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1 はじめに 

本資料は、しみず外為 WEB サービスにおける外国送金サービスのご利用マニュアル業務編です。 

 

1.1 本マニュアルで記載する内容 

本マニュアルは、外国送金サービスがご提供する各機能の操作を対象としております。 

 

2 外国送金サービス 業務操作 全体概要 

本章では、外国送金サービスの全体概要についてご説明いたします。 

 

2.1 画面構成 

本節では、外国送金サービスの画面の構成をご説明いたします。 

本サービスの画面遷移は、下図のとおりです。 

 

(1)ログイン画面 (2)メインメニュー

画面 

(7)外国送金依頼照会画面

画面 

(13)外国送金計算書照会画面 

(3)外国送金依頼作成方法選択画面 

(11)外国送金依頼承認画面 

(16)支払銀行情報管理画面 

(6)外国送金依頼作成画面（依頼内容入力） 

(4)履歴検索画面 

(17)支払銀行情報登録画面 

(14)受取人情報管理画面 (15)受取人情報登録画面 

(8)外国送金依頼明細画面 

(9)外国送金依頼修正画面 

(10)外国送金依頼取消画面 

(12)外国送金依頼明細画面 

(18)送金目的情報管理画面 (19)送金目的情報登録画面 

(5)テンプレート選択画面 

(20)TTS レート情報画面 
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各画面の概要は以下のとおりです。 

No. 画面名 説明 

(1)  ログイン画面 しみず外為 WEB サービスへログインするための画面で

す。 

本サービスの入り口となる画面です。 

(2)  メインメニュー 本サービスへのログイン後の画面です。 

各種業務機能へ遷移するためのメニューが表示されま

す。 

(3)  外国送金依頼作成方法選択

画面 

外国送金依頼作成方法を選択する画面です。 

「新規作成」、「履歴検索(簡易作成)」、「テンプレート選択」

の 3 つから作成方法を選択することができます。 

(4)  外国送金依頼作成画面（履歴

検索） 

過去の送金履歴の参照及び外国送金依頼を簡易作成す

るための画面です。 

過去の送金履歴を選択し、入力情報を引き継いで外国送

金依頼を作成することができます。 

(5)  外国送金依頼作成画面(テン

プレート選択) 

予め保存した外国送金依頼のテンプレートから外国送金

依頼を簡易作成するための画面です。 

テンプレートから入力情報を引き継いで外国送金依頼を作

成することができます。 

テンプレートは外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)か

ら保存することができます。 

(6)  外国送金依頼作成画面（依頼

内容入力） 

外国送金依頼を作成する画面です。 

(7)  外国送金依頼照会画面 作成した外国送金依頼の一覧を照会する画面です。 

一覧情報を CSV 形式での出力、および外国送金依頼情

報を PDF 形式で出力することが可能です。 

(8)  外国送金依頼明細画面 作成した外国送金依頼の明細を表示する画面です。 

(9)  外国送金依頼修正画面 作成した外国送金依頼を修正する画面です。 

(10)  外国送金依頼取消画面 作成した外国送金依頼を取り消しする画面です。 

(11)  外国送金依頼承認画面 作成した外国送金依頼(修正・取消も含む)を承認する画面

です。 

依頼を承認することで、当行に依頼が送信されます。 

(12)  外国送金依頼明細画面 作成した外国送金依頼の明細を表示する画面です。 

依頼に不備がある場合、作成した担当者に差戻すことが

できます。 
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No. 画面名 説明 

(13)  外国送金計算書照会画面 外国送金計算書を照会する画面です。 

外国送金計算書を PDF 形式で出力することが可能です。 

(14)  受取人情報管理画面 マスター登録済みの受取人情報の一覧を照会する画面で

す。 

(15)  受取人情報登録画面 受取人情報をマスター登録(修正)する画面です。 

(16)  支払銀行情報管理画面 マスター登録済みの支払銀行情報の一覧を照会する画面

です。 

(17)  支払銀行情報登録画面 支払銀行情報をマスター登録(修正)する画面です。 

(18)  送金目的情報管理画面 マスター登録済みの送金目的情報の一覧を照会する画面

です。 

(19)  送金目的情報登録画面 送金目的情報をマスター登録(修正)する画面です。 

(20)  TTS レート情報画面 TTS 情報を照会する画面です。 
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業務機能画面は下図のとおり、大きく分けて 4 つの部分より構成されており、操作は④にて行いま

す。 

 

各部分の名称と概要は下表のとおりです。 

No. 部品名 概要 

①  ヘッダー情報 ログインしているお客様の会社名、ユーザ ID、ユーザ名を表示

します。こちらの情報は全画面共通で表示されます。 

②  サービス選択タブ しみず外為 WEB サービスの利用可能サービスが表示されま

す。サービス名をクリックすることで利用可能なサービスが切替

ります。 

本マニュアルでは[外国送金依頼サービス]を選択します。 

こちらの情報は全画面共通で表示されます。 

③  業務メニュー ②で選択しているサービスに対応した業務メニューの一覧が表

示され、業務メニューをクリックすると、業務画面に遷移するボタ

ンが表示されます。それぞれのボタンを押下することで、業務実

行画面へ遷移します。 

こちらの情報はサービス共通で表示されます。 

④  業務画面 業務メニューで選択された業務画面が表示されます。 

① 
② 

③ ④ 
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2.2 外国送金依頼作成から外国送金計算書出力までの操作フロー 

本節では、外国送金依頼作成から外国送金計算書照会までの操作フローについてご説明いたしま

す。 

 

2.2.1 外国送金依頼 

本小節では、外国送金依頼の作成、承認、計算書照会までの操作フローをご説明いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 マスターデータ情報の登録 

