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１．リニューアルにあたってのお願い 

(１)リニューアル前 

Ａ．ご利用マニュアルの確認 

リニューアルにともない、各種操作手順が刷新されます(詳しくはＰ．４をご覧ください)。リニューアル後の

各種操作方法を記載したご利用マニュアルを4月下旬にお届け出の住所に郵送しますので、必ず内容をご確認く

ださい。また、４月中旬に新しい操作画面の体験版・オンラインマニュアルを横浜銀行ホームページに掲載しま

すので、あわせてご確認をお願いします。 

Ｂ．一時保存データの確認 

リニューアルの際、一時保存データは引き継がれません。平成２８年５月１３日(金)時点で、リニューアル後

に使用する予定の一時保存データがないことをご確認ください。 

Ｃ．確認用パスワードの確認【該当のお客さまのみ】 

リニューアル後、取引依頼時(承認機能をご利用のお客さまは承認操作時)に確認用パスワードの入力が必要と

なります(詳しくはＰ．６をご覧ください)。以下に該当するお客さまは、現在設定済みの確認用パスワードをご

確認ください。 

なお、確認用パスワードを失念されている場合は、別途お手続きが必要となります。詳しくはＰ．６(２)Ｂ．

確認用パスワードを失念されたお客さま をご覧ください。 
  

確認用パスワードを設定済みのお客さま 

①マスターユーザ・管理者ユーザのお客さま 

②以下の利用権限をお持ちの一般ユーザのお客さま 

取り引き 権限 

税金各種料金の払込み 

「Pay-easy(ペイジー)」 

払い込み 

承認 総合振込、給与・賞与振込、地方税納付、預金口座振替 

ユーザ種類(マスターユーザ等)の確認方法 

 操作画面上部の表示で確認できます(一般ユーザの場合は、利用者名の後ろに何も表示されません)。 

   
  

確認用パスワードとは 

利用開始時にお客さまご自身で設定した半角英数字 6～12 桁の固定パスワードです。ログインパスワードとは別のパ

スワードで、総合振込、給与・賞与振込、地方税納付、預金口座振替の承認や利用者登録操作等の際に利用します。 

Ｄ．パスワード生成機の準備【該当のお客さまのみ】 

リニューアル後、仕向送金(海外向け送金・国内向け送金)の取引依頼時(承認機能をご利用のお客さまは承認操

作時)にワンタイムパスワードの入力が必要となります(詳しくはＰ．６をご覧ください)。入力にあたっては、振

込・振替(都度指定方式)・利用者登録操作等の際に使用するパスワード生成機が必要となりますので、あらかじ

めパスワード生成機のご準備をお願いします。 
  

パスワード生成機とは 

 

ワンタイムパスワードが表示されるキーホルダー大の機械です。利用開始時(平成

２６年１０月以前にご契約のお客さまは平成２６年１０月)にすべてのお客さまに郵

送しています。 
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(２)リニューアル後 

Ａ．承認パターンの設定【該当のお客さまのみ】 

 リニューアル後は、取引依頼時に必ず承認操作が必要な状態(シングル承認)となっています。詳しくはＰ．

８をご覧ください。 

 リニューアル後に承認なしに変更されたいお客さまは、承認パターンの変更操作をお願いします。 

Ｂ．仕向送金テンプレートの再設定【該当のお客さまのみ】 

リニューアル後、仕向送金操作画面の支払口座欄への通貨情報の追加にともない、リニューアル前に作成

したテンプレートを利用する際は、支払口座情報の再設定が必要となります。 

 ご利用にあたっては、テンプレートの照会・修正・削除ボタンより支払口座情報の再設定をお願いします。

なお、リニューアル時点で承認待ちとなっている仕向送金データは、支払口座情報再設定のための差戻し・

修正の操作が必要となりますので、なるべくリニューアル前までに承認操作まで完了してくださいますよう

お願いします。 

Ｃ．確認用パスワード設定、ワンタイムパスワード利用登録【該当のお客さまのみ】 

(１)Ｃに該当せず、リニューアル後に確認用パスワード対象取引の操作が必要となるお客さまは、リニューア

ル後初めて利用する際に表示される確認用パスワード設定画面にて確認用パスワードの設定をお願いします。 

また、リニューアル後にワンタイムパスワード対象取引の操作が必要となるお客さまのうち、パスワード生成

機の登録が完了されていないお客さまは、リニューアル後初めて利用する際に表示されるワンタイムパスワード

利用登録画面にてパスワード生成機の登録をお願いします。 

 

 

設定方法は４月下旬に郵送するご利用マニュアルをご覧ください。 
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２．リニューアルのポイント 

