
　　南日本銀行

なんぎん

法人向けインターネットバンキング用

総合振込 操作マニュアル



＜事前登録＞　先方負担手数料の設定 【総合振込操作マニュアル】

① 「0」円を入力

②

③

④

登録内容を確認
(規定の手数料です)

「読込」を押下

「使用する」を選択

②「先方負担手数料(総合振込)
　　　　　　　の変更」を選択

「変更」を押下

①なんぎん法人ＷＥＢにログイン後
　「管理」メニューより

「企業管理」を選択します

①

④

②

③

ご利用前に「先方負担手数料」の設定を行ってください

※お客様が設定した振込手数料（銀行基準額以外の
金額）でご登録の場合は「使用しない」を選択し、
手数料額を入力ください
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＜事前登録＞　先方負担手数料の設定 【総合振込操作マニュアル】

登録結果を確認したら
「トップページ」を
押下で設定完了です

【お手続の注意点】

・　振込データの送信期限は、お支払日の「前営業日　１７時まで」です

・　データ送信(承認)後の振込データの訂正・取消はできません
※　お振込先の口座情報が間違っていた場合や口座が存在しない場合は、当行より

お取引内容の確認を行う場合があります

＜資金決済＞
・　お振込資金は「振込指定日の前営業日」までにご準備ください。

※　お振込当日にご準備されてもお取引は成立しません
また、振込操作日時点での残高は考慮されませんのでご注意ください

・　振込手数料は「振込指定日の夕方（１６：３０以降）」に決済されます

操作のお問い合わせは、フリーダイヤル「0120-273-373」(平日9時～17時)へ
お問い合わせ願います
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手順-1　振込先の登録(画面入力編) 【総合振込操作マニュアル】

注) 振込振替メニューに
振込先一覧がある場合は
「振込振替先から参照登録へ」
が利用可能です

③「新規登録」をクリック

②「振込先の管理」を選択
　(画面一番下にあります)

①なんぎん法人ＷＥＢにログイン後
　「資金移動」メニューより

「総合振込」を選択します

初めてご利用の場合は事前に振込先の登録が必要です

注）
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手順-1　振込先の登録(画面入力編) 【総合振込操作マニュアル】

必須 ① 「文字ボタンによる入力」を選択
金融機関検索画面が開くので「銀行名の頭文字」を
文字ボタンから選択します

銀行名を指定後、同様の手順で「支店名の頭文字」
を文字ボタンから選択します

必須 ② 振込先の「科目」選択、口座番号を入力
必須 ③ 振込先の「受取人名」を半角カタカナで入力
任意 ④ 登録名は任意で入力可能(漢字入力可)
任意 ⑤ データの並べ替え等でコード入力可
任意 ⑥ 固定の支払額であれば登録可
必須 ⑦ 支払い手数料の選択　「当方」ｏｒ「先方」

全て登録しましたら画面下の「登録」ボタンを
押下します

　登録内容を確認ください。

　続けて登録する場合は
「振込先の追加登録へ」をクリック

①

②

南日本銀行の場合は
「選択」

他行の場合は銀行名
を文字ボタンから
「選択」します

③

④

⑤

⑥

⑦
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手順-1　振込先の登録(画面入力編) 【総合振込操作マニュアル】

　振込先の内容修正や
　不要な先の「削除」
　の操作手順です

①登録リストより「変更」「削除」対象のリストの左側の選択欄にチェックを入れます

②「変更」の場合はこちら

③「削除」の場合はこちら

④「複数」をまとめて削除する場合はこちらから。
　ボタン押下後にリスト選択します

「変更」の場合、振込先情報画面が表示されます。変更後は「登録」を押下

振込先の変更/削除

①

② ③

④
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手順-2　総合振込データの作成 【総合振込操作マニュアル】

　クリックします。

　「次へ」をクリック

①なんぎん法人ＷＥＢログイン後に
　「資金移動」メニューから
　「総合振込」をクリックします。

②「振込データの新規作成」を

口座を選択

実際に振込を行うための手順です

「カレンダーを表示」より

振込指定日を選択
※14営業日先まで指定可

注） 会計ソフトを利用される場合の

委託者コード（10桁）
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手順-2　総合振込データの作成 【総合振込操作マニュアル】

(振込操作時点での残高は考慮されませんので注意)

全て入力したら「次へ」を押下します。

　「次へ」をクリック

　をクリックします。

「グループ一覧から選択」を利用

手順-4　の操作を確認ください

④使用する振込先を「選択」

③「総合振込先口座一覧から選択」

が必要です。

する場合は事前にグループ設定

全選択する場合はこちら

リストの並び替えは
「並び順」を選択後、右側にある
「再表示」ボタンを押下

登録件数が多い場合
こちらから表示件数の
切替が可能

「支払額の入力」

振込手数料の選択
「当方」「先方」は任意
に設定変更可能
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手順-2　総合振込データの作成 【総合振込操作マニュアル】