本小節では、外国送金依頼作成に必要なマスターデータ情報の登録に関する操作フローをご

説明いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 外国送金依頼承認 

3.1 外国送金依頼作成 

 

4.2 外国送金計算書照会 

送金情報を入力して外国送金依頼を作成します 

管理者が外国送金依頼の内容を確認し、承認します 

外国送金計算書の照会を行います 

4.1 外国送金依頼照会 外国送金依頼の照会・修正を行います 

5.1 受取人情報管理 

5.2 支払銀行情報管理 

受取人情報の登録、修正を行います 

支払銀行情報の登録、修正を行います 

 

5.3 送金目的情報管理 送金目的情報の登録、修正を行います 
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3 日中業務 

本章では、外国送金サービスの日中業務操作についてご説明いたします。 

 

3.1 外国送金依頼作成 

本節では、外国送金依頼を作成する業務操作についてご説明いたします。 

 

3.1.1 外国送金依頼作成（新規作成） 

本小節では、外国送金依頼を新規作成する場合の業務操作についてご説明いたします。新規

作成の他に外国送金依頼を簡易作成(履歴検索、テンプレート選択)することが可能です。簡易

作成については、3.1.2 外国送金依頼作成(簡易作成)、3.1.4 外国送金依頼作成(テンプレー

ト選択)をご参照ください。 

 

(1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、外国送金依頼作成方法選択画面を表示

します。 

サービスログイン後もしくは外国送金依頼サービス表示時には本画面が最初に表示されま

す。 
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(2) 依頼作成方法選択欄から、[新規作成]ボタンを押下してください。 

 

 

(3) 外国送金依頼作成画面（依頼内容入力）画面が表示されます。 

ご希望の外国送金内容に従って、各項目へ情報を入力(選択)します。 
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それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

1  お客様名 否 - 外国送金依頼を作成されるお客様の会社名が表示されま

す。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

2  取次店 否 - 取次店が表示されます。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

3  外為取扱店 否 - 外為取扱店が表示されます。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

4  北朝鮮・イラン関

連規制 

否 - 「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮・イラン関連規制に該

当しないことを確認のうえ、チェックボックスにチェックしてく

ださい。 

5  マスターデータ検

索ボタン(受取人

情報) 

- - マスター登録した受取人情報を表示し、選択することができ

ます。 

6  受取人名 否 90 受取人の名称を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

7  受取人国名 否 35 受取人の国名を選択します。 

国名一覧にご希望の国名がない場合は、直接ご入力くださ

い。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

8  国名検索ボタン - - 登録されている国名の一覧を表示し、選択することができま

す。 

9  受取人住所 否 88 受取人の住所を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

10  受取人電話番号 可 30 受取人の電話番号を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

11  ACCT NO. 条件付 34 受取人の口座番号を入力します。 

ACCT NO.もしくは IBAN のどちらかが入力されている必要が

あります。 

ACCT NO.および IBANの両方を入力することはできません。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

12  IBAN 条件付 34 支払銀行・受取人の IBAN を入力します。 

スペースは入力せず、続けてご入力ください。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

13  マスターデータ検

索ボタン(支払銀

行情報) 

- - マスター登録した支払銀行情報を表示し、選択することがで

きます。 

14  支払銀行名 否 62 支払銀行の名称を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

15  支払銀行国名 否 26 支払銀行の国名(所在地)を選択します。 

国名一覧にご希望の国名がない場合は、直接ご入力くださ

い。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

16  国名検索ボタン - - 登録されている国名の一覧を表示し、選択することができま

す。 

17  支払銀行支店名

または支店住所 

否 61 支払銀行の支店名称、または支店住所を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

18  BIC(SWIFT 

CODE) 

可 8 or 11 支払銀行の BIC(SWIFT CODE)を入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字 

19  依頼作成日 否 - 依頼を作成した日付が表示されます。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

形式：YYYY/MM/DD 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

20  送金希望日 否 - カレンダーから送金希望日を選択します。 

送金希望日に指定可能な日付には制限を設けています。お

手数ですが、サービス概要をご覧ください。 

形式：YYYY/MM/DD 

21  通貨 否 - 送金する通貨(通貨コード)を選択します。 

22  金額 否 15 送金金額を入力します。 

※ 整数部は 12 桁以内で入力してください。 

※ 小数部は 2 桁以内で入力してください。 

23  支払銀行手数料

負担区分 

否 - 支払銀行手数料の負担区分を以下から選択します。 

・ 受取人負担 

・ 依頼者負担 

24  受付番号 否 - 外国送金依頼を登録した際に自動採番されるコードです。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

25  お客様管理番号 可 20 お客様にて管理する番号を入力します。 

※ 入力可能文字制限無し。 

26  「 外 国 為 替 及 び

外 国 貿 易 法 」 に

基づく許可等 

否 - 許可区分を以下から選択します。 

・ 不要 

・ 要 

27  許可・届出番号 条件付 - “「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等”が「要」の場

合、許可・届出番号を入力します。 

“「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等”が「要」の場

合、必須入力となります。 

入力可能文字：半角英数大文字、半角カナ、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース  

28  承認・受理日付 条件付 - “「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等”が「要」の場

