
ＷEB口座振替受付サービス

（契約者様用）

操 作 手 順 書

九州デジタルソリューションズ株式会社

２０２１年１１月



Ⅰ．WEB口座振替受付サービスについて

１．サービス概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２．対象口座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

３．ご利用時間帯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

Ⅱ．お手続きの流れ

１．肥後銀行口座でのお手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

２．肥後銀行以外の口座でのお手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

Ⅲ．操作手順説明（肥後銀行口座でのお手続き）

１．事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

２．専用ページを開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

３．お申し込み手続きの開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

４．口座確認手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

５．申請用キーコードの入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

６．お客様情報の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

７．お申し込み登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０

８．お申し込み内容の照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１

Ⅳ．操作手順説明（肥後銀行以外の口座でのお手続き）

１．事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２

２．専用ページを開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

３．申請用キーコードの入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

４．（事前）金融機関選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

５．口座登録手続きの開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

６．口座登録手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５

７．お客様情報の入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

８．お申し込み登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８

９．お申し込み内容の照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９

目　　　次



Ⅰ．WEB口座振替受付サービスについて

１．サービス概要

お客様がお手持ちの口座から、代金や料金などのお支払をする場合に、口座振替のご契約をパソコンや

タブレット、スマートフォンで行っていただけるサービスです。

※口座振替依頼書（紙）へのご記入や捺印は必要ありません。

※代金や料金をお支払する先の店頭やご自宅等でお手続きが簡単に行えます。

（依頼書の郵送や再度の来店等は不要です。）

２．対象口座

「WEB口座振替受付サービス」は、下記の金融機関の個人普通預金口座限定のサービスとなります。

お手続きにあたって、キャッシュカードの暗証番号を使用しますのでキャッシュカードご利用口座であることが必要です。

※貯蓄預金口座、法人口座、ローン専用口座のご利用はできません。

＜ご利用可能な金融機関＞

肥後銀行

ゆうちょ銀行

熊本銀行 ※肥後銀行以外の金融機関につきましては、

熊本県信用組合 委託企業様によっては、ご利用できない場合があります。

福岡銀行 （ご利用可能金融機関は、手続きのご案内（パンフレット）で

西日本シティ銀行 　確認ができます。（p.4またはp.12参照））

大分銀行

鹿児島銀行

十八親和銀行

宮崎銀行

佐賀銀行

３．ご利用時間帯

※1　下記時間帯のご利用はできません

・日曜日：0時~7時、21時~24時

・月曜日：0時~7時

・土曜日：21時~24時

・年末年始：12月31日 17時 ~ 1月4日 8時

※2　システムメンテナンス等で、本サービスをご利用できない場合がございます

日

月

火

水

木

金

土

ご利用不可 ご利用不可

ご利用不可

ご利用不可

0時 7時 21時 24時
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Ⅱ．お手続きの流れ

１．肥後銀行の口座でのお手続き

申請用キーコードの入力 
申請用キーコードは「手続きのご案内（パンフ

レット）」に記載されています。 
→ｐ.8 

肥後銀行のキャッシュカードと、代金支払先（委託企

業）より発行された「WEB口座振替受付サービス 手

続きのご案内（パンフレット）」をご用意ください。 

パンフレットの案内に従って、「WEB口座振替受付

サービス」のトップページを開きます。 

肥後銀行用トップページへのQRコード（アドレス）

は「手続きのご案内（パンフレット）」の左側に記載

されています。 →ｐ.4 

このマークは「Ⅲ.操作手順説

明」の該当ページ番号です 

お申し込み内容照会 →ｐ.11 別途、お申し込み内容の確認ができます。 

口座確認（認証）手続き 
口座番号、口座名義、生年月日、暗証番号等

を入力します。 
→ｐ.6 

お客様情報の入力 
氏名（漢字・カナ）および電話番号を入力 

します。 
→ｐ.9 

お手続き完了 →ｐ.10 
「お申し込み受付番号（お問合せや申請内容照

会に必要）」が表示されますので、お控えください。 

申請内容の確認 

→ｐ.10 

お申し込み手続きの開始 →ｐ.5 

お手続き詳細はｐ.4以降をご覧ください。 
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２．肥後銀行以外の口座でのお手続き

