
２０１９年１１月１９日 

 

お客さま各位 

 

株式会社 豊 和 銀 行 

 

「全銀 EDI システム（通称：ZEDI
ゼディ

)」の取扱開始のお知らせ 

 

平素より、豊和銀行をご利用いただき、誠に有難うございます。 

当行では、一般社団法人全国銀行協会および一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークにより 2018 年

12 月 25 日（火）に稼働が開始された「全銀 EDI システム（ZEDI）」について、2019 年 11 月 25 日（月）

より当行口座での利用も可能となりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．全銀 EDI システム（ZEDI）とは 
 

ZEDI とは、法人や個人事業主が利用する総合振込を XML 形式【※1】の電文を利用し、振込に関するさまざ

まな情報（支払通知番号、請求書番号など）を金融 EDI 情報【※2】として支払・受取企業の双方で授受するこ

とができるシステムです。本システムを利用することで、複数の請求がまとめて振り込まれた場合でも、どの

請求に対する振込であるかが明確になるため、受取企業における売掛金の消込作業や、支払企業における受取

企業からの照会対応などの負担が軽減され、経理事務の効率化と生産性向上が期待されます。 

詳細は全国銀行協会 HP にてご参照ください。（https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/） 
 

【※1】 XML 形式：eXtensible Markup Language の略称。電文の長さを柔軟に設定することが可能な国際標準の電文形式 

【※2】 金融 EDI 情報：Electronic Data Interchange の略称。支払企業から受取企業に伝達するメッセージ（支払企業側が設定） 

 

＜現在の振込方式＞                   ＜ＺＥＤＩ振込方式＞ 
 

振 
込 
情 
報 

振込先口座番号  振 
込 
情 
報 

振込先口座番号 

口座名義  口座名義 

振込金額  振込金額 

      ＋        ＋ 

振込情報 ＥＤＩ情報  振込情報 ＥＤＩ情報（今回拡充） 
 

【20 桁までの固定長電文形式【※3】】 

1234567890ABCDEFG ｱｲｳｴ 

 

 

 

【※3】固定長電文形式（全銀ファイル形式） 

も引き続きご利用いただけます。 

 
 

【ＸＭＬ形式】（主な項目） 

・支払通知番号     ABC1234 
・支払通知発行日    20191101 
・請求書番号       def5678 
・請求先企業名      豊和商事 
・支払金額（明細）   1000 
・税 額          10 

 ・         ・ 
    ・         ・ 
    ・         ・ 

 
EDI情報欄に多く
の情報の設定が
可能になります。 
 

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/


２．取扱開始日        ２０１９年１１月２５日（月） 

別途、本サービスへのお申込み等が必要となります。次頁の「6.ご利用 

開始までの流れ」をご確認ください。 

 

３．全銀 EDI システム（ZEDI）に対応するサービス 
 

サービス名 留意事項 

データ伝送サービス（FB） 全銀 EDI 対応ソフトの利用が必要となります。 

ほうわ法人向けインターネットバンキングサービス 

XML 形式の総合振込データの作成もしくは明細
の取込にはXML形式に対応した会計ソフト等が
必要となります。 

 

 上記何れのサービスでご利用の場合も、別途クライアント証明書の発行が必要となります。詳細は「全

国銀行決済ネットワーク」のホームページをご参照ください。（https://www.zengin-net.jp/zedi/） 
 

 本サービスをご利用いただくためには、支払側・受取側それぞれで XML 形式のデータの取扱いがで

きる必要があります。 
 

 XML 形式のデータ作成にあたっては、全国銀行協会より作成ツールの提供が行われています。 

全国銀行協会 HP（https://www.simple.zedi.jp/） 

 

４． サービスの内容 
 

（１）対象取引 

取引名 内容 

総合振込 XML 形式データにより、送金内容の詳細を添付可能となる。 

入出金明細照会 ・ 振込入金照会 XML 形式データで、振込入金内容の詳細が受信可能となる。 

 

なお、全銀フォーマット（固定長形式）による上記取引も引き続きご利用いただけます。 

 