合、許可・届出番号の承認・受理日を選択します。 

“「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等”が「要」の場

合、必須入力となります。 

形式：YYYY/MM/DD 

29  送金内容 否 - 送金内容区分を以下から選択します。 

・ 輸入 

・ 仲介貿易 

・ その他 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

30  送金目的 否 40 “送金内容”を「その他」を選択した場合に、送金目的を入力

する必要があります。 

マスターデータ検索ボタンから送金目的を選択してください。 

該当する送金目的が存在しない場合、送金目的欄に直接入

力してください。 

“送金内容”を「輸入」とした場合、送金目的に”IMPORT”が

自動的に入力されますので入力の必要はありません。 

“送金内容”を「仲介貿易」とした場合は、送金目的

に”INTERMEDIARY TRADE”が自動的に入力されますので

入力の必要はありません。 

入力可能文字：半角英数大文字、半角カナ、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

31  マスターデータ検

索 ( 送 金 目 的 情

報) 

- - マスター登録した送金目的情報を表示し、選択することがで

きます。 

32  受取人へのメッセ

ージ 

可  52 受取人へのメッセージを入力します。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

33  原産地 条件付 13 送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、原産地を入力しま

す。 

送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、必須入力となりま

す。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

34  積荷地 条件付 13 送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、積荷地を入力しま

す。 

送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、必須入力となりま

す。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

35  商品名 条件付 54 送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、商品名を入力しま

す。 

送金内容が「貿易」「仲介貿易」の場合、必須入力となりま

す。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

36  送金依頼人名 否 - 送金依頼人名を表示します。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

37  送金依頼人住所 否 - 送金依頼人の住所(所在地)を表示します。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

38  依頼人電話番号 否 - 送金依頼人の電話番号を表示します。 

読み取り専用項目である為、変更することはできません。 

39  添付ファイル 可 - 添付資料がある場合に添付ボタンを押下してファイル名を

指定します。 

添付資料は 5 メガバイト以下のファイルに限ります。 

ファイル形式の種類は問いません。 

40  代り金決済方法

フラグ 

条件付 - 代り金決済方法を入力します。 

チェックボックスは 1 つ以上チェックする必要があります。 

41  出金方法 条件付 - 代り金の出金方法を以下より選択します。 

・ 円建 

・ 先物 

・ 外貨支払 

・ 直物 

チェックが付いている場合、選択必須となります。 

42  為替予約番号 条件付 20 出金方法が「先物」となる場合、為替予約番号を入力しま

す。 

出金方法が「先物」の場合、必須入力となります。 

入力可能文字：半角英数大文字、下記の記号 

/-?:().,'+半角スペース 

43  出金額内訳 条件付 15 送金金額に対する内訳金額を入力します。 

チェックが付いている場合、必須入力となります。 

送金金額と出金額内訳の合計額が一致しない場合、依頼を

登録することができません。 

※ 整数部は 12 桁以内で入力してください。 

※ 小数部は 2 桁以内で入力してください。 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

44  出金口座/通貨 条件付 - 代り金を出金する口座を選択します。 

事前に申請した口座を選択することができます。 

45  銀行への連絡 可 240 銀行への連絡事項がある場合に入力してください。 

中継銀行が必要な場合は、こちらに入力してください。 

入力可能文字：制限なし 

46  一時保存データ

読込ボタン 

- - 一時保存したデータを読み込むことができます。 

現在入力中のデータがある場合、そのデータは破棄されま

す。 

47  一時保存 - - 入力中のデータを一時保存することができます。 

ユーザ毎に 1 つだけ保存することができます。 

データは追加で保存しない限り残り続けます。 

48  テンプレート保存

ボタン 

- - 入力中のデータをテンプレートとして保存することができま

す。 

49  確認ボタン - - 入力内容をチェックし、不備がなければ、確認画面に遷移し

ます。 
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(4) 外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)より、外国送金依頼の内容を入力してください。そ

の際、受取人情報、支払銀行情報、送金目的情報がマスターデータとして登録されている

場合、各項目の[マスターデータ検索]ボタンから情報を読み込むことができ、入力の手順を

簡素化することができます。 

しみず外為 WEB サービスは無操作時間(サービス上のボタンを押下しない時間)が 30 分を

超えると、次回操作時(ボタン押下時)にサービスからログアウトされます。その為、依頼作成

途中で離席するなど、しみず外為 WEB サービス上で操作を行わない場合は、[一時保存]ボ

タンを押下し、入力中のデータを一時保存してください。保存したデータは[一時保存データ

読込]ボタンを押下することで、読み込むことができます。ただし、依頼作成中に一時保存デ

ータを読み込むと、入力中のデータは破棄されます。 

 

依頼内容の入力が完了しましたら、[確認]ボタンを押下します。 

 

 

 



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 19 - 

 

(5) 入力した送金依頼情報が外国送金依頼作成画面(入力内容確認)へ表示されます。 

入力内容に誤りがない場合は、[登録]ボタンを押下してください。続いて登録の確認メッセー

ジが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。 

入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、外国送金依頼作成画面(依頼内容入

力)に戻り、入力内容を修正してください。 
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(6) 外国送金依頼作成画面(依頼登録完了)の上部へ、「外国送金依頼の登録が完了しまし

た。」とメッセージが表示されます。 

外国送金依頼を銀行へ送信するには、この後に承認者による承認作業が必要となります。 

外国送金依頼書(PDF 形式)を出力する場合は、[依頼書出力(PDF)]を押下してください。ファ

イルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]または[保存(S)]ボタンを

押下して依頼書(PDF)を出力してください。 
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(7) 外国送金依頼書(PDF 形式)が出力されます。 

 

 

該当の外国送金依頼が送金実行済の場合、 

依頼書の左下に「送金実行済み」と出力されます。 

送金実行未済（登録、承認、受付）の場合、 

この領域には何も出力されません。 
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3.1.2 外国送金依頼作成（簡易作成） 

本小節では、外国送金依頼作成を過去の送金履歴(送金実行した依頼)から情報を引き継ぎ、

簡易的に作成する場合の業務操作についてご説明いたします。 

(1) メニューより[外国送金依頼作成方法選択]ボタンを押下し、外国送金依頼作成方法選択画

面を表示します。 

 

