
アーバンビジネスWeb
振込手数料情報変更マニュアル

（先方負担手数料を利用されているお客さま向け）

２０１９年１０月１日または１０月１５日以降を振込指定日とした
振込データを作成される前にお手続きをお願いいたします

＜操作に関するお問合せ＞
ＴＥＬ：０１２０－５０１－５５１

平日 ９：００～１７：００
（銀行休業日を除きます）

※ 操作に関するお問合せ以外は、お取引店へお問合せ願います。
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■２０１９年９月振込指定日分のお振込み送信終了後、手数料情報（先方負担手数料）の
変更手続きを行ってください。

■消費税率改定およびシステム統合に伴い、振込手数料が段階的に改定となりますので、変更作業
時期にご留意ください。なお、振込手数料額はＰ９にてご確認ください。

①１０月１日～１０月１１日を振込指定日とする場合・・・消費税率改定後の金額
②１０月１５日以降を振込指定日とする場合・・・システム統合対応後の金額

■振込手数料情報の変更を行わずに、２０１９年１０月１日または１０月１５日以降の振込
指定日の伝送を行った場合、弊社がご請求させていただく振込手数料とアーバンビジネスWebの画
面上で計算される振込手数料が相違する場合がございます。

■手数料情報を変更する前に確定させたお振込みデータは、送信前に手数料情報を変更されまして
も、変更後の手数料は反映されませんのでご注意ください。

■過去の取引履歴から１０月１日以降をお振込指定日とした振込をされる場合、個別に手数料を
設定されていると以前に入力した手数料金額が表示されますので、振込操作時にご修正願います。

■市販ソフトや社内システムで振込データを作成されている場合、それぞれの手数料情報の変更を
お願いいたします。変更手順については、大変お手数ですが市販ソフトメーカーあるいは社内システム
ご担当者さまへご確認ください。

＜ご注意事項＞



１．消費税率引上げに伴う振込手数料情報変更のご対応
・本対応は、10月１日～10月11日を振込指定日とする振込データを作成する際に実施してください。

・「企業管理」＞「先方負担手数料の変更」の設定において、「基準手数料『使用する』」を選択されている
場合、 振込金額入力時に利用する手数料は増税後の手数料が適用されますので、対応不要です。

「企業管理」＞「先方負担手数料の変更」画面

１ ①

手数料情報の変更操作
（以降の操作は基準手数料『使用しない』(個別に手数料を登録されている)となっているお客さまが対象です）

アーバンビジネスWebにログインしてください。
※マスターユーザ様または管理者権限を

お持ちのユーザ様にてお手続きをお願い
いたします。

「変更・登録・管理」ボタンを選択してください。１ ②
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『使用する』の場合、ご対応不要です。



「企業管理」を選択してください。

「先方負担手数料[振込振替]の変更」を
選択してください。

※ボタンの表示が「変更」ではなく「照会」となっている場合、
ご利用のログインＩＤに変更権限がございません。
マスターユーザ様または管理者権限をお持ちのユーザ様に
よるお手続きをお願いいたします。

※なお、アンサーサービスのみご契約の場合は
「先方負担手数料[総合振込]」」のボタンは表示されません。

基準手数料「使用しない」を選択されている
場合、新手数料をご入力後「変更」ボタンを
押してください。

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 108 324

30,000～ 0 216 540

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 110 330

30,000～ 0 220 550

旧手数料

10/1～10/11を
振込指定日とする
場合の新手数料

（注）上記金額は一例（基準手数料）です。
お客さまごとに個別に設定をお願いいたします。

１ ③

１ ④

１ ⑤
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変更後の金額をご確認ください。

「先方負担手数料[総合振込]の変更」を
選択してください。

●アンサーサービスのみご契約の場合、画面右上「トップ
ページへ」ボタンを押してください。

⇒振込先ごとに、個別の先方負担手数料を設定されて
いる場合は、Ｐ７へお進みください。
設定されているかどうかご不明な場合も、Ｐ７へお進み
いただき、ご確認ください。
設定されていない場合、変更作業は以上となります。

●データ伝送サービスで「総合振込」をご契約の場合、
「企業管理メニューへ」ボタンを押して、①－７へお進み
ください。

※以降の操作は「データ伝送サービス」で「総合振込」のご契約があるお客さまが対象です。

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 108 324

30,000～ 0 216 540

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 110 330

30,000～ 0 220 550

旧手数料

10/1～10/11を
振込指定日とする
場合の新手数料

（注）上記金額は一例（基準手数料）です。
お客さまごとに個別に設定をお願いいたします。

基準手数料「使用しない」を選択されている
場合(個別に手数料登録をされている場合)、
新手数料をご入力後「変更」ボタンを押して
ください。

１ ⑥

１ ⑦

１ ⑧
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変更後の金額をご確認ください。
「トップページへ」ボタンを押してください。

２．システム統合に伴う振込手数料情報変更のご対応

・本対応は、10月15日以降を振込指定日とする振込データを作成する際に実施してください。

＜ご留意事項＞
①「振込・振替」は、システム統合に伴い、10月15日以降を振込指定日とする振込予約を行うことができ

ません。大変お手数ですが、10月15日以降に新システムにてお振込いただきますようお願いいたします。
また上記の理由から、手数料情報の変更は不要です。

②「総合振込」は、10月15日以降を振込指定日とする振込予約が可能です。
10月15日以降に実現する振込より、振込手数料が改定となりますので、Ｐ９をご確認ください。

