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オフィスにいながら、銀行取引業務を可能にした本格的オンラインバンキングシステム『大臣バンク』。

最新環境への対応、多彩な機能と抜群の操作性で、初めての方でも簡単に使いこなすことができます。

急な振込依頼、定期的な大量の支払い、売掛金などの回収業務の効率化、さらに最新の取引情報の入手など、

様々な企業ニーズに応えます。

『大臣バンク』がオフィスの資金管理や経理業務の大幅な合理化を一気に実現します。

ANSER-SPCによるリアルタイム銀行取引
ANSER-SPCの利用で、最新の預金情報をリアルタイムの取引で活用でき、資金の移動を素早く行えます。
※お取引先金融機関とのANSER-SPCでのご契約が必要となります。あらかじめお取引先金融機関へご相談ください。

全銀協TCP/IP手順による一括伝送
全国銀行協会の標準プロトコル、TCP/IP手順に対応しました。大量の振込データを一括で高速処理できます。

共同CMSによる一括送受信
共同CMSに対応。複数のお取引金融機関のデータを一括して送受信できます。

※お取引先金融機関との全銀協TCP/IP手順でのご契約が必要となります。あらかじめお取引先金融機関へご相談ください。

●『大臣シリーズ』と同じユーザーインターフェースと操作性を実現。入力業務を簡単に行えます。
●『大臣シリーズ』をご利用のお客様は、給与振込のFD出力をFB通信に切り替えるだけ。銀行振込をオンライン化して業務を効率化できます。
　他社製品をご使用中の場合でも、『大臣シリーズ』からFD出力したデータを再度オンラインバンキングソフトに読み込む作業が不要になります。
●『大臣シリーズ』とシームレスに連動。仕訳伝票の自動起票や売掛金の自動消し込み処理が可能になり、経理業務の合理化を実現します。

『大臣バンク』『大臣シリーズ』のデータ
連動で、トータルな会計管理システムを
構築できます。

●会計系の『大臣シリーズ』から、仕訳データ
をもとに作成した総合振込データを受信し、
自動振込。
●入出金データを会計系の『大臣シリーズ』に
送信し、仕訳データを作成。
●『給与大臣』より給与・賞与の振込データを
受信し、自動振込。住民税も振込可能です。
●『販売大臣』より得意先からの入金データを
受信し、買掛金の支払振込データを送信。

『大臣シリーズ』との抜群の相性で、経理業務の大幅な効率化に貢献します。

『大臣シリーズ』と
データを連動し、
業務ネットワーク化。

受信送信

金 融 機 関

業務効率をさらにアップさせる、多彩な機能

総合振込データ

入出金データ

総合振込データ

入出金データ

総合振込データ

入出金データ

総合振込データ 総合振込データ 総合振込データ

入出金データ

総合振込データ

入出金データ

給与振込
賞与振込
地方税納付
データ

連動の一例

銀行へ出かけなくても、
オフィスの中で取引完了！
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導入 初めての方でも安心。カンタン操作の導入ガイド。

導入ガイド

初めての方でも違和感なく使用できる『導入ガイド』をご用意。

パスワード認証
外部利用者による不正な操作を防止するため、起動時に必ずパスワード認証（ログイン）
を行います。利用者の制限により、セキュリティ管理を高めます。

自社口座／通信方式／通信環境をガイド
（案内）に沿って簡単に設定できます。項目
ごとに詳細な説明がわかりやすく表示され、
入力ミスがあった場合にも、どこが間違って
いるのかを表示します。
また、導入ガイド終了後も次の実行手順の
案内を表示。導入から実運用までを、安心
してスムーズに行うことができます。

メインメニュー

『大臣バンク』の基本は、キーボードのカーソルキーで項目を選び
決定キーを押すだけのカンタン操作。もちろんマウス操作や数値
入力、Windowsプルダウンメニューなど、使いやすい方法で
全ての項目をご利用いただけます。

お好みで使い分けられるカンタン操作

基幹業務のため極限まで単純化されたインターフェースは、思
考や作業を妨げず、かつ快適なレスポンスを提供します。

効率を重視したインターフェース

銀行支店辞書登録
最新の銀行支店辞書を標準搭載しています。
また、DMSS（保守サービス）ユーザー様であれば、インターネット
経由で常に最新の情報をダウンロードできます。