 

(2) 依頼作成方法選択欄から、[簡易作成(履歴検索)]ボタンを押下してください。 
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(3) 外国送金依頼作成画面(履歴検索)が表示されます。 

抽出条件を指定後、外国送金履歴を抽出し、画面下部の履歴一覧(送金実行済みの依頼

のみが対象)から、簡易作成のベースとなる過去の外国送金依頼を選択後、[外国送金依頼

簡易作成]ボタンを押下します。 

 

 

入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略可否 内容 

1 受取人名 可 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

2 支払銀行名 可 支払銀行名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

3 送金日 可 送金日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

4 通貨 可 送金通貨を選択します。 

5 受付番号 可 受付番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

6 お客様管理番号 可 お客様管理番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

7 ソート順 可 一覧の並び順を選択します。 

 

 



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 24 - 

 

(4) 選択した依頼の内容が読み込まれた状態で、外国送金依頼作成画面が開かれます。 

以降の操作は、3.1.1 外国送金依頼作成(新規作成)の(4)以降と同じ操作となりますので、そ

ちらを参照してください。 

以下の項目は選択した履歴から引き継がれませんので、新規作成時と同様に入力(選択)し

てください。 

 送金希望日 

 送金金額 

 代り金決済情報 

 北朝鮮・イラン関連規制 

 添付ファイル 
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3.1.3 外国送金依頼作成（テンプレート保存） 

本小節では、外国送金依頼作成をテンプレート情報から引き継ぎ、簡易的に作成するための

テンプレート保存についてご説明いたします。 

(1) 3.1.1 外国送金依頼作成(新規作成)または 3.1.2 外国送金依頼作成(簡易作成)を参照し、外

国送金依頼作成画面(依頼内容入力)を表示します。 

 

(2) 外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)にテンプレートとして保存する依頼内容を入力し、

画面下部の[テンプレート保存]ボタンを押下します。 

 

 

※テンプレート保存画面が表示されない場合、Internet Explorer のポップアップブロック機能

が動作している可能性があります。画面下部にポップアップがブロックされた旨の通知が表示

されている場合は、[このサイトのオプション(O)]>[常に許可(A)]を押下してください。 
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(3) テンプレート保存画面が表示されますので、保存するテンプレートの名称を入力後、[保存]

ボタンを押下してください。 

 

 

(4) テンプレートの保存が完了すると、テンプレート保存画面に登録した旨が表示されますので、

[閉じる]ボタンを押下し、画面を閉じてください。 

 

 

3.1.4 外国送金依頼作成（テンプレート選択） 

本小節では、外国送金依頼作成をテンプレート情報から引き継ぎ、簡易的に作成するための

テンプレート選択についてご説明いたします。 

(1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、外国送金依頼作成方法選択画面を表示

します。 
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(2) 依頼作成方法選択欄から、[テンプレート選択]ボタンを押下してください。 

 

 

(3) 外国送金依頼作成画面(テンプレート選択)が表示されます。 

抽出条件を指定しテンプレートを抽出してください。画面下部のテンプレート一覧から、簡易

作成のベースとなるテンプレートを選択後、[外国送金依頼作成]ボタンを押下します。 
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入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略可否 内容 

1 テンプレート名 可 テンプレート名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

2 受取人名 可 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

3 支払銀行名 可 支払銀行名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

4 通貨 可 送金通貨を選択します。 

5 有効/無効 否 有効/無効を選択します。 

初期値は「有効」となっています。 

6 ソート順 可 一覧の並び順を選択します。 

 

(4) 選択した依頼の内容が読み込まれた状態で、外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)が開

かれます。 

以降の操作は、3.1.1 外国送金依頼作成(新規作成)の(4)以降と同じ操作となりますので、そ

ちらを参照してください。 

以下の項目は選択したテンプレートから引き継がれませんので、新規作成時と同様に入力

(選択)してください。 

 送金希望日 

 送金金額 

 代り金決済情報 

 北朝鮮・イラン関連規制 

 添付ファイル 
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3.1.5 外国送金依頼作成（テンプレートメンテナンス） 

本小節では、外国送金依頼テンプレートのメンテナンス方法についてご説明いたします。 

(1) メニューより[依頼作成方法選択]ボタンを押下し、外国送金依頼作成方法選択画面を表示

します。 

 

 

(2) 依頼作成方法選択欄から、[テンプレート選択]ボタンを押下してください。 
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(3) 外国送金依頼作成画面(テンプレート選択)が表示されます。 

抽出条件を指定しテンプレートを抽出し、画面下部のテンプレート一覧を表示します。 

使用しないテンプレートが存在する場合は、対象のテンプレートのラジオボタンにチェックし、

[無効]ボタンを押下してください。 

 

 

(4) 対象のテンプレートが無効となり、一覧から表示されなくなります。 
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(5) 無効となったテンプレートを再度有効とする場合は、抽出条件の”有効/無効”に「無効」とし

た状態で、[抽出]ボタンを押下してください。 

テンプレート一覧に無効となったテンプレートが表示されます。 

 

 

(6) 再度有効とするテンプレートのラジオボタンをチェックし、[有効]ボタンを押下することで、テ

ンプレートを有効とすることができます。 
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(7) テンプレートを修正、もしくは一部を変更し別なテンプレートとして保存する場合は、テンプレ

ート一覧より対象のテンプレートのラジオボタンにチェックし、[外国送金依頼作成]ボタンを

押下してください。 

 

 

