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＜商品概要説明書＞ 
 

 

（2020 年 4 月 13 日現在） 

商品名 大分銀行ビジネスダイレクト（法人向けインターネットバンキング） 

ご利用いただけ

る方 

・ ・当行本支店に普通預金または当座預金の口座をお持ちの法人先（個人事業主を含む） 

・ ・インターネット経由の電子メールが受信できるメールアドレスをお持ちのお客さま 

サービス内容 １．会計情報サービス 

事前にお届けいただいたお取引口座の残高、入出金明細照会等をご利用いただけます。 

（１）振込入金明細照会 

（２）入出金明細照会 

（３）残高明細照会 

２．資金移動サービス 

振込・振替が即時に行え、ご利用時後に取引内容の照会ができます。 

（１）振込 

①当行本支店および他の金融機関の国内本支店あてに、当日および予約でのお振込が

できます。 

②振込先口座を事前にお届けしていただく「事前登録方式」と、振込先口座を都度ご

指定いただく「都度指定方式」によるお振込ができます。 

※予約については、１０営業日先まで指定可能です。休日を指定日とする予約は出来ません。ま

た、振込指定日の午前０時に資金が引落しとなりますのでご注意ください。 

（２）振替 

①事前にお届けしていただいた、当行本支店の契約者ご本人名義の決済口座とご利用

口座（関連口座）との間で、当日および予約でのお振替ができます。 

※関連口座が決済口座と別支店の場合は振替手数料がかかります。 

※予約については、振込指定日の午前０時に資金が引落しとなりますのでご注意ください。 

３．データ受付サービス 

お取引先へお支払い明細や従業員への給与振込明細等を一括して当行

に送信していただくことで、ご指定の日にお振込等が行えます。 

（１）総合振込 

（２）給与・賞与振込 

（３）口座振替（振替結果照会） 

（４）代金回収 

（５）地方税納付 

４．税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」サービス 

ペイジーマークが記載されている国庫金および、当行が提携している収納機関が取扱

う手数料、料金の払込みができます。 

５．外為Ｗｅｂサービス 

（１）外国送金のお申込み･取引照会 

（２）外貨預金振替のお申込み 

（３）輸入信用状開設および条件変更のお申込み･取引照会 

（４）為替予約の締結･取引照会 

※利用するためには、別途「外為Ｗｅｂサービス」の申込が必要になります。 

６．大分銀行でんさいサービス  

でんさいネット（電子記録債権）の取引が可能です。 

※利用するためには、別途「大分銀行でんさいサービス」の申込が必要になります。 

取扱店舗 全店（出張所を含む） 
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ご利用時間 １．会計情報サービス   24 時間 