③10月15日以降に実現するお振込から、りそな銀行・埼玉りそな銀行宛は「本支店扱い」の手数料額
となります。新システム移行前に10月15日以降の総合振込を承認された場合、画面上に表示される
金額と実際に引落となる金額が異なりますので、ご注意ください。

手数料情報の変更操作
（以降の操作は「データ伝送サービス」で「総合振込」のご契約があるお客さまが対象です）

アーバンビジネスWebにログインしてください。
※マスターユーザ様または管理者権限を

お持ちのユーザ様にてお手続きをお願い
いたします。

⇒振込先ごとに、個別の先方負担手数料を設定されて
いる場合は、Ｐ７へお進みください。
設定されているかどうかご不明な場合も、Ｐ７へお進
みいただき、ご確認ください。
設定されていない場合、変更作業は以上となります。

１ ⑨

２ ①
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「変更・登録・管理」ボタンを選択してください。

「企業管理」を選択してください。

「先方負担手数料[総合振込]の変更」を
選択してください。

２ ②

２ ③

２ ④
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（注）上記金額は一例（基準手数料）です。
お客さまごとに個別に設定をお願いいたします。

基準手数料「使用しない」を選択し、
新手数料をご入力後「変更」ボタンを押して
ください。

支払金額範囲 同一支店 自行 他行

660

10/15以降を
振込指定日とする
場合の新手数料

1～ 0 330

変更後の金額をご確認ください。
「トップページへ」ボタンを押してください。

※基準手数料「使用する」を選択されているお客さま
も、「使用しない」にご変更をお願いいたします。

⇒振込先ごとに、個別の先方負担手数料を設定されて
いる場合は、Ｐ７へお進みください。
設定されているかどうかご不明な場合も、Ｐ７へお進
みいただき、ご確認ください。
設定されていない場合、変更作業は以上となります。

２ ⑤

２ ⑥
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＜「振込・振替」の振込先ごとの手数料を変更する場合＞

３ ①

３．振込先ごとの個別手数料情報変更のご対応

・本対応は、各振込先ごとに個別で先方負担手数料を設定している場合に実施してください。

＜「総合振込」の振込先ごとの手数料を変更する場合＞

●「総合振込」ボタンを選択してください。

⇒ （P８）へお進みください。

※「総合振込」ボタンが表示されない場合 、 総合振込のご
契約が無いか、ご利用のログインＩＤに総合振込の利用
権限がございません。
ご契約をご確認のうえ、マスターユーザ様または利用権限を
お持ちのユーザ様によるお手続きをお願いいたします。

※「データ伝送サービス」ボタンが表示されない場合 、データ伝
送サービスのご契約が無いか、ご利用のログインＩＤにデータ
伝送サービスの利用権限がございません。
ご契約をご確認のうえ、マスターユーザ様または利用権限を
お持ちのユーザ様によるお手続きをお願いいたします。

「振込・振替」「総合振込」において、振込先ごとに個別の先方負担手数料設定が可能です。
両サービスともに、設定情報の変更は同一手順となりますので、以下へお進みください。

●「振込・振替」ボタンを選択してください。

●「データ伝送サービス」ボタンを選択してください。

⇒ （P８）へお進みください。
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「振込先の管理」ボタンを選択してください。３ ②

※以降の画面イメージは「振込・振替」となります。
「総合振込」の場合も同様の操作・流れとなります。

※「振込先の管理」ボタンが表示されない場合 ご利用のロ
グインＩＤに変更権限がございません。
マスターユーザ様または管理者権限をお持ちのユーザ様に
よるお手続きをお願いいたします。

３ ③ 「振込先の登録/変更/削除」ボタンを選択
してください。

３ ④ 振込先一覧から、手数料を
「先方負担(指定金額)」としている振込先
を選択し、「変更」ボタンを押してください。

例）
先方負担
（指定金額 540円）

「先方負担（指定金額）」を利用されていない場合、
変更手続きは不要です。
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新手数料を入力後「変更」ボタンを押して
ください。

３ ⑤

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 108 324

30,000～ 0 216 540

支払金額範囲 同一支店 自行 他行
1～ 0 110 330

30,000～ 0 220 550

支払金額範囲 同一支店 自行 他行

660

旧手数料

10/1～10/11を
振込指定日とする
場合の新手数料

10/15以降を
振込指定日とする
場合の新手数料

1～ 0 330

※振込指定日によって、適用される手数料が異なりますので、
ご注意ください。

（注）上記金額は一例（基準手数料）です。
お客さまごとに個別に設定をお願いいたします。

３ ⑥ 変更後の金額をご確認ください。
他にも変更する振込先があれば、「振込先
一覧へ」ボタンを押して、
の作業を繰り返してください。

以上で変更作業は終了です。
「ログアウト」ボタンを押して、アーバンビジネスWebを終了
してください。ご対応ありがとうございました。

振込手数料 （消費税等込/件)

現行 10月1日以降 10月15日以降

無料 無料 無料

3万円未満 108円 110円

3万円以上 216円 220円

3万円未満 324円 330円

3万円以上 540円 550円

3万円未満 324円 330円

3万円以上 540円 550円

220円

無料

110円

当社本支店あて

りそな銀行・埼玉りそな銀行あて

他行あて（みなと銀行あて含む）

無料

108円

無料

当社同一支店あて

330円

660円

お取引種別

給与・賞与振込

当社同一支店あて

当社本支店あて

振込振替・総合振込

他行あて

（みなと銀行あて含む）

りそな銀行・

埼玉りそな銀行あて

振込手数料比較表（ご参考）
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