総合振込XMLサービス／取引通知XMLサービス 追加・取止め依頼書

書式12

（お客さまへ：ご記入・ご捺印後の当依頼書をコピーして
「お客さま控」
としてお手元に保管してください。）
契約者番号※
（数字10桁）

（※「BizSTATION利用申込書」
と同時申込の場合は記入不要）

おところ
（お届出住所）
おなまえ
（口座名義）

会 社 名

個 人 の お 客 さま は
代表者名欄にお名前
をご 記 入ください。

代表取締役等

〒

届出日

年

−

月

日

代表口座お届出印
をご捺印ください

役 職 名

代表者名

支店名

代表口座

（ご利用手数料引落口座）

科目（□にチェック）
普通

兼サービス指定口座

口座番号（数字7桁）

当座

●BizSTATION「総合振込XMLサービス」／「取引通知XMLサービス」の追加・取止めについて以下の通り届け出ます。
「総合振込XMLサービス」の追加

追加区分
（該当する□にチェック）

・BizSTATION総合振込XMLサービス利用規定を検討し、
了承のうえ
「総合振込XMLサービス」
を申し込みます。

「取引通知XMLサービス」の追加

総 合 振 込 X M L サ ー ビスと取 引
通知XMLサービスの両方または、
いずれかのサービスをお申し込
みになると、別途「契約料金」
「基
本料金」
「従量料金」がかかりま
す。
（ただし、総合振込XMLサー
ビスのみをお申し込みの場合は、
「従量料金」はかかりません。）

・BizSTATION取引通知XMLサービス利用規定を検討し、
了承のうえ
「取引通知XMLサービス」
を申し込みます。

（

「総合振込XMLサービス」の取止め

）

予約中の振込取引がある場合は、
取止めできません。

・なお、上記契約者番号で契約している他のBizSTATIONのサービスについては、引き続き利用します。

取止め区分
（該当する□にチェック）
「取引通知XMLサービス」の取止め

・なお、上記契約者番号で契約している他のBizSTATIONのサービスについては、引き続き利用します。

（総合振込XMLサービスのお申し込みについて）
・総合振込XMLサービスのお申し込みには、総合／給与 振込サービスのご契約またはお申し込みが必要です。
（総合／給与 振込サービスの「契約料金」
「基本料金」に加え、総合振込XMLサービスの「契約料金」
「基本料金」がかかります。）
・総合振込XMLサービスでご利用いただける資金引落口座、
ご依頼いただいた振込データの承認時限は、総合／給与 振込サービス
の総合振込と共通になります。
（取引通知XMLサービスのお申し込みについて）
・取引通知XMLサービスのお申し込みには、取引通知サービスのご契約またはお申し込みが必要です。
（取引通知サービスの「契約料金」
「基本料金」
「従量料金」に加え、取引通知XMLサービスの「契約料金」
「基本料金」
「従量料金」がかかります。）
・取引通知XMLサービスでご利用いただける通知対象口座、通知間隔は取引通知サービスと共通になります。
口座の追加または削除のお申し込みは、
「取引通知サービス追加・取止め・変更依頼書（書式６）」にてお願いします。
（BizSTATIONのサービス指定口座として既に登録がある場合、通知対象口座の追加は、BizSTATIONトップページのサービス追加申込
メニューからもお申し込みいただけます。）

（APIサービス、複数契約一括承認サービス、振込依頼人名文字付加サービス、入金照合サービス
「けしこみ超人」
をご契約中のお客さまへ）
・記入見本「ご留意点」欄の記載事項のうち、
ご契約中のサービスに関するご留意点もご確認ください。
（ご送付いただいた依頼書に記入の不備等がありました場合、当行の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
また「BizSTATION（ビズステーション）」サービスご利用に必要な説明書類等は、当行にお申込者のお届出印とともにお届けいただいた住所に送付いたしますのでご注意ください。）
（銀行使用欄）

契約者番号
BizSTATIONサービス契約状況チェック欄（営業店で受け付けた場合）
総合振込XMLサービスの追加申込の場合
□ 総合/給与 振込サービス契約済であること
または申込中であること
（総合/給与 振込サービス追加・取止め依頼書による同時申込）
取引通知XMLサービスの追加申込の場合
□ 取引通知サービス契約済であること
または申込中であること
（取引通知サービス追加・取止め・変更依頼書による同時申込）

（行内管理メニュー）2910 基本マスター照会

確認印

印鑑照合
口座確認

（営業店）
（内線：
検閲

実施

）（法人ダイレクトセンター）
実施
検閲

2018.12 解約後10Y

総合振込XMLサービス／取引通知XMLサービス 追加・取止め依頼書 記入見本
★契約者番号、届出日
●「サービスご利用のご案内」に記載され
ている契約者番号をご記入ください。
U-LINE Webでご契約されていたお客さ
まのBizSTATION契約者番号は、以下の
ようになります。
11＋U-LINE Webの契約番号（8桁）
ご記入日を西暦でご記入くだ
● 届出日は、
さい。

総合振込XMLサービス／取引通知XMLサービス 追加・取止め依頼書
契約者番号※
（数字10桁）

（※「BizSTATION利用申込書」
と同時申込の場合は記入不要）

おところ
（お届出住所）
おなまえ
（口座名義）

会 社 名

個 人 の お 客 さま は
代表者名欄にお名前
をご 記 入ください。

代表取締役等

〒

届出日

年

−

月

日

代表口座お届出印
をご捺印ください

役 職 名

代表者名

支店名

代表口座

（ご利用手数料引落口座）

科目（□にチェック）
普通

兼サービス指定口座

口座番号（数字7桁）

当座

●BizSTATION「総合振込XMLサービス」／「取引通知XMLサービス」の追加・取止めについて以下の通り届け出ます。
「総合振込XMLサービス」の追加

追加区分
（該当する□にチェック）

・BizSTATION総合振込XMLサービス利用規定を検討し、
了承のうえ
「総合振込XMLサービス」
を申し込みます。

「取引通知XMLサービス」の追加

★おところ、
おなまえ、代表口座
● 当行にお届けいただいているおところ、
おなまえ
（口座名義）、代表口座をご記入
ください。
（口座名義）は、会社名、役職名、
● おなまえ
代表者名までご記入ください。