(１) 画面デザイン・操作性の刷新 

すべての画面の上部にサービスメニューを表示し、どの画面からでもご希望のお取引画面に遷移できるよう

になります。 

また、各画面のデザイン・操作性を刷新し、より使いやすい・分かりやすい操作画面に変更します。 

Ａ．画面デザインの刷新 

 

 

 
 

 

Ｂ．トップ画面の充実 

 

 
 

 

 

 

業務ごとのメニューに変更します。 

操作の進捗状況が表示されます。 

ヘルプをクリックすると、操作方法や入力内容

などに関するオンラインマニュアルが表示され

ます。 

各画面の操作に関する説明や、注意事項を 

表示します。 

エラーや警告内容をわかりやすく表示します。 

過去３回の外為サービスご利用開始日時を表

示します。 

横浜銀行からのお知らせを掲載します。 

ご自身が作成途中のお取り引きの状況やその

件数が一目でわかるようになります。 

「一覧表示」ボタン押下で、作成中のお取り

引きの一覧に直接遷移します。 

「一覧表示」ボタン押下で、承認待ちのお取り

引きの一覧に直接遷移します。 

ご自身が承認者に指定されたお取り引きの状

況やその件数が一目でわかるようになりま

す。 

承認待ちのお取り引きの一覧では、期限間

近、期限切れのお取り引きが一目でわかる

ようになります。 
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Ｃ．取引選択画面の刷新 

 

 
 

Ｄ．一覧画面の刷新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．操作上のおもな変更点 

項目 リニューアル後 リニューアル前 

一時保存データの利用方法 作成中取引一覧画面より呼び出し 依頼内容入力画面にて呼び出し 

テンプレートデータの登録方法 依頼完了画面での登録もしくはテンプレ

ート管理メニューでの新規登録 

依頼内容入力画面にて登録 

承認依頼データの修正方法 承認者が当該データの差戻しをおこな

った後、依頼者が作成中取引一覧画面

にて修正 

(注)依頼者自身が当該データを引戻しをお

こなったうえで、修正することも可能です。

承認者が照会画面および受付一覧

画面にて修正 

 

このほかにも、お客さまの操作性向上を目的とした画面デザインの変更、操作性の刷新をおこないます。 

内容の詳細は４月下旬に郵送するご利用マニュアル、および４月中旬に横浜銀行ホームページに掲載予定の体

験版・オンラインマニュアルをご覧ください。 

 

  

業務ごとに目的別のメニューを表示します。

一覧の並び順を変更することができます。 

画面表示されている一覧を全てチェック／ 

チェック解除することができます。 

目的のページへ直接遷移できます。 
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(２) 確認用パスワード・ワンタイムパスワード認証機能の追加 

すでに総合振込、利用者登録操作等にてご利用の確認用パスワード、ワンタイムパスワードによる認証を追

加します。 

Ａ．対象取引 

パスワード 対象取引 
入力が必要となる場面 

承認なし 承認あり 

確認用パスワード 

仕向送金 

輸入信用状発行・条件変更 

外貨預金振替 

取引依頼時 
取引承認時 

(取引依頼時は入力不要) 

ワンタイムパスワード 仕向送金 取引依頼時 
取引承認時 

(取引依頼時は入力不要) 

Ｂ．確認用パスワードを失念されたお客さま 

リニューアル後、取引依頼時(承認機能をご利用のお客さまは承認操作時)に、総合振込・利用者登録操作等の

際に入力している確認用パスワードの入力が必要となります。一部のお客さまは、すでに設定済みのパスワード

となりますので、現在設定済みの確認用パスワードをご確認ください。(詳しくはＰ．２をご覧ください) 
  

なお、確認用パスワードを失念されている場合は、以下のお手続きが必要となります。 

 必要となるお手続き 

企業内に管理者ユーザがいない

マスターユーザのお客さま 

横浜銀行ホームページに掲載している『〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト 利

用停止解除等依頼書 兼 電子証明書失効依頼書』にご記入・ご捺印のうえ、取引店

にご提出ください。なお、お手続きにあたっては本人確認書類が必要となります。 

【記入例は次ページをご覧ください】 

その他のお客さま ご自身以外のマスターユーザ、管理者ユーザに確認用パスワードの再設定を依頼し

てください。 
  

Ｃ．パスワード生成機を追加されたいお客さま 

リニューアル後、仕向送金依頼時(承認機能をご利用のお客さまは承認操作時)に、振込・振替(都度指定方式)・

利用者登録操作等の際に入力しているワンタイムパスワードの入力が必要となります。ワンタイムパスワードの

入力にあたっては、サービス利用開始時(平成２６年１０月時点でご契約があったお客さまは平成２６年１０月)