ご利用金融機関のキャッシュカードと、代金支払先（委

託企業）より発行された「WEB口座振替受付サービス 

手続きのご案内（パンフレット）」をご用意ください。 

パンフレットの案内に従って、「WEB口座振替受付

サービス」のトップページを開きます。 

肥後銀行以外用トップページへのQRコード（アドレ

ス）は「手続きのご案内（パンフレット）」の右側に

記載されています。 →ｐ.12 

このマークは「Ⅳ.操作手順説

明」の該当ページ番号です 

お申し込み内容照会 →ｐ.19 別途、お申し込み内容の確認ができます。 

（事前）金融機関事前選択 
ご利用可能な金融機関の一覧から、お申し込み 

いただく金融機関を選択します。 
→ｐ.14 

お客様情報の入力 
氏名（漢字・カナ）および電話番号を入力 

します。 
→ｐ.17 

お手続き完了 →ｐ.18 
「お申し込み受付番号（お問合せや申請内容照

会に必要）」が表示されますので、お控えください。 

申請内容の確認 

→ｐ.18 

申請用キーコードの入力 
申請用キーコードは「手続きのご案内（パンフ

レット）」に記載されています。 →ｐ.13 

口座登録手続き 外部ページにて、口座登録手続きを行います。 
→ｐ.15 

口座登録手続きの開始 
外部ページ（地銀ネットワークサービス）に遷移

します。 →ｐ.14 

お手続き詳細はｐ.12以降をご覧ください。 
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Ⅲ．操作手順説明（肥後銀行口座でのお手続き）

１．事前準備 

お手続開始前に、手続きに必要な下記のものをご用意ください。

(1)口座振替を行う肥後銀行口座のキャッシュカード

(2)代金支払先（委託企業）より配付された下記パンフレット「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」

【「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」（パンフレット）】

代金お支払先 

（委託企業）の名称 

肥後銀行口座の場合は左側 

のQRコードまたはアドレスから 

アクセスします。 

お手続きに必要な 

申請用キーコード 
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２．専用ページを開く 

「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」に従って、パソコン（タブレット）またはスマートフォンの

インターネット閲覧画面にて、下記『WEB口座振替受付サービス』の「トップ画面」を開きます。

※スマートフォン用QRコードは、「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」に記載されています。

以下の操作は、パソコン画面にて説明します。（スマートフォンも同様の操作となります。）

３．お申し込み手続きの開始

表示した『WEB口座振替受付サービス』の「トップ画面」の[申し込み手続き開始]ボタンをクリックして、

お申し込みを開始します。

【スマートフォン画面】 

QRコードの読み取り 

【パソコン（タブレット）画面】 

アドレスの入力 

「申し込み手続き開始」をクリックし

て、お申し込みを開始します 
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４．口座確認手続き

「口座確認」の画面が開きますので、[口座確認手続き]ボタンをクリックして、口座確認を行います。

【ご参考】キャッシュカードによる店番、口座番号の確認方法

キャッシュカードの下記の位置に、店番と口座番号が記載されています。

普通預金の口座情報（店番、口座

番号、口座名義、生年月日）を入力

して、[次へ]ボタンをクリックします。 

 ※店番、口座番号のご確認は 

   下記「キャッシュカードによる 

   店番、口座番号の確認方法を 

   参照してください。 

 ※口座名義はカナで入力して 

   ください。 

店番（３桁） 

口座番号（７桁） 

《暗証番号の入力》 

《口座情報の入力》 

「口座確認手続き」をクリックし

て、口座確認を開始します 

《キャッシュカード》 《クレジット一体型キャッシュカード（ハモニカ）》 

店番（３桁） 口座番号（７桁） 
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キャッシュカードの暗証番号を入力して、

[次へ]ボタンをクリックします。 

《認証完了（口座確認終了）》 

《暗証番号の入力》 

「認証完了」画面が開きますので、[次へ]をクリックして、次の操作に進みます。 
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５．申請用キーコードの入力

申請用キーコードの入力画面が表示されますので、「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内

（パンフレット）」に記載されている「申請用キーコード」を入力します。

《委託者名（代金支払先）確認画面》 

「申請用キーコード」を入力して、[次

へ]ボタンをクリックします。 

ABCDEF 

ABC商事 

《申請用キーコード入力画面》 

委託者名（代金支払先）が表示され

ますので、間違いなければ[次へ]ボタン

をクリックします。 
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６．お客様情報の入力

お客様の氏名（漢字・カナ）および電話番号を入力する画面が開きますので、ご氏名、電話番号を入力します。

※以上で、ご入力は終了です。入力内容の確認及び登録をお願いします。

《お客様情報入力画面》 

お客様の氏名（漢字・カナ）お

よび電話番号を入力して、[次

へ]ボタンをクリックします。 

確認（認証）された口

座情報が表示されます 

神水 
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７．お申し込み登録

入力が終了すると、申請（入力）内容の確認画面が表示されます。

※画面最上部の「九州デジタルソリューションズ」をクリックしていただくと、トップページに戻ります。

（戻らずに、そのまま画面を閉じていただいても結構です）

ABC商事 

肥銀 太郎 

ヒギン タロウ 

入力内容に間違いなければ、[お申し込み登

録]ボタンをクリックして登録を行います。 

《申請内容確認画面》 

《お手続き完了画面》 

「お申し込み受付番号（お問合せや申請内容照会

に必要）」が表示されますので、お控えください。 

 ※画面プリントして保管する事をお薦めします。 

神水 
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８．お申し込み内容の照会

お申し込み登録をされますと、お申し込み内容の照会が可能となります。

※お申し込み内容の照会には、お申し込み登録の最後に表示された「お申し込み受付番号」が必要となります。

《照会情報の入力》 

《照会結果の表示》 

WEB口座振替受付サービスのトップ

画面で「お申し込み内容の照会」ボタ

ンをクリックします。 

お手続き完了時に表示された 

「お申し込み受付番号」を入

力します。 

申請されました「口座番号」を

入力します。 

ABC商事 

11



Ⅳ．操作手順説明（肥後銀行以外の口座でのお手続き）

１．事前準備 

お手続開始前に、手続きに必要な下記のものをご用意ください。

(1)口座振替を行う金融機関のキャッシュカード

(2)代金支払先（委託企業）より配付された下記パンフレット「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」

