
○操作に関するお問合せ

りそなビジネスダイレクト

振込手数料情報変更マニュアル

※２０１９年１０月１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願います

Tel ．０１２０－３７５－０６２
（ビジネスヘルプデスク）

※携帯電話・PHSからは03-5835-3561

ただし、１月１日から１月３日、５月３日から５月５日を除く

　　※ 操作に関するお問合せ以外については、お取引店へお問合せ願います。

平日 ７：００～２３：５５、土・日・祝 ８：００～２２：００
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《ご注意事項》
２０１９年９月振込指定日分のお振込送信終了後、手数料情報の変更手続きを行ってくださ
い。

振込手数料情報の変更を行わずに、２０１９年１０月１日以降の振込指定日の伝送を行った
場合、弊社がご請求させたいただく振込手数料とビジネスダイレクト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。



・「振込振替」および「総合振込」について手数料変更手続きをお願いいたします。
・変更のお手続きはマスターユーザ様または変更権限のある管理者ユーザ様にお願いいたします。
  （※変更権限の無いユーザ様は変更画面を表示できません。）
・お客さまのご契約内容がビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）の場合、「総合振込」の変更手続きは不要です。
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１．手数料変更手続き概要

「振込振替」の振込先ごとの手数料変更手続き

・「振込振替」の振込先一覧に登録してある振込先に
個別に手数料を入力されている場合のみ、ご変更をお願
いいたします。

「総合振込」の振込先ごとの手数料変更手続き

・「総合振込」の振込先一覧に登録してある振込先に
個別に手数料を入力されている場合のみ、ご変更をお願
いいたします。

「振込振替」「総合振込」の手数料情報変更手続き

・現在の「振込振替」「総合振込」の手数料情報の
ご確認・ご変更の手続きをお願いいたします。

６ページへ②

８ページへ③

２ページへ①



①「振込振替」「総合振込」の手数料情報変更手続き
①－１　りそなビジネスダイレクトを起動してください。

  ※マスターユーザ様または管理者権限をお持ちの
     ユーザ様によるお手続きをお願いいたします。

①－２　管理メニューを選択してください。

①－３　「企業管理」を選択してください。

①－４　「先方負担手数料[振込振替]の変更」を選択して
  　　　　くだ さい。

２．振込手数料変更マニュアル①
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※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。

※ビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）のみのご契約の場合は

「先方負担手数料[総合振込]」および「当方負担

手数料[総合振込]」のボタンは表示されません。



①－５　基準手数料「使用する」を選択されている場合
 　　　   ２０１９年１０月１日以降自動的に最新手数料が
 　　　   適用されます。
    ※手数料改定日以前に改定後日付を指定した
       予約振込をされる場合は10月以降の手数料が
        表示されます。
　　※基準手数料を使用していない場合は①－６へ
　　　　お進みください。

①－６　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。

①－７　変更後の金額をご確認ください。

　　　   ●ビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）のみのご契約の場合
　　　      画面右上「トップページへ」ボタンを押して手順１３
　　　      ②－１（６ページ）へお進みください。

　　　   ●ビジネスダイレクト（ＷＥＢ伝送）ご契約の場合
　　　     「企業管理メニューへ」ボタンを押して、手順
　　　     ①－８へおすすみください。

   ※以下の作業は「Ｗｅｂ伝送サービス」のご契約が
      ある（トップメニューに総合振込ボタンがある）
       お客さまが対象です。

２．振込手数料変更マニュアル①
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●ビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）のみのご契約の場合画面右

上の「トップページへ」ボタンを押し、手順 ②－１（６ペー

ジ）へお進みください。

●ビジネスダイレクト（ＷＥＢ伝送）ご契約の場合 「戻る」ボ

タンを押して手順①－８（４ページ）へお進みください。

（注）上記金額は一例です。お客さまごとに

個別に設定をお願いいたします



①－８　「先方負担手数料[総合振込]の変更」を選択して
   　　　 ください。

①－９　基準手数料「使用する」を選択されている場合
 　　　   ２０１９年１０月１日以降自動的に最新手数料が
 　　　   適用されます。

①－１０　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。
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２．振込手数料変更マニュアル①

（注）上記金額は一例です。お客さまごとに

個別に設定をお願いいたします



①－１１　変更後の金額をご確認ください。
　　　　    「企業管理メニューへ」ボタンを押してください。

①－１２　「当方負担手数料[総合振込]の変更」についても
  　　　　  同様に①－９～①－１１の作業を行ってください。

当方負担手数料の変更も終わりましたら、画面右上の
「トップページへ」ボタンを押して手順②－１へお進み
ください。
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２．振込手数料変更マニュアル①