に１つお送りしたパスワード生成機が必要となりますので、パスワード生成機のご準備をお願いします。 

パスワード生成機の追加発行をご希望のお客さまは、横浜銀行ホームページに掲載している『〈はまぎん〉ビジ

ネスサポートダイレクト パスワード生成機 追加・再発行等依頼書』を取引店にご提出ください。 

なお、追加発行にあたっては、追加発行手数料2,160円(税込み)がかかります。 

 

『〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト利用停止解除等依頼書 兼 電子証明書失効依頼書』『〈はまぎん〉ビジネ

スサポートダイレクト パスワード生成機 追加・再発行等依頼書』の掲載場所 

横浜銀行ホームページ 法人のお客さま→〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト→新規申込(各種お手続き) 
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【ご参考】 

『〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト 利用停止解除等依頼書 兼 電子証明書失効依頼書』の記入例 

 依頼区分：(5)確認用パスワード仮設定 

 

 

 

２箇所チェックを入れてください。 

仮設定する確認用パスワードをご記入ください 

契約口座をご記入ください。 

法人名だけでなく、代表者名・代表者肩書きもご記

入ください。 

届出印を鮮明に捺印してください。 
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(３)承認パターン設定機能の追加、ダブル承認機能の追加 

照会・振込サービス同様、企業・業務ごとに承認パターンを設定することができるようになるほか、ダブル

承認機能が追加されます。 

 

Ａ．変更概要 

【リニューアル前】 

データ作成者の承認権限の有無により、承認要否が異なっていました。 

データ作成者の承認権限 概要 

なし 取引依頼にあたっては、別途承認権限ありの利用者の承認が必要 

あり 利用者単独での取引依頼が可能 

 

 

【リニューアル後】 

データ作成者の承認権限の有無を問わず、企業・業務ごとに設定した承認パターンにより以下の取

り扱いとなります。なお、シングル承認・ダブル承認を設定している場合は、取引依頼時に承認者の

指定が必要となります。 

承認パターン 概要 

承認なし 利用者単独での取引依頼が可能 

シングル承認 取引依頼にあたっては、別途承認権限ありの利用者１名の承認が必要 

ダブル承認 取引依頼にあたっては、別途承認権限ありの利用者２名の承認が必要 

Ｂ．リニューアル時のご注意 

リニューアル時は、一律シングル承認が設定されます。現在承認なしでご利用になっているお客さま

など、承認パターンを変更されたいお客さまは、リニューアル後に承認パターンの変更操作をお願いし

ます。 

操作方法は、４月下旬に郵送するご利用マニュアルをご覧ください。 
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(４)推奨環境の変更 

リニューアル後は、照会・振込サービスと同じＯＳ・ブラウザが推奨環境となります。 

なお、平成２６年４月より推奨環境外となっている Windows XPにつきましては、セキュリティ強化の観点からリ

ニューアル後は利用できなくなりますので、ご注意ください。 

  

 〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクト(外為サービス) 推奨環境 

平成28年5月16日(月)時点 

ＯＳ ブラウザ 
対象(○)・対象外(×) 

リニューアル後 リニューアル前 

Windows Vista 

(SP2以降) 

Internet Explorer 9.0 ○ ○ 

Firefox ○ × 

Windows 7 

(SP1以降) 

Internet Explorer 11 ○ ○ 

Firefox ○ × 

Windows 8.1 Internet Explorer 11 ○ ○ 

Firefox ○ × 

Windows 10 Internet Explorer 11 ○ ○ 

Microsoft Edge ○ × 

Firefox ○ × 

Mac OS X(10.10) Safari 8.0 ○ × 

Firefox ○ × 

Mac OS X(10.11) Safari 9.0 ○ × 

Firefox ○ × 

(注１)Windows、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標ま

たは商標です。 

(注２)Macintosh、Safari は、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 

(注３)Firefox は米国Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。また、米国Mozilla Foundation のサ

ポート対象のうち、最新のバージョンを推奨環境としています。 

(注４)電子認証方式をご利用のお客さまは、Mac OS X、Firefox については推奨対象外となります。 

 

表に掲載している推奨環境は平成28年1月31日(日)現在の情報であり、今後変更になる場合があります。 

新の情報は横浜銀行ホームページをご覧ください。 
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(５)その他 

 Ａ．サービス利用時間、データ受付時限の延長 

サービス利用時間を従来の8時～21時から8時～23時までに延長します。 

  また、それにともない一部の通貨の仕向送金のデータ受付時限を延長します。 

  (a)サービス利用時間の変更内容 

機能 変更後 変更前 

仕向送金  

 

 

8 時～23 時 

 

 

 

8 時～21 時 

被仕向送金 

外貨預金入出金明細照会 

輸入信用状発行依頼・条件変更依頼 

輸入書類到着案内 

相場情報照会 

外貨預金振替 8 時～15 時(注) 8 時～15 時(注) 

