
 

 

でんさいネットサービスの機能拡充のご案内 

 当行では、『でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)』の電子記録債権「でんさい」につい

て、平成28年 4月 18日よりご利用者さまの更なる利便性向上を目的とした機能拡充をいたします。 

 

 今回追加された主な機能 

①トップ画面の表示変更・通知情報一覧の表示

／検索機能の拡充 

ご利用者様の使い勝手の向上を図るため、トップ画面・通知情報一覧の表示方法や検索条件が変更となります。 

 対象となる利用者 機能改善の対象 機能の概要 

1 トップ画面 トップ画面の未読通知件数を、『通知種類(概要)』毎の表示に変更となります。 

2 通知情報一覧にて『通知種類(概要)』と、『取引先の法人名』による検索を追加しました。

3 

債権者 

債務者 

通知情報一覧 

操作の簡素化と利便性の向上のため、通知情報一覧の検索条件のレイアウトを見直しま

した。 

 

旧画面                         新画面
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②支払サイトの長期化（最大 10 年に拡大） 

 「でんさい」の支払期日については、これまで「発生記録日から最大 1 年後の応答日」となっていましたが、

設備支払手形や割賦支払手形等の支払を考慮して「発生記録日から最大 10 年後の応答日」に拡大されます。 

 
支払期日が最大10年となる取引

 

対象メニュー 種別 機能 

発生記録(債務者請求方式) 
発生記録請求／複数発生記録請求 債権発生請求メニュー 

発生記録(債権者請求方式) 
発生記録請求／複数発生記録請求 

変更記録 変更記録請求 その他請求メニュー 

記録の訂正･回復 訂正･回復請求 

債権一括請求メニュー 一括記録 一括記録請求 

 

 



 

 

③先方負担手数料機能の追加

 債務者様から債権者様あてに「でんさい」の発生請求を登録する際に、手数料負担の項目が追加され、先方 

(債権者様)負担を選択できる機能が追加されます。 

 なお、本機能がご利用できる取引は、債権発生請求メニューの債務者請求のみとなります。 
(例) 

 
 
 

       ○ 発生手数料をＹ社(債権者)負担とする場合 

発生手数料 324 円の場合

商取引

商品代金
￥1,000,000 

Ｙ社 
 
債権者 債務者 

Ｘ社 
 

     従来 

入力金額                  でんさい債権金額 

        ￥999,676               ￥999,676 

*発生手数料を差し引いた金額を入力 
 本機能追加後 

入力金額                  でんさい債権金額 
        ￥1,000,000                     ￥999,676 

*発生手数料はＹ社(債権者)負担 

 

￥1,000,000 － ￥324 

操作画面イメージ 
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先方負担を
選択 

 

 

④受取債権･入金／支払予定の機能追加

債権情報照会メニューに債権者様及び債務者様のそれぞれの立場で、債権情報を照会する機能が追加されます。 

対象となる利用者 追加機能 機能の概要 

債権者 受取債権の確認 発生記録(債務者請求)や譲渡記録により、被請求者として受け取った記録通知を確認する機能です。

債権者 入金予定の確認 自身が債権者であるでんさいを、決済日基準で抽出し、入金予定として確認する機能です。 

債務者 支払予定の確認 自身が債務者であるでんさいを、決済日基準で抽出し、支払予定として確認する機能です。 

 

 



でんさいネットサービス拡充機能

タブ メニューボタン 対象画面 機能追加／改善内容
ご利用マニュア
ル掲載ページ

トップ画面

通知情報一
覧

詳細 開示通知情報詳細

でんさいネットからの通知情報などの一覧を表示
し、目的別の一覧から選択することで、詳細内容
を確認できます。

P27～P28-1

通知情報一
覧

既読/未読 －

通知情報一覧のうち、複数件もしくは全件を選択
し、一括して未読/既読とすることができます。

P27～P28-1

通知情報一覧 －

従来の発生・譲渡(分割)の成立系通知だけでな
く、取消等を含め、全ての通知が対象となりま
す。また、取引概要の法人名/個人事業者名は当
行の場合のみから、他行の場合にも拡大し表示し
ます。

P27～P28-1

承認未承認状況一覧 承認未承認状況一覧

承認分/未承認分を検索する際、①検索対象②状
態③承認日の各々について、検索条件の指定方法
と検索内容を改善しました。

P92～P93

債権情報照会

債権照会(開示) 債権照会(開示)条件入力

債権の支払期日が最大10年となったことにあわ
せ、開示条件として入力する支払期日の指定可能
期間が従来の4か月から1年に拡大しました。

P86～87-1

債権照会(開示) 債権照会(開示)条件入力

分割譲渡予約中債権を譲受人から開示した場合、
従来「債権金額」には「原債権の金額(分割前の
債権金額)」を表示していましたが、本対応によ
り「分割譲渡予約の債権金額(分割後の債権金
額)」が表示されます。 P86～P87-1

受取債権情報の作成/作成
結果のダウンロード

受取債権情報作成
発生記録や譲渡記録などにより、被請求者として
受け取りした記録通知を抽出し、受取債権情報と
して作成後、ダウンロードにより明細の確認がで
きます。