支店辞書登録画面

銀行辞書登録画面

お申し込みから運用まで

サービスご利用の契約 設定・通信テスト 運用開始

ANSER-SPCなどを含む使用開始の
ための金融機関とのご契約

導入ガイドやFAQサイトを
ご利用いただけます

オンラインバンキングシステム大臣バンクⓇ



照会 さまざまな銀行取引業務をスムーズに処理、驚くほどの効率化を図ります。
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入出金明細照会
パソコンから直接入出金明細を照会できます。
受信した明細をPC内に保存するため再度通信する必要がなく、参照をスピーディに行えます。
『大臣バンク』からファイルを出力して他システムで利用したり、Excelでの閲覧や加工も可能です。

残高照会 振込振替照会
口座ごとの振込振替を照会できます。
また、振込振替の1件ごとに詳細な内容確認が可能です。

複数銀行の各種口座で、前日・当日の預金残高を照会。ANSER- 
SPCでは月末残高も分かります。もちろん印刷も可能です。

入出金明細照会画面  画面・印刷項目の設定により必要な項目だけの出力も可能です。

項目設定画面

入出金明細照会（全銀協TCP/IP手順）

『大臣シリーズ』との連動

残高照会画面（全銀協TCP/IP手順）

振込振替画面（ANSER-SPC）

※サービス内容は金融機関によって異なる場合があります。あらかじめ取引金融機関にご相談ください。

『大蔵大臣』をはじめとする会計シリーズ、および『販売大臣』との連動により、受信したデータを仕訳伝票として自動作成できます。
再入力作業を不要とすることで、業務効率を大幅に改善します。

大蔵大臣画面暗証番号入力画面

入出金明細照会(全銀TCP/IP手順)
XXXX/04/03 Page:   1

　　応研株式会社

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月 3日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

勘定日 取引区分 入金額 出金額 摘要 振込依頼人コード 振込依頼人名 又は 契約者番号

XXXX/04/01 現金         280,600

XXXX/04/01 現金         321,000 ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜｼﾖｳﾘﾖｳ

XXXX/04/01 振込 1000000000015,89 ｶ)ﾌｸｵｶﾎﾞｳｴｷ

XXXX/04/02 振込 2000000000004,552 ｶﾅｶﾞﾜｼﾞﾑｷ(ｶ

XXXX/04/02 振込 3000000000008,651,2 ﾀﾞｲｼﾞﾝﾊﾞﾝｸ(ｶ

XXXX/04/02 振替         145,200

XXXX/04/03 交換          21,100

XXXX/04/03 振込 4000000000008,561 ｲ)ｶｺﾞｼﾏｸﾘﾆｯｸ

XXXX/04/03 振込 5000000000000,651,1 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾎｹﾝ(ｶ

勘定日 仕向銀行名 仕向店名 照会番号 EDI情報

1000000010/40/XXXX

2000000010/40/XXXX

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ﾃﾝｼﾞﾝ 00000003 21-1108

XXXX/04/02 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｶﾅｶﾞﾜ 00000004 31-2456

XXXX/04/02 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｼﾝｼﾞﾕｸ 00000005 210-0103

6000000020/40/XXXX

7000000030/40/XXXX

XXXX/04/03 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｶｺﾞｼﾏ 00000008 158900

XXXX/04/03 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｻﾂﾎﾟﾛ 00000009 114-0404
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振込 多岐にわたる振込業務全般をリアルタイムに。

振込全般
オフィスのPCから取引先や給与の振込を行う
ことで、経理業務を一気に効率化します。
毎月同じ振込が発生する場合など、振込日や
金額を変更するだけで振込が完了。一度振込
した口座はグループごとに管理できます。
また、当方負担／先方負担の設定が可能で、
面倒な手数料計算も自動で行います。

