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1.機能概要

ＷｅｂＢａｎｋ通帳は（株）アイ・クリエイトが創意工夫した斬新なアイデアを形にし、業務の効率化に結びつけた

画期的なシステムです。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳は金融機関のインターネットバンキングやファームバンキングで取得した取引明細データを会

計ソフトや販売管理ソフトへ連動させることにより、これまで手作業で入力していた面倒な「預金の取引」を「会

計仕訳」や「請求書の当月入金」を自動的に生成し御使用のシステムに取り込める業務効率化システムです。

連携できる販売、会計ソフトはデータインポート機能が搭載であれば、すべて対応可能です。

全国の都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行およびカード決済、総合振込のデータに対応しています。

自動ログオン機能を搭載していますので、銀行のわずらわしいIDやパスワード入力も手間がかかりません。

　（一部金融機関、PCの環境設定では自動ログオン機能は使用できません。）

初期設定はエスコート式になっていますので、画面の指示に従い簡単に設定できます。

エクスポートされた得意先コード、自社勘定科目、補助、部門のインポートも可能です。

振込料を登録することにより、手数料等を自動仕訳します。

元金均等の長期借入金等は、差額科目を支払利息等に振替仕訳を生成します。

記帳されたカタカナ表記の摘要は、仕訳データにインポート時漢字摘要に置き換えが可能です。

日付、取引金額、入出金区分、摘要で残高チェックを行うので、二重取得や取得漏れはありません。

事業所登録で５口座ごとに使用口座数を拡張できます。

ジャパンネット銀行、イーバンク銀行、ゆうちょ銀行はネットショップ等の不特定多数の顧客の一括仕訳が可能。
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２．仕様

５口座（５口座以上の場合は事業所を新規登録）金融機関処理件数（１事業所）

無制限

※預金、カード口座と総合振込口座は別事業所で行うことを推奨

事業所登録件数

３０日ＷｅｂＢａｎｋ通帳使用期間（試用）

１５０回ＷｅｂＢａｎｋ通帳使用回数（試用）

３６５日ＷｅｂＢａｎｋ通帳使用期間（正規）

１，５００回ＷｅｂＢａｎｋ通帳使用回数（正規）

空き容量１００ＭＢ以上を推奨ディスク容量

１，０００行

※１，０００行を超える場合は新規通帳作成

※通帳処理は１ヶ月単位で行なう事を推奨

ＷｅｂＢａｎｋ通帳表示行数

３，０００件得意先リスト登録件数

３，０００件科目リスト登録件数

切り上げ、切捨て、四捨五入消費税計算

ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅ２０００以降

※２００７．４現在　Ｏｆｆｉｃｅ２００７は未対応

アプリケーション

５１２ＭＢ以上を推奨メモリ

Ｍｉｃｒｏsoft Windows2000以降

※２００７．４現在　WindowsＶｉｓｔａは未対応

稼動確認ＯＳ
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ＷｅｂＢａｎｋ通帳　選択

金融機関の入出金明細をWebBank通帳に記帳
するのみ。取得したデータは会計事務所へメール
等で渡します。

現金出納帳も使用できます。

記帳専用版

顧問先が記帳専用版で取得した入出金明細のデー
タを受け取り、会計事務所版で会計ソフトに取り
込みます。

自社の処理も可能です。

会計事務所版

自社で販売、会計ソフトを使用していて金融機関
の入出金明細を取得しデータを作成します。

一般事業所版

WebBank通帳をインストール後、起動すると初回のみWebBank通帳　選択のメ
ニューが表示されます。

ご使用になるパッケージの種類を選択して下さい。

使用中にパッケージの種類を変更する事は可能です。

WebBank通帳には3種類のパッケージがあります。

運用形態に応じて、運用してください。
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３．ＷｅｂＢａｎｋ通帳　起動メニュー