P156-2～
156-7

受取債権情報作成結果一覧

入金予定情報の作成/作成
結果のダウンロード

入金予定情報作成
自身が債権者である電子記録債権を抽出し、入金
予定として作成後、ダウンロードにより明細の確
認ができます。

P156-8～
P156-11

入金予定情報作成結果一覧

支払予定情報の作成/作成
結果のダウンロード

支払予定情報作成
自身が債務者である電子記録債権を抽出し、支払
予定として作成後、ダウンロードにより明細の確
認ができます。

P156-12～
P156-15

支払予定情報作成結果一覧

債権発生請求

債務者請求 登録 発生記録(債務者)請求仮登録

債務者から債権者あてに「でんさい」の発生請求
を登録する際に、手数料負担の項目が追加され、
先方(債権者)負担を選択できます。*本機能がご
利用できる取引は、債務者請求のみです。

P59～P62-1

債務者請求
債権者請求

登録
発生記録(債務者)請求仮登録
発生記録(債権者)請求仮登録

従来「でんさい」の支払期日については、「発生
記録日から最大1年後の応答日」となっていまし
たが、設備投資等への対応や割賦支払手形からの
移行を考慮して、「発生記録日から最大10年後
の応答日」に拡大しました。

P59～P62-1
P62-2～P62-
16
P108～P111

債務者請求
債権者請求

登録

発生記録(債務者)請求明細詳
細
発生記録(債権者)請求明細詳
細

請求者の取引先情報を用いて記録請求を行う場
合、取引相手情報の｢法人名/個人事業者名｣が、
仮登録時とでんさいネットの取引結果で差異が生
じた場合に、注意喚起と取引先情報の更新を促し
ます。

P62-2～P62-
16-2

平成28年4月18日より



タブ メニューボタン 対象画面 機能追加／改善内容
ご利用マニュア
ル掲載ページ

債権譲渡請求

登録 譲渡記録請求明細詳細

請求者の取引先情報を用いて記録請求を行う場
合、取引相手情報の｢法人名/個人事業者名｣が、
仮登録時とでんさいネットの取引結果で差異が生
じた場合に、注意喚起と取引先情報の更新を促し
ます。

P68-1～P68-
13-1

取消 譲渡記録取消請求対象債権検
索

譲受人が分割譲渡の予約を取消した場合、予約期
間中に譲渡人が分割予約を取り消すことで分割前
の状態に戻すことが可能です。

－

債権一括請求

登録 一括記録請求仮登録

従来「でんさい」の支払期日については、「発生
記録日から最大1年後の応答日」となっていまし
たが、設備投資等への対応や割賦支払手形からの
移行を考慮して、「発生記録日から最大10年後
の応答日」に拡大しました。

*アップロード
するための共通
フォーマット形
式の固定長ファ
イル作成時

登録 一括記録請求明細詳細

請求者の取引先情報を用いて記録請求を行う場
合、取引相手情報の｢法人名/個人事業者名｣が、
仮登録時とでんさいネットの取引結果で差異が生
じた場合に、注意喚起と取引先情報の更新を促し
ます。

P112～114

取引先管理 一括記録請求仮登録/一括記
録請求仮登録確認

取引相手情報として「法人名/個人事業主名」が
表示され、一括請求ファイルの内容確認の利便性
が向上しました。 詳細  ボタンをクリックしファ
イルの詳細を確認できます。

P112～114

その他請求
変更記録
記録の訂
正・回復

登録 変更記録請求仮登録

従来「でんさい」の支払期日については、「発生
記録日から最大1年後の応答日」となっていまし
たが、設備投資等への対応や割賦支払手形からの
移行を考慮して、「発生記録日から最大10年後
の応答日」に拡大しました。

P122～P126

管理業務

取引先管理
取引先ファイ
ル登録

取引先情報ファイル登録

取引先情報ファイルの登録方法に「重複登録を許
容しない」チェックボックスを追加し、重複登録
の可否を選択できます。

P58-1～P58-
4

取引先管理
取引先ファイ
ル登録

取引先情報ファイル登録

取引先情報ファイルの登録機能にて「全取引先を
削除して追加」を選択し、すべての取引先情報を
最新化する際に、すべての「他行の取引先情報」
について、画面から口座確認を実施するよう、条
件を変更します。これにより、「他行の取引先情
報」の法人名/個人事業者名も、登録の都度、最
新化します。

P58-1～P58-
4

ユーザ情報
管理

変更 ユーザ情報変更

記録請求権限の説明に「また、取引先管理を行う
こともできます。｣の文言を追加し、記録請求権
限において、取引先の管理が行えることを明示し
ました。 －

共通

－

従来、パスワード欄に貼り付けることが出来な
かった文字列について、貼り付けることが可能で
す。

－

－ 承認パスワード変更

承認パスワードの有効期限切れ時に移行する承認
パスワードの変更を促す画面に承認パスワード変
更の事由や必要性などの補足説明が表示されま
す。

－
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