(注)直物取引の場合は直物取引相場公表時～15 時となります。  

(b)仕向送金データ受付時限の変更内容(抜粋) 

送金先 通貨 変更後 変更前 

海外 

韓国ウォン 
送金指定日 3 営業日前 

23 時 

送金指定日 3 営業日前 

21 時 

タイ・バーツ(100万バーツ以上)、中国元
送金指定日 2 営業日前 

23 時 

送金指定日 2 営業日前 

21 時 

円 
送金指定日前営業日 

23 時 

送金指定日前営業日 

21 時 

国内 

タイ・バーツ(100万バーツ以上)、中国元
送金指定日 2 営業日前 

23 時 

送金指定日 2 営業日前 

21 時 

米ドル、ユーロ、英ポンド、カナダ・ドル、

スイス・フラン、スウェーデン・クローネ、

ノルウェー・クローネ、デンマーク・クロ

ーネ、オーストラリア・ドル、香港ドル、ニ

ュージーランド・ドル、シンガポール・ド

ル、タイ・バーツ(100 万バーツ未満)、円

送金指定日前営業日 

23 時 

送金指定日前営業日 

21 時 

 Ｂ．外貨預金振替の取扱通貨追加 

英ポンド、オーストラリア・ドル、中国元を取扱通貨に追加します。 

すでに当該通貨の外貨預金、および円貨預金を海外送金受付サービスの支払指定口座として届け出ているお客

さまは、事前の申し込みなく取り引きをご利用になれます。 

 Ｃ．操作性向上のための機能追加・機能改善 

(a)一時保存可能件数を１件から25件に拡大します。 

(b)過去の取引内容を再利用して新たなお取り引きを作成することができるようになります。 

(c)仕向送金・輸入信用状発行依頼において、全銀形式ファイルのアップロード機能により、複数のお取り引き

をまとめて依頼することができるようになります。 

(d)取引結果について、ＰＤＦ形式、ＣＳＶ形式、全銀形式ファイルでのダウンロードが可能となります。 

(e)照会・振込サービス同様、承認依頼したお取り引きの引戻しができるようになります。 

(f)ステータスの名称見直しにより、お取り引きの状態がよりわかりやすくなります。詳しくは１１ページをご

覧ください。 

 

このほかにもさまざまな機能追加・操作性の改善をおこないます。 

詳しくは、平成２８年４月中旬に横浜銀行ホームページに掲載するお知らせをご覧ください。 
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【ご参考】ステータスの変更について 

 

１．仕向送金、輸入信用状発行依頼・条件変更 

場面 リニューアル後 リニューアル前 

社内で承認待ちとなっている状態 承認待ち 入力中 

社内で一次承認待ちとなっている状態 一次承認待ち【新設】 - 

社内で 終承認待ちとなっている状態 終承認待ち【新設】 - 

社内で承認者が差戻しをおこなった状態 差戻済み 差戻し 

社内で依頼者が引戻しをおこなった状態 引戻済み【新設】 - 

お取扱不可となり、横浜銀行からお客さまに取り引きの

返却をおこなっている状態 
返却済み 返却 

社内で依頼データの承認が完了している状態 申込済み 受付中 

横浜銀行への申し込みが完了している状態 受付中 依頼済 

横浜銀行で取り引きを受け付けた状態(＝①) 受付中 受付済 

①の翌営業日 処理済み 処理済 

２．外貨預金振替依頼 

状態 リニューアル後 リニューアル前 

社内で承認待ちとなっている状態 承認待ち 入力中 

社内で一次承認待ちとなっている状態 一次承認待ち【新設】 - 

社内で 終承認待ちとなっている状態 終承認待ち【新設】 - 

社内で承認者が差戻しをおこなった状態 差戻済み 差戻し 

社内で依頼者が引戻しをおこなった状態 引戻済み【新設】 - 

お取扱不可となり、横浜銀行からお客さまに取り引きの

返却をおこなっている状態 
返却済み 返却 

社内で依頼データの承認が完了している状態 申込済み 受付中 

横浜銀行で取り引きを受け付けた状態(＝②) 処理済み 受付済 

②の翌営業日 処理済み 処理済 

 
仕向送金、輸入信用状発行依頼・条件変更にて、横浜銀行で取り引きを受け付けた状態か否かは、取引照会画面への決済明

細・手数料明細の表示有無で確認できます。 

【ご参考】仕向送金 取引照会画面 
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【お問い合わせ先】 

   横浜銀行ＥＢ照会デスク      ０１２０-８９０-４５８ 

電話受付時間：月曜日から金曜日の 9：00～19：00  
ただし、祝日・休日および 12 月 31 日から 1 月 3 日を除きます。 
※17：00 以降はビジネスサポートダイレクトの操作に関するお問い合わせのみとなります。 


