商工中金からのお知らせ
ＳＨＯＫＯ ＣＨＵＫＩＮ ＢＡＮＫ
平成25年11月11日
商 工 中 金

『口座確認サービス』のご案内
平成 25 年 11 月 11 日(月)より、商工中金ダイレクト(インターネットバンキング、モバイルバンキング)によ
るお振込につきまして、お客さまが入力された振込先口座情報を確認して、振込先の「口座名義人名」
を、確認画面に自動表示する(入力を省略する)サービスを開始いたしました。
1 サービス対象
口座確認サービスがご利用いただける時間帯および対象となる銀行は、以下のとおりです。
＜「口座確認サービス」対象一覧＞
インターネットバンキング、モバイルバンキングが対象です。
曜日※１
サービス時間
サービス対象金融機関
平日（月～金）
8 時～21 時
みずほ、三菱東京ＵＦＪ、三井住友、りそ
な、埼玉りそな、ジャパンネット、セブン、
楽天、イオン、あおぞら※２、新生、シティ
土、日、12 月 31 日 9 時～17 時
バンク、ゆうちょ、商工中金
※１ 祝日、振替休日、1 月 1～3 日は、 ご利用になれません（ただし、1 月 1 日を除く祝日が日曜日と重なった
場合は、 ご利用になれます）。
※２ ただし、あおぞら銀行の平日のサービス時間は 8：45～19：00 となります。

2 操作方法
2.1 上記のサービス時間帯に、対象銀行あてに振込む場合
① [振込・振替]口座情報入力画面において、ご指定の銀行名、支店名、預金種目、口座番号をご入
力ください。
別紙（Ａ）
② [振込・振替]確認画面において、振込先の口座名義人名が表示されますので、ご希望のお振込
先であることを、ご確認ください。
別紙（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）
※登録済の振込先情報を利用して、振込される場合も、口座確認を行います。
確認画面には、口座確認後の口座名義人名を表示しますので、ご希望のお振込先であることを、
ご確認ください。（登録済の名称に誤りがあった場合は、再登録してください）。
※振込先の銀行の都合等により、確認できない場合もございます。
【ご注意ください】

振込・振替を完了させずに、口座確認のみ（確認画面まで）を所定の回数以上行うと、口座確認サー
ビスを停止（ロック）させていただきます。
2.2 口座確認サービス時間外
① 振込先の口座名義人名を、[振込・振替]口座情報入力画面でご入力ください。
別紙（Ｅ）

※[振込・振替]口座情報入力画面において、銀行名、支店名、預金種目、口座番号に加えて、口
座名義人名もご入力ください。
② [振込・振替]確認画面において、振込先の口座名義人名が、ご希望のお振込先であることをご確
認ください。
別紙（Ｆ）
※登録済の振込先情報を利用したお振込の場合、ご登録済の口座名義人名が表示されます。

2.3 口座確認サービス時間中に、対象外の金融機関へ振込む場合
① [振込・振替] 口座情報入力画面の次に、口座名義人名入力画面が表示されますので、口座名義
人名をご入力ください。
別紙（Ｇ）
※口座確認の対象でも、振込先の銀行の都合等により、確認できない場合も含みます。

② [振込・振替]確認画面において、振込先の口座名義人名が表示されますので、ご希望のお振込
先であることをご確認ください。
別紙（Ｈ）
※登録済の振込先情報を利用したお振込の場合、ご登録済の口座名義人名が表示されます。

別紙 画面サンプル
※インターネットバンキングの画面サンプルです（実際の画面と異なる場合がございます）。
モバイルバンキングにおきましても、インターネットバンキングに準じて画面が推移いたします。
１ 口座確認対象の振込先情報を個別に入力し、口座確認が正常にできた場合
サンプ ル

