録不可通知（債権者発生記録
予約不成立）

DDACR9ABZ01R
発生記録請求(債権者請求方式)(先日付)の不成立により、分割記録請求(先日付)が登録
されなかった事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。

予約の債権者発生記録が指定日に登録されなかったため、分割譲渡記録が登録さ
れませんでした。

36 分割譲渡 分割譲渡記録通知（予約成立） DDDIV91BZ04R
分割記録請求(先日付)が登録された事を譲渡人、譲受人に通知するために利用する。
または、でんさい割引に伴う分割記録請求(先日付)が登録された事を割引申込人に通知
するために利用する。

予約の分割譲渡記録が指定日に登録されました。
※注意※保証記録情報が表示されていることを確認してください。表示されていない
場合、保証記録を随伴しない分割譲渡記録となります。

37 分割譲渡
分割譲渡記録予約取消通知（強制執行等
記録）

DDEXE96BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事により、分割記録請求(先日
付)が予約取消された事を利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されたことにより、予約の分割
譲渡記録が取消されました。

38 保証 保証記録承諾依頼通知 DDGRN91BZ01R 保証記録請求に対する承諾依頼を保証人に通知するために利用する。

債権者から保証記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知日
を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場合
は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否認
の意思表示がなされたものとみなされます。
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39 保証 保証記録通知 DDGRN92BZ01R 保証記録請求が登録された事を債権者に通知するために利用する。 保証人から承諾されたことにより、保証記録が登録されました。

40 保証 保証記録非登録通知（保証人否認） DDGRN92BZ02R 保証記録請求が登録されなかった事を債権者に通知するために利用する。 保証人から否認されたことにより、保証記録が登録されませんでした。

41 保証 保証記録非登録通知（みなし否認） DDGRN91BZ02R 保証記録請求が登録されなかった事を保証人、債権者に通知するために利用する。 保証人が期間内に応諾されなかったことにより、保証記録が登録されませんでした。

42 変更 変更記録承諾依頼通知 DDALT91BZ01R 変更記録請求に対する承諾依頼を利害関係人に通知するために利用する。

変更記録請求者から変更記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業
日（通知日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議
がある場合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過し
た場合、否認の意思表示がなされたものとみなされます。

43 変更 変更記録通知 DDALT92BZ01R 変更記録請求が登録された事を変更記録請求者に通知するために利用する。 利害関係人から承諾されたことにより、変更記録が登録されました。

44 変更 変更記録非登録通知（利害関係人否認） DDALT92BZ01R 変更記録請求が登録されなかった事を変更記録請求者に通知するために利用する。 利害関係人から承諾されたことにより、変更記録が登録されました。

45 変更 変更記録非登録通知（みなし否認） DDALT91BZ02R
変更記録請求が登録されなかった事を変更記録請求者、利害関係人に通知するために
利用する。

利害関係人が期間内に応諾されなかったことにより、変更記録が登録されませんで
した。

46 支払等（債権者請求方式） 債権者支払等記録通知 DDPAY91BZ01R
支払等記録請求が登録された事を支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三
者の場合のみ)に通知するために利用する。

債権者から支払等記録が登録されました。

47 支払等（支払者請求方式） 支払者支払等記録承諾依頼通知 DDPAY91BZ02R 支払等記録請求に対する承諾依頼を被支払者に通知するために利用する。

支払者から支払等記録の承諾依頼を受領しました。通知受領後５銀行営業日（通知
日を含む）以内に、当該通知内容について、承諾する場合は承諾を、異議がある場
合は否認を、行うことができます。承諾／否認がないままその日が経過した場合、否
認の意思表示がなされたものとみなされます。

48 支払等（支払者請求方式） 支払者支払等記録通知 DDPAY91BZ04R
支払等記録請求が登録された事を支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三
者の場合のみ)に通知するために利用する。

債権者から承諾されたことにより、支払等記録が登録されました。

49 支払等（支払者請求方式）
支払者支払等記録非登録通知（債権者否
認）

DDPAY91BZ05R 支払等記録請求が登録されなかった事を支払者に通知するために利用する。 債権者から否認されたことにより、支払等記録が登録されませんでした。

50 支払等（支払者請求方式）
支払者支払等記録非登録通知（みなし否
認）

DDPAY91BZ03R 支払等記録請求が登録されなかった事を支払者、被支払者に通知するために利用する。
債権者が期間内に応諾されなかったことにより、支払等記録が登録されませんでし
た。

51 決済 支払等記録通知（記録機関） DDSTL95BZ01R
支払等記録の結果を被支払者、支払者、債務者(支払者が電子記録保証人または第三者
の場合のみ)に通知するために利用する。

支払等記録が登録されました。

52 決済 支払等記録不可通知（記録機関） DDSTL96BZ01R 支払等記録請求が登録されなかった事を被支払者、支払者に通知するために利用する。 支払等記録が登録されませんでした。