（２）XML 形式データの送受信方法 

取引名  内容 

データ伝送サービス（FB） 

総合振込 
XML 形式データの外部ファイル
送信 

入出金／振込照会 
XML 形式データの外部ファイル
受信 

法人向けインターネットバンキング 

総合振込  XML 形式データのアップロード 

入出金／振込照会 XML 形式データのダウンロード 

  

※．法人 IB の全銀 EDI 操作手順は こちら からダウンロードしてください。 

 

５．利用手数料          無 料 

ただし、上記 3 のサービス月額利用料は発生します。 

https://www.zengin-net.jp/zedi/
https://www.simple.zedi.jp/
http://www.howabank.co.jp/docs/topics/20191119_1.pdf


 

６．ご利用開始までの流れ 
 

<1> 上記 3 の対象サービスを未利用のお客さまは、まずは利用申込書を営業店窓口にご提出ください。 
 

<2> 何れのサービスをご利用の場合でも、別途クライアント証明書の発行手続きが必要となります。 
 

 シングルバンク（全銀 EDI システムを豊和銀行のみでご利用の場合） 
 

全国銀行資金決済ネットワークホームページより、クライアント証明書発行申込書をダウンロード

の上、豊和銀行インターネットバンキング係へご連絡のうえ、エクセルファイルのまま電子メール

にて提出してください。 
 

◆ フリーダイヤル：0120－080－848 【受付時間は銀行営業日の 9：00－17：00】 
 

◆ 送付先電子メール：jimubu@howabank.jp 
 

 マルチバンク（全銀 EDI システムを複数の銀行でご利用の場合） 
 

全国銀行資金決済ネットワークホームページより、クライアント証明書発行申込書をダウンロード

の上、全国銀行資金決済ネットワーク ZEDI クライアント証明書受付デスクへ直接電子メールにて

提出してください。 
 

 ◆ 送付先電子メール：zedi_cc@zengin-net.jp 
 

 

 利用する金融機関数に応じて申込書および申込書の提出先が違いますのでご注意ください。 
 

 詳細は「全国銀行決済ネットワーク」の HP をご参照ください。（https://www.zengin-net.jp/zedi/） 
 

<3>「全銀 EDI（ZEDI）利用・解除申込書」を営業店窓口にご提出ください。 

 全銀 EDI（ZEDI）利用・解除申込書は こちら からダウンロードしてください。 
 

<4> 本申込書をご提出いただいた後、既に当行が提供する上記 3 の対象サービスをご利用いただいて

いる場合は 1 週間程度、上記 3 の対象サービスをご利用いただいていない場合は、2 週間程度で

ZEDI のご利用開始となります。 
 

 全銀 EDI システム利用には、本システム対応のソフトウエア等【※4】が必要となり、お客さまで 

ご準備いただく必要があります。 
 

 また、現在使用しているソフトウエア【※4】については、必要に応じて、本システム対応のソフト 

購入や改修が必要となる場合があります。 
 

【※4】当行ではソフトウエアの斡旋販売は行っておりません。 

 

７．サービスが利用できる環境（当行推奨環境）         ＜2019 年 11 月 1 日現在＞ 

対象 OS 対象ブラウザ 

Windows 

 

Windows 7 Internet Explorer11 

Firefox 

Google Chrome 

Windows 8.1 Internet Explorer11 

Firefox 

Google Chrome 

Windows 10 Internet Explorer11 

Microsoft Edge 

Windows7 は 2020 年 1 月 15 日

以降推奨環境より除外予定です。 

mailto:jimubu@howabank.jp
mailto:zedi_cc@zengin-net.jp
https://www.zengin-net.jp/zedi/
http://www.howabank.co.jp/docs/topics/20191119_2.xlsx


Firefox 

Google Chrome 

Macintosh macOS High Sierra 

（10.13） 

Safari 11.0 

Firefox 

macOS High Mojave 

（10.14） 

Safari 12.0 

Firefox 
 
＜推奨環境の詳細は以下の外部サイト（NTT データ）にてご確認ください。＞ 

 
https://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/index.asp 

 
 ご利用の EB ソフトや会計ソフトの利用推奨環境については各販売元にお問合せください。 

 
 
＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞ 

 

 

以   上  

 
■当行インターネットバンキング係 

 
 フリーダイヤル：0120－080－848 【受付時間は銀行営業日の 9：00－17：00】 

https://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/index.asp