書式12

（お客さまへ：ご記入・ご捺印後の当依頼書をコピーして
「お客さま控」
としてお手元に保管してください。
）

総 合 振 込 X M L サ ー ビスと取 引
通知XMLサービスの両方または、
いずれかのサービスをお申し込
みになると、別途「契約料金」
「基
本料金」
「従量料金」がかかりま
す。
（ただし、総合振込XMLサー
ビスのみをお申し込みの場合は、
「従量料金」はかかりません。）

・BizSTATION取引通知XMLサービス利用規定を検討し、
了承のうえ
「取引通知XMLサービス」
を申し込みます。

（

「総合振込XMLサービス」の取止め

）

予約中の振込取引がある場合は、
取止めできません。

・なお、上記契約者番号で契約している他のBizSTATIONのサービスについては、引き続き利用します。

取止め区分
（該当する□にチェック）
「取引通知XMLサービス」の取止め

・なお、上記契約者番号で契約している他のBizSTATIONのサービスについては、引き続き利用します。

★区分
● 追加または取止めをご希望されるサービス
をお選びください（□にPしてください）。

（総合振込XMLサービスのお申し込みについて）
・総合振込XMLサービスのお申し込みには、総合／給与 振込サービスのご契約またはお申し込みが必要です。
（総合／給与 振込サービスの「契約料金」
「基本料金」に加え、総合振込XMLサービスの「契約料金」
「基本料金」がかかります。
）
・総合振込XMLサービスでご利用いただける資金引落口座、
ご依頼いただいた振込データの承認時限は、総合／給与 振込サービス
の総合振込と共通になります。
（取引通知XMLサービスのお申し込みについて）
・取引通知XMLサービスのお申し込みには、取引通知サービスのご契約またはお申し込みが必要です。
（取引通知サービスの「契約料金」
「基本料金」
「従量料金」に加え、取引通知XMLサービスの「契約料金」
「基本料金」
「従量料金」がかかります。）
・取引通知XMLサービスでご利用いただける通知対象口座、通知間隔は取引通知サービスと共通になります。
口座の追加または削除のお申し込みは、
「取引通知サービス追加・取止め・変更依頼書（書式６）」にてお願いします。
（BizSTATIONのサービス指定口座として既に登録がある場合、通知対象口座の追加は、BizSTATIONトップページのサービス追加申込
メニューからもお申し込みいただけます。）

（APIサービス、複数契約一括承認サービス、振込依頼人名文字付加サービス、入金照合サービス
「けしこみ超人」
をご契約中のお客さまへ）
・記入見本「ご留意点」欄の記載事項のうち、
ご契約中のサービスに関するご留意点もご確認ください。
（ご送付いただいた依頼書に記入の不備等がありました場合、当行の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
また「BizSTATION（ビズステーション）
」サービスご利用に必要な説明書類等は、当行にお申込者のお届出印とともにお届けいただいた住所に送付いたしますのでご注意ください。
）
（銀行使用欄）

契約者番号
BizSTATIONサービス契約状況チェック欄（営業店で受け付けた場合）
総合振込XMLサービスの追加申込の場合
□ 総合/給与 振込サービス契約済であること
または申込中であること
（総合/給与 振込サービス追加・取止め依頼書による同時申込）
取引通知XMLサービスの追加申込の場合
□ 取引通知サービス契約済であること
または申込中であること
（取引通知サービス追加・取止め・変更依頼書による同時申込）

確認印

印鑑照合
口座確認

（営業店）
（内線：
検閲

（行内管理メニュー）2910 基本マスター照会

実施

）（法人ダイレクトセンター）
検閲
実施

2018.12 解約後10Y

● 代表口座お届出印をご捺印ください。

ご留意点

○総合振込XMLサービス、取引通知XMLサービスは、当行の登録手続が完了次第、
ご利用可能となります。
○総合振込XMLサービスをお申し込みのお客さまへ
・金融EDI情報は、受取人側で照会できる環境がない場合、内容を確認することができません。
・振込依頼人名文字付加サービスと、金融EDI情報を併用した場合、振込依頼人名が正しく編集されないため併用はしないでください。
なお、現在、BizSTATIONでは、振込依頼人名文字付加サービスの新規お申し込みは受け付けておりません。
・APIサービスをご契約の場合、APIサービスを介して総合振込申請を行う際に、総合振込XMLサービスを利用することはできません。
・複数契約一括承認サービスをご契約の場合、総合振込XMLサービスはお申し込みいただけません（取引通知XMLサービスはお申し込
みいただけます）。
○取引通知XMLサービスをお申し込みのお客さまへ
・入金照合サービス「けしこみ超人」をご契約で被仕向振込専用口座情報の出力先を「EDI情報欄」に設定している場合、被仕向振込専用
口座あてに発信された金融EDI情報を取得することはできません。
・APIサービスをご契約の場合、APIサービスを介して取引通知サービスを利用することはできませんので、取引通知XMLサービスも利用
することはできません。

個人・任意団体のお客さま※へ

※法人として登記されていないお客さま

○依頼書は必ずBizSTATIONを申し込まれたご本人さま自身（任意団体のお客さまの場合、代表者の方）
でご記入ください。