(3)ゆうちょ銀行口座でお手続きされる場合、ゆうちょ銀行へ番号お届け済みの電話機をご用意ください。

※ワンタイムパスワード通知の電話がかかってきます。

【「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」（パンフレット）】

代金お支払先 

（委託企業）の名称 

肥後銀行以外の金融機関は右側

のQRコードまたはアドレスから 

アクセスします。 

お手続きに必要な 

申請用キーコード 

当サービスでご利用可能な金融機

関をご確認ください。 
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２．専用ページを開く 

「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」に従って、パソコン（タブレット）またはスマートフォンの

インターネット閲覧画面にて、下記『WEB口座振替受付サービス』の「トップ画面」を開きます。

※スマートフォン用QRコードは、「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内」に記載されています。

以下の操作は、パソコン画面にて説明します。（スマートフォンも同様の操作となります。）

３．申請用キーコードの入力

申請用キーコードの入力画面が表示されますので、「WEB口座振替受付サービス　手続きのご案内

（パンフレット）」に記載されている「申請用キーコード」を入力します。

【スマートフォン画面】 

QRコードの読み取り 

【パソコン（タブレット）画面】 

アドレスの入力 

「申請用キーコード」を入力して、[確

認]ボタンをクリックします。 

委託者名を確認して、[次へ]ボタンを 

クリックします。 

《申請用キーコード入力画面》 
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４．（事前）金融機関選択

「事前金融機関選択」の画面が開きますので、ご利用になる[金融機関]ボタンをクリックします。

※委託者によって、ご利用可能な金融機関が異なります。

もしご利用できる金融機関が存在しない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

５．口座登録手続きの開始

ご利用になる「金融機関名」 

をクリックします。 

事前選択した金融機関名をご確認されたうえで、 

「口座登録手続きへ」をクリックします。 

《外部ページ遷移確認画面》 

《事前金融機関選択画面》 
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６．口座登録手続き

４．事前金融機関確認で選択いただいた 

金融機関名を、再度選択してください。 

《金融機関選択》 

口座名義人名（全角カナ）を入力し、 

[次へ進む]をクリックします。 

《口座名義入力》 
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これより先は、各金融機関のページにて、口座登録のお手続きをしていただきます。

各金融機関の画面指示に従い、操作をお願いします。

※ゆうちょ銀行の認証では、電話による二段階認証となります。

ゆうちょ銀行にお届け済みの電話番号に電話がかかってきますので、電話機の準備をお願いします。

＜ご注意＞

口座登録のお手続きが完了した時点では、まだ当サービスのお手続きは全て完了していません。

下記「７．お客様情報の入力」に自動で遷移しますので、引き続きのお手続き操作をお願いします。

《口座名義入力》 

[金融機関へ]をクリックします。 
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７．お客様情報の入力

お客様の氏名（漢字・カナ）および電話番号を入力する画面が開きますので、ご氏名、電話番号を入力します。

※以上で、ご入力は終了です。入力内容の確認及び登録をお願いします。

《お客様情報入力画面》 

お客様の氏名（漢字・カナ）お

よび電話番号を入力して、[次

へ]ボタンをクリックします。 
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８．お申し込み登録

入力が終了すると、申請（入力）内容の確認画面が表示されます。

※「トップに戻る」をクリックしていただくと、WEB口座振替（肥後銀行以外）のトップページに戻ります。

（戻らずに、そのまま画面を閉じていただいても結構です）

入力内容に間違いなければ、[お申し込み登録]

ボタンをクリックして登録を行います。 

《申請内容確認画面》 

「お申し込み受付番号（お問合せや申請内容照会

に必要）」が表示されますので、お控えください。 

 ※画面プリントして保管する事をお薦めします。 

神水 

《お手続き完了画面》 
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９．お申し込み内容の照会

お申し込み登録をされますと、お申し込み内容の照会が可能となります。

※お申し込み内容の照会には、お申し込み登録の最後に表示された「お申し込み受付番号」が必要となります。

《照会情報の入力》 

《照会結果の表示》 

WEB口座振替受付サービスのトップ

画面で「お申し込み内容の照会」ボ

タンをクリックします。 

お手続き完了時に表示された 

「お申し込み受付番号」を入

力します。 

申請されました「口座番号」を

入力します。 

ABC商事 
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