登録された社員口座へ、金額指定だけの手
軽さで給与・賞与を振込できます。
給与明細などの一覧も印刷可能です。

給与・賞与振込
引落口座を登録し、金額指定のみで振替。
口座振替を素早くオンラインで処理します。 
請求明細などの一覧も印刷できます。

口座振替
納付先自治体の情報を登録し、金額の入力
だけで振込データを作成。納付状況も確認
できます。給与金額などの固定額は継続可
能で、面倒な再設定は不要です。

地方税納付

総合振込画面

全銀協TCP/IP手順のみ全銀協TCP/IP手順のみ全銀協TCP/IP手順のみ

20桁の金融EDI（マッチングキー方式）に対
応。資金移動データと商取引データのマッ
チングを判別できます。

金融EDI対応

振込通信前には振込
用の暗証番号入力を
必須とし、第三者によ
る振込を防止します。

セキュリティ
総合振込、給与・賞与
振込、口座振替、地方
税納付などの履歴を
確認できます。

振込履歴

『給与大臣』との連動

『給与大臣』と連動し、給与・賞与に関する面倒な振込業務を自動処理。業務フローを格段に改善します。

FB通信画面

給与大臣Super
入力画面

※サービス内容は金融機関によって異なる場合があります。あらかじめ取引金融機関にご相談ください。

オンラインバンキングシステム大臣バンクⓇ



便利な機能 抜群の操作性と最新機能で、経理業務全般の効率化をサポートします。
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イニシャル・サーチ

ログ管理一覧表 データ最適化
データベースの障害修復や最適化機能を搭載しています。会社／
辞書／システムデータベースを最適化し、データを縮小できます。

ユーザー登録
『大臣バンク』のユーザーを、アカウントとパスワードで管理。
登録ユーザー以外の誤用・悪用を防止できます。
ユーザーごとに使用できるメニューの管理も可能です。

『大臣バンク』の履歴を保存、一覧で確認できます。エラー発生時
に過去に遡って調査する場合など、原因究明に役立ちます。

データコピー ファイル出力
作成したデータをCSVデータに出力できます。CSVデータは、
Excelをはじめとする様々な表計算ソフトで利用可能です。

作業終了ごとにデータコピーの確認を行い、コピー作業漏れ防止
に役立ちます。データを圧縮してのバックアップも可能です。

キー入力に応じて検索候補を自動で絞り込むイニシャル・
サーチや、カナ・コード・名前から多様な検索を行うカナ
検索機能が利用できます。
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帳票 使いやすく、見やすい帳票を作成できます。

出力帳票サンプル

振込入金照会（全銀協TCP/IP手順）

口座振替照会（全銀協TCP/IP手順）

預金残高照会（全銀協TCP/IP手順） 残高照会（ANSER-SPC）

振込振替照会明細（ANSER-SPC） 入出金明細照会（全銀協TCP/IP手順）

振込振替（ANSER-SPC）

入出金明細照会（全銀協TCP/IP手順）

入出金明細照会（ANSER-SPC）

オンラインバンキングシステム大臣バンクⓇ

口座振替照会(全銀TCP/IP手順)
XXXX/04/30 Page:   1

　　応研株式会社

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月30日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