①　作成途中の場合は「一時保存」を押下してください。
②　作成終了したが承認待ちの場合は「確定」で保存されます。

保存したデータはトップページの「未承認のお取引」から、再送できます。

【データの承認】
上記「確定して承認」のあと

一定時間操作が停止されます。

※支払日の前営業日１７時までに
　お手続きを済ませてください。

パスワードを複数回、間違えると

ご不明な点はフリーダイヤル

左図の「確認用パスワード」
の入力が必要です。

「0120-273-373」まで

登録内容の確認

支払件数、支払合計金額

振込手数料等を確認くださ

個別の支払額

振込手数料を

ご確認ください

振込内容の訂正は
こちらのボタンから

登録内容の印刷
ＰＤＦファイルで開きます

③送信する場合はこちらを
押下します

③

② ①

①

②
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手順-3　振込データの承認 【総合振込操作マニュアル】

　「承認実行」を押下します
　「確認用パスワード」を入力し

※「作成中取引」(一時保存)のデータは

作成後70日経過後に自動削除されます

③承認画面へ遷移しますので

①作成データを「一時保存」・
　「確定」された場合は、トップ
　ページの「未承認のお取引」
　メニューより承認操作が必要です

②選択欄のチェックを入れて
　「承認」ボタンを押下します

承認後は
こちらから、印刷を残すよう
お願いいたします。
ＰＤＦファイルで開きますので
「ファイルを開く」を選択ください
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手順-4　グループ設定 【総合振込操作マニュアル】

　

　「総合振込」を選択
　「資金移動」メニューより

　

①なんぎん法人ＷＥＢにログイン後

②「振込先の管理」を選択

③「新規作成」をクリック

振込先の登録（手順－１)内容をグループ別に分けて操作することができます
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手順-4　グループ設定 【総合振込操作マニュアル】

⑦振込先一覧より登録する先を
　選択し「変更」をクリック

④グループ名を入力し「登録」を

⑥グループ毎に振込先リストを

「振込先の所属変更」をクリック

※最大20グループ登録可

　振り分ける操作です。

「グループ一覧」をクリック

　クリック

続けて登録する場合は

⑤登録結果を確認します

漢字入力可
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手順-4　グループ設定 【総合振込操作マニュアル】

の選択「チェックボックス」を入れ
「次へ」を押下してください

「振込先グループ一覧」が表示
されますので、利用するグループ

　手順-2　④の振込リストの
　選択において、左図のように
　「グループ一覧から選択」の
　操作が可能となります

　おいて所属グループが表示される
⑨手順-1の「振込先の登録」に

　ので必要に応じて選択(チェック)
　します

⑧登録内容を確認し「実行」を
　クリックして登録完了
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手順-5　会計ソフト編 【総合振込操作マニュアル】

①なんぎん法人ＷＥＢログイン後に
　「資金移動」メニューから
　「総合振込」をクリック

　をクリックします

③参照ボタンより会計ソフトで

ファイル名が表示されたら

②「振込ファイルによる新規作成」

「ファイル受付」を押下

　作成したデータを指定し
　「開く」を選択

会計ソフト等で作成した振込データをファイル形式で取り込むことが出来ます
詳しくはご利用の「会計ソフト」のマニュアルをご覧ください

会計ソフト上に当行が発行した
「委託者コード(10桁)」の登録が

必要です

なお、委託者コードは、手順-2-②
の「委託者情報」より確認できます
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手順-5　会計ソフト編 【総合振込操作マニュアル】

操作のお問い合わせは、フリーダイヤル「0120-273-373」(平日9時～17時)へ
お問い合わせ願います。

　お手続きを済ませてください

　手続き完了です

「確認用パスワード」を入力し
「承認実行」をクリックしましたら

※振込指定日の前営業日１７時までに

会計ソフト上で正しいデータを

※登録内容に「エラー」が表示

できません
された場合、ＷＥＢ上で修正は

④受付内容が表示されるので

修正してください

　「確定して承認へ」を押下

【全銀フォーマット仕様】

特定の会計ソフトの指定はありません。120バイト

※種類コード「21」
※コード区分 ＪIＳ「0」
※委託者コード (銀行任意の１０ケタ) 手順2-②の「委託者情報」を参照方 ９０００××××××

※銀行番号 「0594」 銀行名 「ミナミニツポン」 ※ｷﾞﾝｺｳの文字は不要
※支店番号 「***」３桁 支店名「＊＊＊＊」 ※ｼﾃﾝ、ｼｭｯﾁｮｳｼﾞｮの文字は不要

ＴＫＣソフトのＰＸ2においては ＦＢフォーマット情報において
※改行コード 「付けない」設定
※終了コード 「付けない」設定
を確認ください。
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