(8) 外国送金依頼作成画面(依頼内容入力)がテンプレートの情報を引き継いで表示されますの

で、入力情報を変更し[テンプレート保存]ボタンを押下してください。 
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※テンプレート保存画面が表示されない場合、Internet Explorer のポップアップブロック機能

が動作している可能性があります。画面下部にポップアップがブロックされた旨の通知が表示

されている場合は、[このサイトのオプション(O)]>[常に許可(A)]を押下してください。 

 

(9) テンプレート保存画面が表示され、テンプレート名称項目にはテンプレート選択画面で選択

したテンプレートの名称が表示されます。 

上書き保存する場合は、テンプレート名称を変更せず[保存]ボタンを押下してください。 

別のテンプレートとして保存する場合は、テンプレート名称を変更し、[保存]ボタンを押下し

てください。 

 

 

3.2 外国送金依頼承認 

本節では、作成された外国送金依頼を承認する業務操作についてご説明いたします。 

 

3.2.1 外国送金依頼承認 

本小節では、作成された外国送金依頼を管理者が内容を確認し、承認(当行へ依頼の送信)を

行う業務操作についてご説明いたします。 

(1) メニューより[依頼承認]ボタンを押下し、外国送金依頼承認画面を表示します。 
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(2) 外国送金依頼承認画面の抽出条件を入力し、 [抽出]ボタンを押下してください。本画面で

は、[ステータス]が「登録」の依頼のみが抽出できます。 

 

それぞれの入力項目の説明・省略可否は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略可否 内容 

1 送金希望日 可 送金日希望日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

2 送金内容 可 送金内容を選択します。 

3 受取人名 可 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出され

ます。 

4 受取人国名 可 受取人の国名を選択します。 

5 受付番号 可 受付番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出され

ます。 

6 お客様管理番号 可 お客様管理番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出され

ます。 

7 ソート順 可 一覧の並び順を選択します。 
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(3) 抽出した依頼一覧の[受付番号]のリンクを押下すると、外国送金依頼明細画面が別ウィンド

ウで表示されますので、依頼内容を確認してください。 

外国送金依頼書(PDF 形式)を出力する場合は、[依頼書出力(PDF)]ボタンを押下してくださ

い。 

依頼内容に不備があり、入力者へ差戻す場合は、3.2.2 外国送金依頼の差戻しに従って操

作を行ってください。また、依頼内容に問題がない場合は[承認]ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 36 - 

 

(4) 承認対象の内容確認完了後、明細一覧のチェックボックスへチェックを入れて、[承認]ボタ

ンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下するとチェック

を入れた依頼の[ステータス]が「承認」へ変更され、外国送金依頼承認画面から表示されな

くなります。複数件チェックしていた場合、複数件同時に承認されます。 

※一覧左上のチェックボックスにチェックすると、依頼一覧の全てを一括してチェックを入れ

ることができます。 

※一覧左上のチェックボックスのチェックを外すと、依頼一覧の全てを一括してチェックを外

すことができます。 

 

または、外国送金依頼明細画面の[承認]ボタンを押下することで承認することも可能です。 
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3.2.2 外国送金依頼の差戻し 

本小節では、登録された外国送金依頼に対する、承認者による入力者への差戻しの業務操作

についてご説明いたします。 

(1)  外国送金承認画面にて承認対象の依頼を抽出し、外国送金依頼明細画面を表示してくだ

さい。外国送金依頼明細画面の表示方法は、3.2.1 外国送金依頼承認を参照してください。 

  

 

(2) 外国送金依頼明細画面の[差戻し]ボタンを押下してください。確認メッセージが表示されま

すので、[OK]ボタンを押下すると、[送金ステータス]が「登録」から「差戻し(From 承認者)」へ

変更となり、承認対象の依頼一覧からは表示されなくなります。 

必要に応じて、差戻し理由を入力してください。 

  



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 38 - 

 

4 外国送金依頼管理業務 

本章では、外国送金サービスの外国送金依頼管理業務操作についてご説明いたします。 

 

4.1 外国送金依頼照会 

本節では、外国送金依頼照会画面の使用方法についてご説明いたします。 

本画面にて実行可能な操作は下記のとおりです。 

No. 操作 内容 

1 外国送金依頼の一覧

検索 

登録した外国送金依頼の一覧を表示します。 

4.1.1 外国送金依頼一覧照会を参照してください。 

2 外国送金依頼の明細

照会 

選択した外国送金依頼の明細を表示します。 

4.1.2 外国送金依頼明細照会を参照してください。 

3 外国送金依頼一覧の

ファイル出力 

外国送金依頼の一覧をテキスト形式(CSV 形式)のファイル

として出力します。 

4.1.3 外国送金依頼一覧のファイル出力を参照してください。 

4 外国送金依頼の修正 登録した外国送金依頼の内容を修正します。 

4.1.5 外国送金依頼の修正を参照してください。 

5 外国送金依頼の取消し 登録した外国送金依頼を取り消します。 

4.1.6 外国送金依頼の取消を参照してください。 

 

メニューより[依頼照会]ボタンを押下し、外国送金依頼照会画面を開きます。 
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4.1.1 外国送金依頼一覧照会 

本小節では、外国送金照会画面での依頼抽出方法についてご説明いたします。 

(1) 外国送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してくだ

さい。抽出条件に従った依頼情報が画面下部の依頼一覧に表示されます。 

条件を指定しない場合は、全件検索となります。複数の条件を指定した場合は、すべての

条件に一致する依頼情報が一覧表示されます。 

 

 

抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 内容 

1 依頼作成者 依頼を作成したユーザを選択します。 

2 送金内容 依頼の送金内容を選択します。 

3 取次店 依頼の取次店を選択します。 

4 送金希望日 送金日希望日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

5 送金日 送金日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

6 送金ステータス 送金ステータスを指定します。 

7 受取人名 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

8 受取人国名 受取人の国名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 
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No. 項目名 内容 