　WebBank通帳は皆様からの要望を取り入れて
　機能のバージョンアップをし続けます。
　Ver.ＸＸＸＸ　は版数を表します。
　最新Ｖｅｒのご案内に従って定期的にWebBank通帳
　のホームページから最新版を　ダウンロードしてお
　使いください。

WebBank通帳のホームページを開きます。WebBank通帳　ホームページ

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の体験が出来ます。体験ツアー　開く

事業所を追加登録し使用口座を５口座単位で増やすことが出来ます。

総合振込データの運用は通常口座と別事業所で運用を推奨します。

事業所選択

複数事業所のシリアルNOが参照出来ます。更新キー　一覧

ＷｅｂＢａｎｋ通帳を終了します。ＷｅｂＢａｎｋ通帳　終了

運用後、記帳専用版から事業所版へ変更する事が出来ます。ＷｅｂＢａｎｋ通帳パッケージ選択

ＷｅｂＢａｎｋ通帳は年間使用料を頂戴します。表示されているＳＮ　Ｘ Ｘ
ＸＸ－ＸＸＸのシリアルナンバーに対応した更新キーを登録することで、
１年間の使用が可能になります。更新キーの入手は、販売元もしくは
開発元（株式会社アイ・クリエイト）へお支払いを済ませたあと、ＳＮの
番号をお知らせ下さい。更新キーを発行します。

更新キー　登録

ＷｅｂＢａｎｋ通帳をインストールすることで自動的に固有の番号が表示
されます。更新キーを登録することで、この番号は変わります。

シリアルＮｏ．

英数　ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸＸ

ＷｅｂＢａｎｋ通帳をパスワードで保護することが出来ます。パスワード　設定

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の初期設定を開始します。初期設定

初期設定で登録した金融機関の処理を開始します。

初めて使用する場合は、初期設定を行なうまで開始できません。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳開始



WebBank通帳　初期設定
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４．ＷｅｂＢａｎｋ通帳　初期設定メニュー

初期設定は上記手順で行われます。各項目を手順にしたがってクリックすると設定画面に移ります。登
録が終わると登録済と表示されますので未登録項目の確認が出来ます。

登録終了ボタンでＷｅｂＢａｎｋ通帳開始メニューへ戻ります。

すべての項目が完了していないとＷｅｂＢａｎｋ通帳は開始できません。

使用中に取り扱い口座が増えた時は②金融機関登録の項目から登録します。また、運用ソフトが変更
になった場合も変更項目から再度設定します。変更項目以降の初期設定項目は必ず順次確認して下
さい。

新規に事業所を登録したときは、最初に登録した初期設定の内容をコピーする事ができますので、必
要項目のみ登録しなおして下さい。
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①　基本情報登録

①

②

④

③

WebBank通帳をインストールする

ことで固有の番号が表示されます。

変更はできません。

④シリアル番号

切り上げ、切捨て、四捨五入を選

択。会計ソフトと同じにします。

③消費税率

　 端数処理

消費税率が変更になった場合に登

録します。適用年月日を基準にして

金融機関から取得した取引明細の

日付で新旧の消費税率で内税額を

自動算出します。

②消費税率

事業所名、ＴＥＬ、メールアドレスは、

必須入力項目です。文字数は20文字

以内。

事業所名は一度設定すると、訂正がで
きませんので正式名称を入力して下さ
い。

①ユーザー情報

ここで登録した基本情報は、ＷｅｂＢａｎｋ通帳の更新
キーを申請する際に、メールに添付して送ることが出
来ます。

ファイルはＰｒｏｇｒａｍＦｉｌｅｓの中のＷｅｂＢａｎｋ通帳フォ
ルダの中のユーザー登録フォルダに格納されていま
す。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳からのお知らせ
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②　金融機関登録メニュー