引落日 銀行名
支店名

預金種目
口座番号

口座名
顧客コード

振替金額 状態

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ｼﾞﾝｼﾞﾕｸ

普通預金
0000002

ﾄｳｷﾖｳﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
12345678901234567890

            10,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ﾃﾝｼﾞﾝ

普通預金
0000003

ﾌｸｵｶﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000020000000002

            11,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ｻﾂﾎﾟﾛ

普通預金
0000004

ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000030000000003

            12,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ｾﾝﾀﾞｲ

普通預金
0000005

ﾐﾔｷﾞﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000040000000004

            10,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ｶﾅｻﾞﾜ

普通預金
0000006

ｲｼｶﾜﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000050000000005

            11,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ﾅｺﾞﾔ

普通預金
0000007

ｱｲﾁﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000060000000006

            10,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ｵｵｻｶ

普通預金
0000008

ｵｵｻｶﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000070000000007

            12,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ﾋﾛｼﾏ

普通預金
0000009

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000080000000008

            10,000円 振替済

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ
ﾏﾂﾔﾏ

普通預金
0000009

ｴﾋﾒﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
00000000090000000009

            11,000円 振替済

預金残高照会(全銀TCP/IP手順)
XXXX/04/01 Page:   1

　　応研株式会社

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ 口数 1

会社名 1234567 ｵｳｹﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

残高情報
残高データ作成日 XXXX年 4月 1日 最終取引日 XXXX年 3月31日

日付 金額

前日残高 XXXX年 3月31日               1,234,500,000

当日残高 XXXX年 4月 1日  0時 0分               1,234,567,890

当日残高の内訳(①+②-③)
支払可能金額①       1,730,000,000 貸越極度額③         500,000,000

他店券残高②           4,567,890

残高照会(ANSER-SPC)
XXXX/04/02 Page:   1

　　応研株式会社

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 1

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

ANSER-SPC サービス情報
サービス名 1000  当日・前日・先月末の残高照会 受信日時 4月 2日 12時 0分

残高情報
残高確定日時 4月 2日 12時 0分

日付 残高区分 金額

前月残高 3月 31日 預金残高         500,000,000

前日残高 4月 1日 預金残高       1,000,000,000

当日残高 4月 2日 預金残高       1,234,500,000

当日残高の内訳
引出可能金額       1,234,500,000 本日資金化予定額                   0

残高中小切手金額                   0 残高中他店券金額                   0

他店券残高                   0 提示済他店券残高                   0

振込振替照会明細(ANSER-SPC)
XXXX/04/01 Page:   1

　　応研株式会社

ANSER-SPC サービス情報
サービス名 7300  振替照会 受信日時 4月 1日 12時 0分

振込元口座(自社口座)
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

振込先口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通

支店名 新宿支店 口座番号 0000001

口座名 ﾀﾞｲｼﾞﾝﾊﾞﾝｸ(ｶ

振込振替情報
受付番号 振込 0416-001 受付状態

振込振替日付 指定日 4月 1日

預入番号 12345 通知預金口数 0口

金額            500,000円 手数料            630円

税金                  0円 国税              0円 地方税              0円

利息                  0円 税引後利息              0円

振込ﾒｯｾｰｼﾞ 210-0401

備考

入出金明細照会(全銀TCP/IP手順)
XXXX/04/07 Page:   1

　　応研株式会社

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月 7日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

勘定日 取引区分 入金額 出金額 摘要 振込依頼人コード

XXXX/04/01 現金         280,600
XXXX/04/01 現金         321,000 ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜｼﾖｳﾘﾖｳ

XXXX/04/01 振込 1000000000015,89

XXXX/04/02 振込 2000000000004,552
XXXX/04/02 振込 3000000000008,651,2

XXXX/04/02 振替         145,200

XXXX/04/03 交換          21,100
XXXX/04/03 振込 4000000000008,561

XXXX/04/03 振込 5000000000000,651,1

XXXX/04/04 現金          89,100
XXXX/04/04 現金         111,670

XXXX/04/04 現金         189,630

XXXX/04/04 振込 6000000000000,885
XXXX/04/04 振込 7000000000000,986,5

XXXX/04/04 振込 0987654321095,087,3

XXXX/04/04 振替          25,650 ｶﾞｽｼﾖｳﾘﾖｳ
XXXX/04/07 交換          18,970

XXXX/04/07 振込 8000000000009,661

XXXX/04/07 振込 0987654321000,981
XXXX/04/07 振込 0987654321010,562

振込入金照会(全銀TCP/IP手順)
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　　応研株式会社

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月10日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