9 受付番号 受付番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

10 お客様管理番号 お客様管理番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

11 銀行取扱番号 銀行取扱番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

12 ソート順 一覧の並び順を選択します。 

 

4.1.2 外国送金依頼明細照会 

本小節では、外国送金依頼明細を参照する操作について説明いたします。 

(1) 依頼一覧に外国送金依頼が抽出された状態で、詳細情報を参照する依頼の[受付番号]の

リンクを押下してください。 
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(2) 別ウィンドウで外国送金依頼明細画面が表示されます。 

外国送金依頼書(PDF 形式)を出力する場合は、[依頼書出力(PDF)]ボタンを押下してくださ

い。ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]または[保存(S)]ボ

タンを押下して依頼書(PDF)を出力してください。 
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4.1.3 外国送金依頼一覧のファイル出力 

本小節では、依頼抽出後の一覧情報をファイル出力する操作についてご説明いたします。出

力した一覧を、お客様の送金依頼の管理に活用することができます。 

(1) 外国送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してくだ

さい。詳細な手順は 4.1.1 外国送金依頼一覧照会の(1)を参照してください。 

 

(2) 依頼一覧に依頼が抽出された状態で、[一覧出力(CSV)]ボタンを押下します。 

ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]または[保存(S)]ボタン

を押下することでご使用の端末上に CSV 形式のファイルを出力させることが可能です。 

 

 

以下は Excel 2007 にてダウンロードしたファイルを開いた状態になります。 

 

※Excel がインストールされている場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、

Excel に展開されます。CSV 形式の場合、列の幅の調整等が必要となる場合があります。 
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4.1.4 外国送金依頼書の一括ファイル出力 

本小節では、依頼抽出後の依頼書を一括ファイル出力するオペレーションについてご説明い

たします。出力した依頼書を、お客様の送金依頼の管理に活用することができます。 

(1) 外国送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してく

ださい。詳細な手順は 4.1.1 外国送金依頼一覧照会の(1)を参照してください。 

 

(2) 依頼一覧に依頼が抽出された状態で、[依頼書一括出力(PDF)]ボタンを押下します。 

ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]または[保存(S)]ボ

タンを押下することでご使用の端末上に PDF 形式のファイルを出力させることが可能で

す。 
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4.1.5 外国送金依頼の修正 

本小節では入力された外国送金依頼を修正する操作についてご説明いたします。 

修正後の外国送金依頼を当行に送信するためには、承認者による承認が必要となります。 

(1) 外国送金依頼照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下

してください。詳細な手順は 4.1.1 外国送金依頼一覧照会の(1)を参照してください。 

 

(2) 外国送金依頼照会画面にて、依頼一覧から修正対象の依頼のラジオボタンをチェックし、

[修正]ボタンを押下します。修正が可能な依頼は、送金ステータスが「登録」、「差戻し

（From 承認者）」、「差戻し（From 銀行）」の状態の依頼のみです。 
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(3) 外国送金依頼修正画面(修正内容入力)にて、依頼内容の修正を行い、[確認]ボタンを

押下してください。各入力項目の説明は 3.1.1 外国送金依頼作成（新規作成）の(3)を参

照してください。 

 

(4) 修正した外国送金依頼内容が外国送金依頼修正画面（修正内容確認）に表示されます。

内容を確認し問題が無ければ、[登録]ボタンを押下して修正内容を保存してください。 

入力内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンを押下し、外国送金依頼修正画面(依頼内

容修正)に戻り、入力内容を修正してください。 
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(5) 修正内容の保存が完了し、 外国送金依頼修正画面（修正登録完了）の上部にメッセー

ジが表示されます。この際、送金ステータスは「登録」へ変更され、この後に承認者によ

る承認が必要となります。外国送金依頼の承認方法については、3.2.1 外国送金依頼

承認を参照してください。 

外国送金依頼書(PDF 形式)を出力する場合は、[依頼書出力(PDF)]ボタンを押下してく

ださい。 

 



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 47 - 

 

4.1.6 外国送金依頼の取消 

本節では入力された外国送金依頼の取消をする操作についてご説明いたします。 

(1) 外国送金依頼照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下

してください。詳細な手順は 4.1.1 外国送金依頼一覧照会の（１）を参照してください。 

 

(2) 外国送金依頼照会画面にて、依頼一覧から取消対象の依頼のラジオボタンをチェックし、

[取消]ボタンを押下します。取消が可能な依頼は、送金ステータスが「登録」、「差戻し

（From 承認者）」、「差戻し（From 銀行）」の状態の依頼のみです。 
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(3) 外国送金依頼取消画面（取消内容確認）にて、取消しを行う外国送金依頼の内容を確

認し、問題なければ[登録]ボタンを押下してください。続けて確認メッセージが表示され

ますので、[OK]ボタンを押下します。 

 

 

(4) 取消の登録が完了し、外国送金依頼取消画面（取消登録完了）の上部へメッセージが

表示されます。 
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4.2 外国送金計算書照会 

本節では、当行にて作成した外国送金計算書を照会する操作についてご説明いたします。 

外国送金計算書照会画面は、メニュー画面より[計算書照会]ボタンを押下し開きます。 

 

 

4.2.1 外国送金計算書の参照 

本小節では、外国送金計算書照会画面での外国送金計算書の検索方法についてご説明いた

します。 

(1) 外国送金計算書照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押

下してください。抽出条件に従った計算書が画面下部の計算書一覧に表示されます。 
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抽出条件の項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 内容 