①

金融機関の登録を行います。①の登録１件目ボタンを押します。

登録されている金融機関を削除する場合は下段の削除１件目ボタンを押します。

②金融機関の種類（都銀、地銀、クレ
ジットカード等）を選択し、金融機関名
の頭文字のカナを押します。

ネットバンク、クレジットカードの場合
は全部を押します。

その他データは口座振替等です。

総合振込は金融機関を選択後、デー
タ取得方法で選択します。

総合振込、口座振替はデータが取得
でき次第逐次対応します。

②



8

WebBank通帳からちょっとお知らせ

金融機関の取引明細データには全銀手順といわれるテキストデータの形式や、CSV、API
（アンサーデータ）など様々な形式があります。金融機関の中にはパソコンへのデータ保存を
制限しているところもあります。（この場合WebBank通帳はブラウザからのデータ取得という
方法で対応を図っています）

ファームバンキングの場合はデータ形式は定まっていると考えられます。インターネットバン
キングの場合は、ある程度のパターンがあるとはいえWebBank通帳ですべての検証確認は
行えておりません。

⑥で表示される取得パターンは各金融機関のインターネット体験版から取得設定したもので
す。もし、WebBank通帳でのデータ処理が正常に行われない場合や未対応と表示された場
合はお知らせください。対応を行います。正常な場合もご連絡いただければ助かります。　
WebBank通帳のHP上でデータ取得確認済み金融機関として掲示する予定です。

各カード会社、および総合振込、口座振替のデータに関しても同様です。

ただし総合振込データの場合、金融機関提供ソフトの総合振込データ以外は別途オプション
になる場合があります。

金融機関名をプルダウン表示の中か
ら選択します。

支店名は手入力項目です。

データ取得方法、契約形態を選択す
ると項目がプルダウン表示されます
ので該当の取得方法、契約形態を選
択してください。選択確定後　登録終
了ボタン　を押します。

総合振込データの場合はデータ取得
方法の項目で総合振込を選択します。

同様に２件目以降の金融機関を登録
します。

プルダウン表示例
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③　連携業務ソフト登録メニュー

① ②

ＷｅｂＢａｎｋ通帳と連携する
ソフトの選択を行います。

販売管理と会計ソフトをご使
用の方は①を

会計のみをご使用の方は②
を選択して、登録終了ボタン
を押します。

④パッケージソフト選択メニュー

使用している販売ソフト、会計ソフトを登録します。

①のメーカー選択し、②のメーカー決定ボタンを押します。③にソフト名が表示されるので使用ソフトを選択

します。同様に、会計ソフトの選択を　④　→　⑤　→　⑥　と進み、登録終了ボタンを押します。

①

③

②

④

⑥

⑤

会計ソフトのみを選択す
ると、販売ソフト選択画
面は表示されません。
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オービック、ソリマチ、弥生
の販売ソフトを選択すると、
各ソフトの得意先マスター
の取込手順が表示されま
す。

事前に取込処理を行なって
いない場合は画面の手順
に従い、自社の得意先マス
ターをエクスポートし上書き
保存してください。

登録終了ボタンを押して終
了させます。
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オービック、ソリマチ、弥生
の会計ソフトを選択すると、
各ソフトの科目、補助、部門
マスターの取込手順が表示
されます。

事前に取込処理を行なって
いない場合は画面の手順
に従い、自社の科目、補助、
部門マスターをエクスポート
し上書き保存してください。

勘定奉行では使用環境設
定を、標準財務（SST製品）
では運用する会社コードを
設定してください。

登録終了ボタンを押して終
了させます。
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⑤－１　科目登録メニュー（一般）

勘定科目は自社で独自の科目を使用している場合もありますので、ここで行う手順はその科目体系や補助、部門
をWebBank通帳で使えるようにするために行うものです。取込選択の標準科目ボタンを押す事で、標準設定され
ている各会計パッケージの一般科目をWebBank通帳で使用できるように科目マスターを作成します。