報情IDE名店向仕名行銀向仕名人頼依込振ドーコ人頼依込振額金入日定勘

XXXX/04/01         123,400 0000000001 ｶｻｵｵﾝﾞｼｲﾞﾀｶ(ｽﾞﾋｰｻｶｻｵｵ 12345-001

XXXX/04/02         200,000 0000000002 ﾜﾞｶﾅｶﾝﾞｼｲﾞﾀｸﾞﾎﾞﾄﾜﾞｶﾅｶ)ｶ 00002-002

XXXX/04/03         300,000 0000000003 ﾘﾓｵｱﾝﾞｼｲﾞﾀﾝｴｸﾞｶﾘﾓｵｱ)ｸﾞｶ 00003-003

XXXX/04/04         400,000 0000000004 ｶｵｸﾌﾝﾞｼｲﾞﾀｷﾑﾞｼｶｵｸﾌ)ｶ 00004-004

XXXX/04/05         500,000 0000000005 ｳﾞﾄｲｶﾂﾎﾝﾞｼｲﾞﾀｸﾂﾆﾘｸｳﾞﾄｲｶﾂﾎ)ｲ 00005-005

XXXX/04/06         600,000 0000000006 ﾄﾓﾏｸﾝﾞｼｲﾞﾀﾝｻｲｽﾄﾓﾏｸ)ｶ 00006-006

XXXX/04/07         700,000 0000000007 ﾁｲｱﾝﾞｼｲﾞﾀｶ(ﾂｾﾝｹﾁｲｱ 00007-007

XXXX/04/08         800,000 0000000008 ﾒﾋｴﾝﾞｼｲﾞﾀｶ(ﾑﾃｽｼﾒﾋｴ 00008-008

XXXX/04/09         900,000 0000000009 ﾃﾜｲﾝﾞｼｲﾞﾀﾞｸﾝﾆｰﾘｸﾃﾜｲ)ﾕ 00009-009

XXXX/04/10       1,000,000 0000000010 ｳﾖｷｳﾄﾝﾞｼｲﾞﾀﾙﾃﾎｳﾖｷｳﾄ)ｶ 00010-010

振込振替(ANSER-SPC)
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　　応研株式会社

グループ情報
グループ [0001] 振込先グループ１

振込日 XXXX年 4月 1日 振込方式 口座者番号<86>

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 1

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

合計金額
手数料区分 入力振込金額 銀行振込金額 振込件数

・当方負担            750,000            750,000         5

・先方負担            300,000            299,370         1

総合計⇒          1,050,000          1,049,370         6

振込情報

ｺｰﾄﾞ 銀行名
支店名

預金種目
口座番号

口座名(ﾌﾘｶﾞﾅ)
振込メッセージ

受取人番号
手数料区分

振込金額
手数料

差引後金額 状態

000001 大臣銀行
新宿支店

普通預金
1111111

ｵｵｸﾗﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
担負方当ﾝﾞｼｲﾞﾀﾗｸｵｵ

      150,000
          630

      150,000 送信予約

000002 大臣銀行
天神支店

普通預金
2222222

ﾊﾝﾊﾞｲﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
ﾊﾝﾊﾞｲﾀﾞｲｼﾞﾝ-2 先方負担

      300,000
          630

      299,370 送信予約

000003 大臣銀行
札幌支店

普通預金
3333333

ｷﾕｳﾖﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
担負方当ﾝﾞｼｲﾞﾀﾖｳﾕｷ

      150,000
          630

      150,000 送信予約

000004 大臣銀行
仙台支店

普通預金
4444444

ｺｷﾔｸﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
担負方当ﾝﾞｼｲﾞﾀｸﾔｷｺ

      150,000
          630

      150,000 送信予約

000005 大臣銀行
金沢支店

普通預金
5555555

ﾌｸｼﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
担負方当ﾝﾞｼｲﾞﾀｼｸﾌ

      150,000
          630

      150,000 送信予約

000006 大臣銀行
名古屋支店

普通預金
6666666

ｹﾝｾﾂﾀﾞｲｼﾞﾝ(ｶ
担負方当ﾝﾞｼｲﾞﾀﾂｾﾝｹ

      150,000
          630

      150,000 送信予約

入出金明細照会(全銀TCP/IP手順)
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　　応研株式会社

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月 3日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 普通預金

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

勘定日 取引区分 入金額 出金額 摘要 振込依頼人コード 振込依頼人名 又は 契約者番号

XXXX/04/01 現金         280,600

XXXX/04/01 現金         321,000 ｹｲﾀｲﾃﾞﾝﾜｼﾖｳﾘﾖｳ

XXXX/04/01 振込 1000000000015,89 ｶ)ﾌｸｵｶﾎﾞｳｴｷ

XXXX/04/02 振込 2000000000004,552 ｶﾅｶﾞﾜｼﾞﾑｷ(ｶ

XXXX/04/02 振込 3000000000008,651,2 ﾀﾞｲｼﾞﾝﾊﾞﾝｸ(ｶ

XXXX/04/02 振替         145,200

XXXX/04/03 交換          21,100

XXXX/04/03 振込 4000000000008,561 ｲ)ｶｺﾞｼﾏｸﾘﾆｯｸ

XXXX/04/03 振込 5000000000000,651,1 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾎｹﾝ(ｶ