1 依頼作成者 依頼を作成したユーザを選択します。 

2 送金内容 依頼の送金内容を選択します。 

3 取次店 依頼の取次店を選択します。 

4 送金希望日 送金希望日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

5 送金日 送金日を From-To 形式で入力します。 

指定した日付も抽出条件に含まれます。 

6 受取人名 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

7 受取人国名 受取人の国名を選択します。 

8 受付番号 受付番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

9 お客様管理番号 お客様管理番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

10 銀行取扱番号 銀行取扱番号を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

11 ソート順 一覧の並び順を選択します。 
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（2）外国送金計算書(PDF形式)を出力する依頼のラジオボタンをチェックし、[計算書ファイル出

力(PDF)]ボタンを押下してください。続けてファイルのダウンロード画面が表示されますの

で、[ファイルを開く（O）]または[保存(S)]ボタンを押下して外国送金計算書を表示します。 
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4.2.2 外国送金計算書の一括出力 

本小節では、依頼抽出後の計算書を一括ファイル出力するオペレーションについてご説明い

たします。出力した計算書を、お客様の送金依頼の管理に活用することができます。 

(1) 外国送金照会画面の画面上部の抽出条件にて条件を設定し、[抽出]ボタンを押下してく

ださい。詳細な手順は 4.2.1 外国送金計算書の参照の(1)を参照してください。 

 

(2) 計算書一覧に依頼が抽出された状態で、[計算書一括出力(PDF)]ボタンを押下します。 

ファイルのダウンロード画面が表示されますので、[ファイルを開く(O)]または[保存(S)]ボ

タンを押下することでご使用の端末上に PDF 形式のファイルを出力させることが可能で

す。 
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5 マスターデータ管理業務 

本章では、外国送金サービスのマスターデータ管理業務操作についてご説明いたします。 

 

5.1 受取人情報管理 

本節では、外国送金依頼を作成する際に指定する、受取人情報のマスターデータを登録、管理す

る業務操作についてご説明します。事前に受取人の各情報を登録しておくことで、外国送金依頼作

成時に受取人情報を読み込むことができる為、入力の手間を省略することができます。 

受取人情報管理画面は、メニュー画面より[受取人情報管理]ボタンを押下して表示します。 

 

 

5.1.1 受取人情報新規登録 

本小節では、受取人情報を新規に作成する業務操作についてご説明します。 

(1) 受取人情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。 
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(2) 受取人情報登録画面より、登録する受取人の各情報を入力してください。 

情報の入力が完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した受取人情報を登録してくださ

い。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下します。 

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。 

※[受取人情報管理画面へ]ボタンを押下すると、受取人情報管理画面へ戻ります。入力し

ていた内容を保存していない場合は、入力していた内容は保存されず、破棄されます。 

 

 

入力項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

1  受取人名 否 90 受取人の名称を入力します。 

2  受取人国名 否 35 受取人の国名を選択します。 

国名一覧にご希望の国名がない場合は、直接ご入力くださ

い。 

3  受取人住所 可 88 受取人の住所を入力します。 

4  受取人口座番号 可 34 受取人の口座番号を入力します。 

IBANが入力されている場合、受取人口座番号は入力できま

せん。 

5  IBAN 可 34 受取人の IBAN を入力します。 

受取人口座番号が入力されている場合、IBANは入力できま

せん。 
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No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

6  受取人電話番号 可 30 受取人の電話番号を入力します。 

7  有効/無効 否 - 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。 

無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されませ

ん。 

 

(3) 登録が完了すると、 受取人情報登録画面の上部へ「受取人情報の登録が完了しました。」

とメッセージが表示されます。登録された受取人情報は、外国送金依頼入力画面から検索、

情報の読み込みをすることができます。 

 

  



 

【しみず外為 WEB サービス】外国送金サービス ご利用マニュアル 業務編 

 

- 56 - 

 

5.1.2 受取人情報修正 

本小節では、登録済みの受取人情報を修正する操作をご説明いたします。 

(1) 受取人情報管理画面の上部の抽出条件へ条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してください。 

初期表示は現在有効なすべての受取人情報を表示します。 

 

 

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 内容 

1 受取人名 受取人名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

2 受取人国名 受取人の国名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

3 有効/無効 有効か無効かを選択します。 
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(2) 抽出された受取人情報一覧から修正する受取人情報のラジオボタンをチェックし、[修正]ボ

タンを押下してください。 

 

 

(3) 受取人情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。登録内容を修正し、[登録]ボタン

を押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。 
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(4) 登録が完了すると、 受取人情報登録画面の上部へ「受取人情報の登録が完了しました。」

とメッセージが表示されます。登録された受取人情報は、外国送金依頼作成画面から検索、

情報の読み込みをすることができます。 
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5.2 支払銀行情報管理 

本節では、外国送金依頼を作成する際に指定する、支払銀行情報のマスターデータを登録、管理

する業務操作についてご説明します。事前に支払銀行の各情報を登録しておくことで、外国送金依

頼作成時に支払銀行情報を読み込むことができる為、入力の手間を省略することができます。 

支払銀行情報管理画面は、メニュー画面より[支払銀行情報管理]ボタンを押下して表示します。 

 

 

5.2.1 支払銀行情報新規登録 

本小節では、支払銀行情報を新規に作成する業務操作についてご説明します。 

(1) 支払銀行情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。 
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(2) 支払銀行情報登録画面より、登録する支払銀行の各情報を入力してください。 

情報の入力が完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した支払銀行情報を登録してく

ださい。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下します。 

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。 

※[支払銀行情報管理画面へ]ボタンを押下すると、支払銀行情報管理画面へ戻ります。入

力していた内容を保存していない場合は、入力していた内容は保存されず、破棄されます。 

 