②「振込振替」の振込先ごとの手数料変更手続き
②－１　「振込振替」ボタンを選択してください。

②－２　「振込先の管理」ボタンを選択してください。

②－３　「振込先の登録/変更/削除」ボタンを選択して
　　　　　ください。

②－４　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て「変更」ボタンを押して
   　　   ください。
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２．振込手数料変更マニュアル②

例）

※「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。

※「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。

●ビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）のみのご契約の場合画面

右上「ログアウト」ボタンを押してください。

以上で変更手続きは終了です、ご対応ありがとう

ございました。

●ビジネスダイレクト（ＷＥＢ伝送）をご利用の場合手順

③－１（８ページ）へお進みください。

648円）



②－５　新手数料を入力後「変更」ボタンを押してください

②－６　トランザクション認証が必要です。
   　　   お手元のトークンで二次元コードを読み取り、
   　　   トークンに表示されたトークン認証番号を入力の上、
   　　   「認証」ボタンを押してください。

②－７　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②－４～②－７の作業を繰り返してください。
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２．振込手数料変更マニュアル②

●ビジネスダイレクト（ｍｉｎｉ）のみのご契約の場合 画面

右上「ログアウト」ボタンを押してください。以上で変更

手続きは終了です。ご対応ありがとうございました。

●ビジネスダイレクト（ＷＥＢ伝送）をご利用の場合、

「トップページへ」ボタンを押して手順③－１へお進み

ください。

（注）上記金額は一例です。お客さまごとに

個別に設定をお願いいたします



③「総合振込」の振込先ごとの手数料変更手続き
③－１　「総合振込」ボタンを選択してください。

③－２　「振込先の管理」ボタンを選択してください。

③－３　「振込先の登録/変更/削除」ボタンを選択して
　　　　　ください。
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２．振込手数料変更マニュアル③

※「総合振込」ボタンが表示されない場合 、 ビジネスダイ

レクト（ＷＥＢ伝送）のご契約が無いか、ご利用のログインＩ

Ｄ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。

※「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。



③－４　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て「変更」ボタンを押して
　　      ください。

③－５　新手数料を入力後「変更」ボタンを押してください

③－６　トランザクション認証が必要です。
   　　   お手元のトークンで二次元コードを読み取り、
   　　   トークンに表示されたトークン認証番号を入力の上、
   　　   「認証」ボタンを押してください。
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２．振込手数料変更マニュアル③

例）

※「先方負担（指定金額）」を利用されていない場合、以

上で変更手続きは終了です。画面右上「ログアウト」ボタ

ンを押してください。ご対応ありがとうございました。

（注）上記金額は一例です。お客さまごとに

個別に設定をお願いいたします

648円）



③－７　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③－４～③－６の作業を繰り返してください。

２．振込手数料変更マニュアル③
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以上で手数料の変更手続作業は終了です。

「ログアウト」ボタンを押してビジネスダイレクトを終了 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　（ビジネスダイレクト、ＥＢ、ファクシミリ振込サービス、ＭＴ／ＦＤ等法人向けサービス）
(消費税等込/件）

振込手数料　（窓口） (消費税等込/件）

振込手数料　（ＡＴＭ） (消費税等込/件）

※1　りそなグループ本支店あてとは、りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行本支店あてをいいます。
※2　りそなグループ本支店あてとは、りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行本支店あて
   　　をいいます。

２１６円

３２４円

３２４円

１１０円

現　状

２０１９年９月３０日（月）
振込指定日分まで

カード
（法人・

個人事業
主）

当社同一支店あて

りそなグループ本支店あて※2

他行あて ４４０円
改定後

２０１９年１０月１日（火）
振込指定日分から

振込手数料比較表　（ご参考）

カード
（法人・

個人事業
主）

現金

現金

現　状

２０１９年９月３０日（月）
振込指定日分まで

当社同一支店あて
５４０円

りそなグループ本支店あて※1

他行あて ８６４円

改定後

２０１９年１０月１日（火）
振込指定日分から

当社同一支店あて

当社同一支店あて

りそなグループ本支店あて※2

他行あて ６４８円

無料

りそなグループ本支店あて※1 ３３０円

他行あて ６６０円

３３０円

３３０円

１０８円

現　状

２０１９年９月３０日（月）
振込指定日分まで

当社同一支店あて 無料

りそなグループ本支店あて※1 ３２４円

他行あて ６４８円

改定後

２０１９年１０月１日（火）
振込指定日分から

当社同一支店あて
５５０円

りそなグループ本支店あて※1

他行あて ８８０円

当社同一支店あて

りそなグループ本支店あて※2

他行あて ４３２円

当社同一支店あて

りそなグループ本支店あて※2

他行あて ６６０円

２２０円
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