勘定日 仕向銀行名 仕向店名 照会番号 EDI情報

10000000XXXX/04/01

20000000XXXX/04/01

XXXX/04/01 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ﾃﾝｼﾞﾝ 00000003 21-1108

XXXX/04/02 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｶﾅｶﾞﾜ 00000004 31-2456

XXXX/04/02 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｼﾝｼﾞﾕｸ 00000005 210-0103

60000000XXXX/04/02

70000000XXXX/04/03

XXXX/04/03 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｶｺﾞｼﾏ 00000008 158900

XXXX/04/03 ﾀﾞｲｼﾞﾝ ｻﾂﾎﾟﾛ 00000009 114-0404

入出金明細照会(ANSER-SPC)
XXXX/04/19 Page:   1

　　応研株式会社

ANSER-SPC サービス情報
サービス名 2400  入出金明細照会（日付指定なし） 受信日時 XXXX年 4月 1日 12時  0分

期間 XXXX年 4月 1日～XXXX年 4月19日

自社口座
銀行名 大臣銀行 預金種目 1

支店名 本店 口座番号 1234567

口座名 ｵｳｹﾝ(ｶ

明細情報

ﾞｼｰｾｯﾒ込振名店支手相名行銀手相要摘額金出額金入付日扱取
XXXX/04/01        150,000 ﾝﾞｼﾝﾃﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀﾗｸｵｵ 0401-001

XXXX/04/02        300,000 ﾜﾞｶﾅｶﾝﾞｼｲﾞﾀ2-ﾝﾞｼｲﾞﾀｲﾞﾊﾝﾊ 0402-001
XXXX/04/03         10,000 ｸﾕﾞｼﾝｼﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀﾖｳﾕｷ 0403-001

XXXX/04/04         10,000 ｸﾕﾞｼﾝｼﾝﾞｼｲﾞﾀｲﾞｶﾁﾏｸﾞｶﾝｷ 0404-001
XXXX/04/05        150,000 ｸﾕﾞｼﾝｼﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀﾖｳﾕｷ 0405-001
XXXX/04/06         12,000 ﾝﾃﾝﾎﾝﾞｼｲﾞﾀｼﾞﾄﾓｽﾞｶ
XXXX/04/07        150,000 ﾏｼﾞｺｶﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀｸｬｷｺ 0407-001

XXXX/04/08        300,000 ﾛﾟﾎﾂｻﾝﾞｼｲﾞﾀ2-ﾝﾞｼｲﾞﾀﾂｾﾝｹ 0408-001
XXXX/04/09         50,000 

XXXX/04/10        250,000 
XXXX/04/11        150,000 ﾏﾔﾂﾏﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀｼｸﾌ 0411-001

XXXX/04/12        300,000 ﾏｼﾛﾋﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀﾞｼﾝﾞｼ 0412-001
XXXX/04/13        150,000 ｶｻｵｵﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀﾖｳﾕｷ 0413-001
XXXX/04/14        150,000 ﾔﾞｺﾅﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀｷｴｳｺ 0414-001

XXXX/04/15        150,000 ﾜﾞｻﾅｶﾝﾞｼｲﾞﾀﾝﾞｼｲﾞﾀｳｮﾘｲ 0415-001

XXXX/04/16         12,000 ﾝﾃﾝﾎﾝﾞｼｲﾞﾀｸﾝﾞﾊﾝﾞｼｲﾞﾀ 0416-001
XXXX/04/17        150,000 ﾞﾊﾁﾝﾞｼｲﾞﾀｶﾝﾞｹﾂﾞﾍｺﾗｸｵｵ 0417-001

XXXX/04/18        300,000 ﾞｷﾁﾄﾝﾞｼｲﾞﾀ2-ﾝﾞｼｲﾞﾀｳﾖﾞｷｳﾕｼ 0418-001
XXXX/04/19        450,000 ﾝﾃﾝﾎﾝﾞｼｲﾞﾀｳｮﾘﾝｼｳﾂ 0419-001
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使用機器