 

入力項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

1  支払銀行名 否 62 支払銀行の名称を入力します。 

2  支払銀行国名 否 26 支払銀行の国名を選択します。 

国名一覧にご希望の国名がない場合は、直接ご入力くださ

い。 

3  支払銀行支店名 

または支店住所 

否 61 支払銀行の支店名、または支店住所を入力します。 

4  BIC(SWIFTCODE) 可 8 or 11 BIC(SWIFT)コードを入力します。 

5  有効/無効 否 - 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。 

無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されませ

ん。 
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(3) 登録が完了すると、 支払銀行情報登録画面の上部へ「支払銀行情報の登録が完了しまし

た。」とメッセージが表示されます。登録された支払銀行情報は、外国送金依頼作成画面か

ら検索、情報の読み込みをすることができます。 
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5.2.2 支払銀行情報修正 

本小節では、登録済みの支払銀行情報を修正する操作をご説明いたします。 

(1) 支払銀行情報管理画面の上部の抽出条件へ条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してくださ

い。 

初期表示は現在有効なすべての支払銀行情報を表示します。 

 

 

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 内容 

1 支払銀行名 支払銀行名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

2 支払銀行国名 支払銀行の国名を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

3 支払銀行支店名

または支店住所 

支払銀行支店名または支店住所を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

4 有効/無効 有効か無効かを選択します。 
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(2) 抽出された支払銀行情報一覧から修正する支払銀行情報のラジオボタンをチェックし、[修

正]ボタンを押下してください。 

 

 

(3) 支払銀行情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。登録内容を修正し、[登録]ボタ

ンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。 
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(4) 登録が完了すると、 支払銀行情報登録画面の上部へ「支払銀行情報の登録が完了しまし

た。」とメッセージが表示されます。登録された支払銀行情報は、外国送金依頼作成画面か

ら検索、情報の読み込みをすることができます。 
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5.3 送金目的情報管理 

本節では、外国送金依頼を作成する際に指定する、送金目的情報のマスターデータを登録、管理

する業務操作についてご説明します。事前に送金目的情報を登録しておくことで、外国送金の入力

時に送金目的情報を読み込むことができる為、入力の手間を省略することができます。 

送金目的情報管理画面は、メニュー画面より[送金目的情報管理]ボタンを押下して表示します。 

 

 

5.3.1 送金目的情報新規登録 

本小節では、送金目的情報を新規に作成する業務操作についてご説明します。 

(1) 送金目的情報管理画面より[新規登録]ボタンを押下してください。 
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(2) 送金目的情報登録画面より、登録する送金目的情報を入力してください。 

情報の入力が完了しましたら、[登録]ボタンを押下して入力した送金目的情報を登録してく

ださい。続けて、確認メッセージが表示されますので[OK]ボタンを押下します。 

※[キャンセル]ボタンを押下すると、入力内容が消去され、すべて空欄の状態に戻ります。 

※[送金目的情報管理画面へ]ボタンを押下すると、送金目的情報管理画面へ戻ります。入

力していた内容を保存していない場合は、入力していた内容は保存されず、破棄されます。 

 

 

入力項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 省略 

可否 

桁数 内容 

1  送金目的 否 40 送金目的を入力します。 

2  備考 可 30 送金目的に対する備考を入力します。 

ひらがな・カタカナ・漢字も入力可能です。 

3  有効/無効 否 - 登録するマスターデータが有効か無効かを選択します。 

無効にした場合、マスターデータ検索画面に表示されませ

ん。 
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(3) 登録が完了すると、 送金目的情報登録画面の上部へ「送金目的情報の登録が完了しまし

た。」とメッセージが表示されます。登録された送金目的情報は、外国送金依頼作成画面か

ら検索、情報の読み込みをすることができます。 
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5.3.2 送金目的情報修正 

本小節では、登録済みの送金目的情報を修正する操作をご説明いたします。 

(1) 送金目的情報管理画面の上部の抽出条件へ条件を入力し、[抽出]ボタンを押下してくださ

い。 

初期表示は現在有効なすべての送金目的情報を表示します。 

 

抽出条件項目の説明は下表のとおりです。 

No. 項目名 内容 

1 送金目的 送金目的を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

2 備考 備考を入力します。 

入力した文字列に部分一致したデータが抽出されます。 

3 有効/無効 有効か無効かを選択します。 
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(2) 抽出された送金目的情報一覧から修正する送金目的情報のラジオボタンをチェックし、[修

正]ボタンを押下してください。 

 

  

(3) 送金目的情報登録画面に現在の登録内容が表示されます。登録内容を修正し、[登録]ボタ

ンを押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下してください。 
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(4) 登録が完了すると、 送金目的情報登録画面の上部へ「送金目的情報の登録が完了しまし

た。」とメッセージが表示されます。登録された送金目的情報は、外国送金依頼入力画面か

ら検索、情報の読み込みをすることができます。 
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6 外国為替相場情報照会 

本章では、外国送金サービスの外国為替相場情報照会操作についてご説明いたします。 

 

6.1 TTS レート情報 

(1) メニューより[TTS レート情報]ボタンを押下し、TTS レート情報画面を表示します。 

画面上左上の最終更新日時に表示されている日付時点の TTS レートとなりますのでご注意

ください。 
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○ しみず外為ＷＥＢサービスに関するお問い合わせ ○ 

清水銀行コールセンター 

          TEL ０１２０－０－４３２８９ （フリーダイヤル） 

            電話受付時間／銀行営業日 ９：００～１７：００ 

          または、お取引店やお近くの清水銀行の窓口へ 

 

当行ホームページ URL：http://www.shimizubank.co.jp/ 