２．資金移動サービス 

（１）当日振込 平日 8:30～17:00 

（２）予約振込 24 時間 

（３）振込振替依頼取消（予約振込のみ） 24 時間 

※当日振込可能時間内であっても、振込先の金融機関や口座の状態によ

ってはお振込いただけない場合があります。 

３．データ受付サービス 

（１）利用時間   24 時間 

（２）受付時限 

総 合 振 込 振込指定日の１営業日前11:30まで 

給与・賞与 

振込 

当行本支店あてのみ 振込指定日の１営業日前12:00まで 

他行あてを含む 振込指定日の３営業日前12:00まで 

口座振替 
請求データ送信 振替指定日の４営業日前17:00まで 

結果受信 振替指定日の２営業日後8:45から 

代金回収 

クイック 

サービス 

請求データ送信 振替指定日の８営業日前16:00まで 

結果受信 振替指定日の４営業日後14:00から 

全国 

サービス 

請求データ送信 振替指定日の10営業日前16:00まで 

結果受信 振替指定日の５営業日後14:00から 

地 方 税 納 付 納付指定日の５営業日前17:00まで 

４．税金・各種料金の払込み「Pay-easy」 

平日 8:30～21:00 

※収納機関の利用時間の変動により、利用時間内でもご利用できないことがあります。 

５．外為Ｗｅｂサービス 

（１）利用時間 平日 8:00～23:00 

（２）受付時限 

外国送金受付 

翌営業日以降   … 平日 8:00～23:00 

指定日当日 

・円建て      … 平日 8:00～10:30 

・国内向け外貨建て … 平日 8:00～10:30 

・海外向け外貨建て … 平日 8:00～12:00 

外貨預金振替 

指定日当日 

・米ドル      … 平日 10:20～14:00 

・ユーロ・豪ドル  … 平日 11:20～14:00 

輸入信用状受付 翌々営業日以降扱  … 平日 8:00～14:00 

為替予約（米ドルのみ） 

翌々営業日以降扱  … 平日 9:00～17:00 

（15：30 以降に成立したお取引は翌営業日扱

いとなります） 

※祝日、振替休日、 12/31～ 1/3、5/3～ 5/5 はご利用いただけません。  

６．大分銀行でんさいサービス 

（１）予約発生・開示請求（照会） 平日・土日祝 8:45～21:00 

（２）当日発生・分割・譲渡    平日・土日祝 8:45～15:00 

※毎月第２土曜日および 12/31 はご利用いただけません。 

【ご留意事項】 

・毎月第 1・第 3月曜日の午前 2:00～午前 6:00、1/1～1/3、5/3～5/5はご利用い

ただけません。 

・上記の他、システムメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございます。 



 3 （大分銀行ビジネスダイレクト）  

取扱科目 普通預金（決済用預金含む）、当座預金、外貨普通預金（外為サービス利用時のみ） 

手数料 １．基本料金（税込） 

業務内容 基本手数料（月間） 

スタンダードサービス 

（会計情報サービス＋資金移動サービス） 
１，１００円 

ライトサービス 

（スタンダードサービス＋データ受付サービス）  
※総合振込、給与・賞与振込のみ（件数制限あり）  

２，２００円 

フルサービス 

（スタンダードサービス＋データ受付サービス）  
３，３００円 

※外為Ｗｅｂサービスについては、上記いずれかのサービスを契約いただいた場合にご 

利用できます。（同時申込可）なお、外為サービスにかかる基本手数料は無料です。 

※大分銀行でんさいサービスについては、上記いずれかのサービスを契約いただいた

場合にご利用できます。（同時申込可）なお、でんさいサービスにかかる基本手数

料は無料です。 

２．振込手数料等（税込） 

（１）資金移動・総合振込手数料 

振 込 手 数 料 

 ３万円未満 ３万円以上 

当行同一支店あて ０円 ０円 

当行他支店あて １１０円 ３３０円 

他行あて ４４０円 ６６０円 

（２）給与・賞与振込手数料 

振 込 手 数 料 
当行本支店あて 他 行 あ て 

無料 ３３０円 

（３）口座振替手数料 

振 替 手 数 料 
請 求 １ 件 に つ き 

１１０円 

（４）代金回収 

当行関連会社である大銀コンピュータサービス㈱（ DCS）での取扱い

になります。詳しくは、（097-537-5918）までお問合せください。 

（５）地方税納付取扱手数料 

取 扱 手 数 料 
納 付 書 １ 通 に つ き 

５５円 

（６）外為Ｗｅｂサービス 

お申込の種類によって異なります。詳しくは最寄りの当行各支店ま

でお問合せください。 

（７）大分銀行でんさいサービス 

詳しくは「大分銀行でんさいサービス」の商品概要説明書をご確認

ください。 
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その他 １．ご利用人数・ご登録口座数 

 ご利用人数 ご登録口座数 

ライト・スタンダードサービス 最大 20名 
10口座まで登録可能 

（代表口座 1／ご利用口座 9） 

フルサービス 最大 100 名 
100口座まで登録可能 

（代表口座 1／ご利用口座 99） 

２．振込･振替先口座数 

振込･振替 

ライト・スタンダードサービス 
事前登録口座 999口座 

都度振込   500口座 

フルサービス 
事前登録口座 999口座 

都度振込 15,000口座 

総合振込 【ライトサービス】（総合振込、給与・賞与振込のみ） 

登録可能件数     50件 

1回あたりの送信件数 30件以内 

※ファイル受付機能はご利用いただけません。 

【フルサービス】 

登録可能件数     50,000件（地方税納付は 2,000件） 

1回あたりの送信件数   5,000件（地方税納付は 500件以内） 

※上記の１回あたりの送信件数は、会計ソフト、給与計算ソフト

等で作成した全銀協規定フォーマット・データを送信する場合

は、50,000件（地方税納付は、10,000件）になります。 

給与・賞与振込 

口座振替 

代金回収 

地方税納付 

 

ご留意事項 １．セキュリティについて 

（１）ワンタイムパスワード（トランザクション認証用カメラ付トーク

ン）のご利用（必須）により、MITB 攻撃（お客さまが適正に操作

して送信した振込情報を改ざんする攻撃）などの高度な不正ウィ

ルスにも対抗することができます。 

（２）「電子証明書」を利用した本人認証方式を導入しています。（別途申込が

必要になります。）当行が発行する電子証明書（電子的なデータ）をお客

さまのパソコンにインストールしていただくことにより、電子証明書をイ

ンストールしたパソコン以外からは利用ができなくなり、「なりすまし」

等のインターネットを介した外部からの侵入を防ぎます。 

（３）インターネットでの情報漏えい、盗聴、データの偽造、改ざんを防ぐた

め、お客さまの情報の送受信に「SSL」暗号化方式を採用しています。 

（４）サービスをご利用いただくには、「ログインＩＤ」・「ログインパスワー

ド」「確認パスワード」や暗証番号等のセキュリティチェックが必要にな

りますので、不正利用を防止できます。 

（５）振込、振替等の資金移動結果やパスワードを変更された場合等は電子メー

ルでご連絡させていただきます。 

（６）ログイン時のセキュリティ強化の為、マウスのクリックだけでログインパ

スワ―ドを入力できる「ソフトウェアキーボード」もご利用できます。 

（７）フィッシング・不正送金対策として、セキュリティ対策ソフト

「PhishWall プレミアム（フィッシュウォールプレミアム）」を

無料で提供いたします。 

 ※詳細は当行ホームページをご覧ください。 

２．通信環境について ＡＤＳＬ回線以上を推奨します。 

３．ご利用環境について 

推奨するパソコンのＯＳとブラウザについては、当行ホームページをご確

認ください。 

４．ご注意 

（１）社内ＬＡＮやＣＡＴＶを経由する場合は、ご利用いただけないことがござ

います。お申込みの際は必ず社内ＬＡＮネットワーク管理者やＣＡＴＶ会

社等にご相談ください。 

（２）お申込みからご利用開始までの期間は、約１ヶ月程度かかりますので、あ

らかじめご了承ください。  