オービック、ソリマチ、弥
生製品をご使用になら
れている方は、自社科
目体系を取り込むことが
出来ます。

操作マニュアル　１３ペー
ジをご覧ください。

WebBank通帳で使用する科目マス

ターが表示されています。必要に
応じて科目、補助、部門のボタン
を押しメンテナンスを行います。

追加や削除を行う場合は行番号
表示ボタンを押し、行番号を表
示してからセルの行番号をクリッ
クして行全体を選択してから行っ
てください。

税区分とは、WebBank通帳で
仕訳データを作成する際に消費
税額を算出するためのものです。
科目を追加するさいには他の科目
を参考にして税区分も必ず登録して
ください。

完了したら登録終了ボタンを押しま
す。

科目マスターのメンテナンスは、WebBank通帳の処理の中でも行
えます。WebBank通帳をはじめてお使いになる場合、このまま次
へ進んでも結構です。
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⑤－２　科目登録メニュー（オービック、ソリマチ、弥生製品）
自社科目ボタンを押すと現在ご
使用になっている科目体系を取
り込むことが出来ます。

弥生会計を使用の場合勘定科
目をエクスポートする時は消費
税設定で、経理方式を税抜、内
税入力としてエクスポートして下
さい。また、免税事業者の場合
は課税区分をすべて対象外と
設定して下さい。

各社会計のマニュアルを参照し、科目、部門、補助をエ
クスポートして、ＰｒｏｇｒａｍＦｉｌｅｓの中のＷｅｂＢａｎｋ通帳
フォルダの中の標準マスタフォルダの中にある、科
目.txt　部門.txt　補助.txt  に上書き保存します。

その後自社科目ボタンを押します。

標準科目から作成した場合で
も、自社科目から作成した場
合でも、補助科目の一行目に
摘要を補助　という項目が入っ
ています。これは弥生会計で
は弥生会計上で登録されて
いない補助名はインポートし
た際にマッチングリスト登録メ
ニューが表示され、弥生会計
に登録済の補助科目と突き
合わせてくれる機能を利用す
るためです。補助でこの項目
を選択すると、金融機関から
取得した取引明細データの摘
要を補助科目としてセットする
事ができます。

この　摘要を補助　は削除し
てはいけません。
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⑥　金融機関設定メニュー

① ⑤④③② ⑥

業務ソフト選択で会計ソフトのみを選択した場合

登録した金融機関・支店名に対応する会計パッケージでの科目を
登録します。前の手順で作成した科目マスターがすでに取込まれ
ているので該当のセル位置でクリックするとリストが表示されるの
で、その中から選択します。WebBank通帳で金融機関の取引明
細データから入出金を会計パッケージの仕様にあわせた仕訳デー
タを作成するためのものです。

④勘定科目

勘定科目と同様に補助科目を登録します。（補助を使用してなけ
れば登録の必要はありません）

⑤補助科目

勘定科目と同様に部門を登録します。（部門を使用してなければ
登録の必要はありません）

⑥部門

振込手数料の区分を登録します。（販売ソフトに準じます。）③振込手数料区分

登録した金融機関・支店名に対応する販売パッケージでの区分を
登録します。WebBank通帳で金融機関の取引明細データから入
金分を販売パッケージの仕様にあわせた入金データを作成する
ためのものです。

②入金区分

登録した金融機関・支店名が表示されています。①取引金融機関名・支店名

業務ソフト選択で会計
ソフトのみを選択した場
合は左図のように該当
項目のみ表示されます。
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⑧　自動実行設定メニュー

⑥⑤④① ② ③ ⑦

金融機関の取引明細データをインターネットバンキングから取得する際にログオンページでＩＤやパスワードなどを入
力していますが、ここでの設定で自動でＩＤやパスワードを送り込んでくれるようになります。ファームバンキングの場
合はこの設定は不要です。ただし、一部金融機関では、セキュリティレベルにより使用できない場合があります。

金融機関から提供される利用者暗証番号入力します。⑥　利用者暗証番号

インターネットバンキングのログオンページを開いた時、マウスを使わずにＴＡＢキーを
押して最初のログオン項目にカーソルが移動する回数を入力します。タブ送り回数はお
使いのＰＣの環境によって変化します。お気に入りが表示されているか否かによっても
違います。