「[振込・振替]口座情報入力画面」

（Ａ）

前画面ま でで、金融
機関、支店を選択し
てください。

ダイレクト銀行

科目を選択し、口座
番号をご入力く ださ
い。

「確認画面① (口座確認できた場合)」
※登録済の振込先へ振込む場合も、口座確認結果と登録済の口座名義人名が一致した場合も含み
ます。

サンプ ル

（Ｂ）

１００００００

ダイ レクト銀 行

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

口座名義人名が自
動表示さ れま す の
でご確認ください。

「確認画面② （登録済の振込先へ振込み、口座確認の結果と登録済の名称が不一致の場合）」
サンプ ル

（Ｃ）
この部分に、｢口座確認の結
果、登録済の名称と、口座確
認結果の名称が不一致で、
口座確認結果の名称で振込
むので、確認していただきた
い｣旨のメッセージが表示さ
れますのでご確認ください。
1000000

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

＊お客さまの入力 した（または登 録済の）口座名 義人名 と、 振込・振替 先の金融機 関 で
登録されてい る名称が 異なっております。正 しい名義人 であ ることを ご確認 下さい。

ダイレクト銀行

池袋支店

9100000

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾊﾅｺ

「確認画面③ （登録済の振込先へ振込み、口座確認を行ったが、名称を確認できなかった場合）」
サンプ ル

（Ｄ）

こ の部分に、「口座確認で
きなかったので、登録済み
の名義人名で振込む」旨の
メッセージが表示さ れま す
のでご確認ください。
1000000

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

＊振込・振替 先金融 機関におい て、口座 名義人 名を確認 できませんでした。 お客さまが
入力した（または 登録済の）口座 名義 人名 でお取 引を継続 しますので正しい振込・振 替先
かどう かご確認下さい。

ダイ レクト銀 行

大阪支店

1000001

2 サービス時間外に、口座確認対象の振込先情報を個別に入力して振込む場合
「口座情報入力画面 」

サンプ ル

※口座確認対象の銀行、対象外の金融機関共通です。

（Ｅ）

サ ー ビ ス対 象時 間 外
は 、従来通り、口座番
号 と 口座 名 義人 名 を
同一の入 力画面 でご
入力ください。
入力さ れた 口座 名義
人 名 で 振込 を行 い ま
す。
※登録済の振込先に
振 込 む 場合 、 登 録
済の口座名義人名
で振込を行います。

「確認画面」

サンプ ル

（Ｆ）

こ の部分に、「口座確認で
きなかったので、入力さ れ
た（ま たは 登録済の）名義
人名で振込む」旨のメッセ
ージが表示されますのでご
確認ください。

1000000

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

＊振込・振替 先金融 機関におい て、口座 名義人 名を確認 できませんでした。 お客さまが
入力した（または 登録済の）口座 名義 人名 でお取 引を継続 しますので正しい振込・振 替先
かどう かご確認下さい。

ダイレクト銀行

東京支店

1000001

3 サービス時間中に、振込先情報を個別に入力して、対象外の金融機関へ振込む場合
※上記１[振込・振替]口座情報入力画面の次に、以下の「口座名義人名入力画面」が表示されます。
以降の画面推移の変更はございません。
※サービス時間中に、振込先情報を個別に入力して、口座確認の対象銀行に振込んだが、口座確認
できなかった場合も同じです。
「口座名義人名入力画面」

サンプ ル

（Ｇ）
こ の部分に、メ
ッセージ が表
示されます。
振込・振替先金融機関が、当金庫、当金庫の口座確認対象ではない等の理由により、振込・振替先口座名義人名が
確認(自動表示)できませんでした。個別に名義人名を入力して下さい。
商中銀行

振込先の口座名
義人名をご入力
ください。

東京支店

「確認画面」

サンプ ル

（Ｈ）

入力された口座名義
人名が表示さ れま す
のでご確認ください。
１００００００

商中銀行

東京支店

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

ｼﾖｳﾁﾕｳ ﾀﾛｳ

１００1011

＜お問い合わせ先＞
商工中金ダイレクトバンキングセンター
フリーダイヤル：0120-299-233（一般のお客さま）
0120-064-056(ご契約者の方専用)
受付時間：平日（営業日）9 時～19 時