53 決済 決済情報通知 DDSTL91BZ02R 決済日の２営業日前に債務者へ決済（支払い）到来を通知するために利用する。

でんさいの決済（支払い）のお知らせ。
支払期日になると、自動的に債務者の口座から資金を引落し、債権者の口座へ払
込みが行われます。債務者のお客様は、でんさいの決済に間に合うよう、決済口座
に資金をご準備ください。当行では、原則、前銀行営業日にご準備いただくこととして
おります。

54 決済 支払等記録成立通知 DDSTL97BZ01R 決済日の２営業日後の翌日に、債務者と債権者へ決済完了を通知するために利用する。
でんさいの決済完了のお知らせ。
口座間送金決済により支払等記録が記録されましたので内容をご確認ください。

55 強制執行等 強制執行等記録通知 DDEXE91BZ01R 強制執行等が登録された事を利害関係人に通知するために利用する。 強制執行等が登録されました。

56 強制執行等 強制執行等記録削除通知 DDEXE92BZ01R 強制執行等の取下が登録された事を利害関係人に通知するために利用する。 強制執行等の取下が登録されました。

57 強制執行等 強制執行等記録一部取消通知 DDEXE93BZ01R
強制執行等記録の一部取消(差押金額の一部取消)が登録された事を利害関係人に通知
するために利用する。

強制執行等記録の一部取消(差押金額の一部取消)が登録されました。
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58 強制執行等 変更記録通知（強制執行等記録） DDEXE94BZ01R
電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録された事または強制執行等の記録(電
子記録債権譲渡命令等)時に非利用者であった債権者が利用者登録された事を差押債権
者、利害関係人に通知するために利用する。

電子記録債権譲渡命令等(変更記録の嘱託)が登録されました。または、強制執行
等の記録時に非利用者であった債権者が利用者登録されました。

59 強制執行等 支払等記録通知（強制執行等記録） DDEXE97BZ01R
支払等記録請求が登録された事を支払等記録請求者、利害関係人に通知するために利
用する。

支払等記録請求で登録されました。

60 記録の訂正・回復 訂正・回復結果通知（記録機関請求） DDCRC91BZ01R
記録機関の請求により訂正・回復を実施した旨を、債権者、債務者に通知するために利用
する。

記録機関により訂正・回復が実施されました。

61 記録の訂正・回復 訂正・回復結果通知 DDCRC92BZ01R の請求により訂正・回復を実施した旨を、債権者、債務者に通知するために利用する。 訂正・回復が実施されました。

62 利用者 相続時利用停止通知 DDUSR91BZ03R 被相続人、利害関係人に相続時利用停止の結果を通知するために利用する。 相続時利用停止が行われました。

63 利用者 相続時利用停止解除通知 DDUSR91BZ04R 被相続人、利害関係人に相続時利用停止解除の結果を通知するために利用する。 相続時利用停止解除が行われました。

64 利用者 相続時利用停止通知（記録機関） DDUSR91BZ09R
記録機関において登録された相続時利用停止の結果を被相続人、利害関係人に通知す
るために利用する。

相続時利用停止が行われました。

65 利用者 相続時利用停止解除通知（記録機関） DDUSR91BZ10R
記録機関において登録された相続時利用停止解除の結果を被相続人、利害関係人に通
知するために利用する。

相続時利用停止解除が行われました。

66 利用者 相続時利用継続通知 DDUSR92BZ01R

記録機関において登録された相続時利用継続の結果を、相続人/被相続人、利害関係人
に通知するために利用する。
金融機関相続人/被相続人において請求された相続時利用継続の結果を、利害関係人に
通知するために利用する。

相続時利用継続が行われました。

67 利用者 承継通知 DDUSR92BZ02R

記録機関において登録された承継の結果を、承継元/承継先、利害関係人に通知するた
めに利用する。
金融機関承継元/承継先において請求された承諾の結果を、利害関係人に通知するため
に利用する。

承継が行われました。

68 利用者 名義変更通知 DDUSR92BZ03R

記録機関において登録された名義変更の結果を、承継元/承継先、利害関係人に通知す
るために利用する。
金融機関承継元/承継先において請求された名義変更の結果を、利害関係人に通知する
ために利用する。

名義変更が行われました。

69 その他 相続時利用継続通知（先日付反映） DDCMN94BZ01R 相続人/被相続人、利害関係人に相続時利用継続の結果を通知するために利用する。 相続時利用継続が行われました。

70 その他 承継通知（先日付反映） DDCMN95BZ01R 承継元/承継先、利害関係人に承継の結果を通知するために利用する。 承継が行われました。

71 その他 名義変更通知（先日付反映） DDCMN96BZ01R 承継元/承継先、利害関係人に承継の結果を通知するために利用する。 名義変更が行われました。
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