検 索大臣バンク
お問い合わせは

※大臣バンクは応研株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Windows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。
※その他、会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。
※本カタログに掲載の内容・仕様およびプログラム画面につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

大臣バンクⓇ

OS

CPU

メモリ

ディスプレイ

Windows 10
Windows 8.1
Windows 7 SP1

ご利用のOSが動作するCPU

ご利用のOSが動作するメモリ容量

1024×768以上

ハードディスク

プリンター

プログラム
データ

： 約150MB以上
： 一社あたり5MB以上必要 ＊1

ご利用のOSで使用可能なプリンター ＊2

通信機器 全二重モデム、またはTA

通信回線 公衆回線またはISDN回線 ＊3

※Windows RTには対応しておりません。
※スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。
※64ビットOSに対応しております。
＊1  この他に一時的な作業領域として、50MB以上（データ量に依存）の空きが必要です。
＊2  プリンターの機種およびプリンタードライバーのバージョンによっては印字できない帳票があります。取扱代理店にお問い合わせください。
＊3  IP電話回線は動作保証しておりません。

仕様(データ件数)

※最新の銀行・支店辞書、市区町村辞書搭載

大臣シリーズ連動
ANSER-SPC

全銀協TCP/IP手順

共通

自社口座
振込先口座
振込振替グループ
振込振替データ
自社口座
振込先口座
社員口座
引落先口座
地方税納付先
総合振込グループ
総合振込データ
給与・賞与振込グループ
給与・賞与振込データ
口座振替グループ
口座振替データ
地方税納付グループ
地方税納付データ
会社データ
銀行
支店
振込手数料
市区町村
ユーザー

最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大
最大（一銀行あたり）
最大
最大
最大

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

9,999
99,999
9,999
65,535
9,999
99,999
99,999
99,999
9,999
9,999
65,535
9,999
65,535
9,999
65,535
9,999
65,535
9,999
10,000
1,000
10,000

1,000,000
9,999

大蔵大臣

福祉大臣

建設大臣

公益大臣

医療大臣
大蔵大臣 個別原価版

販売大臣

顧客大臣
給与大臣

人事大臣
就業大臣

Super
Standard
Super
保育園版
クラウド
Super
Standard
会計編
Super
Standard

Super
Standard
Super
Standard

Super
Standard

○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
×
○
×
×
○
×
×
×

※別途、取引金融機関との契約および月々の使用料が必要です。あらかじめ取引金融機関にご相談ください。
※本製品のインストール・操作指導などに要する費用は、上記の商品価格に含まれておりません。
　詳しくは取扱代理店にお問合わせください。

価格（税抜）

大臣バンク
スタンドアロン 大臣バンク スタンドアロン円30,000 円15,000 円42,750 円55,800 円67,500

※DMSS（保守サービス）の特典については、弊社ホームページをご覧ください。
※DMSS料金にプログラムのセットアップ料、設定料、指導料は含まれておりません。

DMSS（保守サービス） 5 年4 年3 年1 年

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目27-12 応研新宿ビル
〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目2-34 応研ビル
〒060-0005 札幌市中央区北五条西6丁目2-2 札幌センタービル
〒980-0013 仙台市青葉区花京院1丁目1-20 花京院スクエア
〒920-0024 金沢市西念4丁目18-40 N・Yビル
〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目9-11 丸の内伏見通ビル
〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-18 住友中之島ビル
〒730-0043 広島市中区富士見町16-22 ロアール富士見町
〒790-0003 松山市三番町6丁目8-1 太陽生命松山ビル

TEL.03-3299-0789　FAX.03-3299-0707
TEL.092-715-2789　FAX.092-735-1821
TEL.011-221-5567　FAX.011-221-5568
TEL.022-224-3155　FAX.022-224-4230
TEL.076-233-7608　FAX.076-233-7604
TEL.052-202-0070　FAX.052-202-0066
TEL.06-6443-8787　FAX.06-6441-2333
TEL.082-248-2021　FAX.082-248-2071
TEL.089-998-2472　FAX.089-998-2662

東　京
福　岡
札　幌
仙　台
金　沢
名古屋
大　阪
広　島
四　国
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