②　タブ送り回数

使用するインターネットバンキングのＩＤ、パスワード等の入力項目数を入力します。③　ログオン項目数

金融機関から提供されるＩＤを入力します。④　ログオンＩＤ～

金融機関から提供されるパスワードを入力します。⑤　ログオンパス～

入力の必要はありません。⑦　実行ＴＥＳＴ

この画面を開いたままインターネットエクスプローラーを起動しインターネットバンキング
のログオンページを開きます。

金融機関を選択すると、URLは自動設定されています。

一部金融機関は未設定になっていますので、URLを入力します。

①　ログオンＵＲＬ

①～⑥の項目を入力して、自動実行ＴＥＳＴの作成ボタンを押すと、ログインＴＥＳＴが可能になります。

自動実行ＴＥＳＴ作成ボタンを押すと、⑦　実行ＴＥＳＴ　項目にログオンＴＥＳＴと表示されます。

ログオンＴＥＳＴをクリックすると、ブラウザが自動的に立ち上がりＩＤ等のログインが実行されます。

ログインが正常に行われる事を確認し、ブラウザを閉じて、登録終了ボタンを押します。
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⑦　初期科目登録メニュー

①

②

③

④ ⑤

振込手数料の差額とは　・・・

支払先への振込支払を行う場

合、実際の金融機関の振込手
数料と違う金額を差引いて
振込支払を行う場合、その
差額を仕訳する科目のこと
です。

WebBank通帳で摘要文字の科目をセットするときにリスト上にされる
勘定科目名称です。

④勘定科目略称

WebBank通帳で会計パッケージの仕様にあわせた仕訳データを生成
するときに使用する科目のことです。

⑤勘定科目名／コード

最初に雑収入としてセットしてあります。変更する場合は上記と同様に
セルをクリックしてリストから選択します。

③振込手数料の差額

最初に支払手数料としてセットしてあります。雑費としたい場合はセル
をクリックしてリストから選択します。

②振込手数料

最初に売掛金としてセットしてあります。売上高としたい場合はセルを
クリックしてリストから選択します。

①得意先からの入金

WebBank通帳で金融機関の取引明細データの中で得意先からの入金と仕入
先などへの支払いに関する仕訳勘定の登録を行います。
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⑨　設定確認

初期設定で登録した内容の確認画面です。販売管理ソフトと会計管理ソフトの両方を使うと登録した場合
の確認画面です。

登録終了ボタンを押すとＷｅｂＢａｎｋ通帳の処理メニューへ登録内容がコピーされます。

修正する場合は、初期設定メニューへ戻り登録をし直してください。

会計パッケージのみを選択すると、上記画面の販売パッケージ項目、入金区分、振込手数料
区分の項目は表示されません。

以上で初期設定は
完了です。



WebBank通帳　取引明細取得パターン
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①　取引明細取得パターン　ＡNＳＥＲ形式

ＡＮＳＥＲ形式データ（アンサーデータ）を
保存出力できる金融機関のパターンです。
画面レイアウトの違いはあっても、おおむ
ねこのようなダウンロードボタンをつけて
います。

取引明細データを保存するには、このボ
タンを押して、下記の手順でファイルへ上
書保存します。

【　手順　】

①　ANSER連携ソフトウェアのダウンロード　ボタンを押します。

②　ファイルの保存先ウィンドウが開くので、CドライブのWebBank通帳フォルダを選びます。

③　上記フォルダの中に　取引名データ_API．api　というファイルがあるので、これを選択して保存ボタ　　
　　ンを押し上書き保存します。

以上です。あとはWebBank通帳へ戻って、WebBank通帳へ取込　処理を行います。

このANSERデータのファイルの拡張子は通常APIというものですが、金融機関によってこ
れをCSV形式に置き換えているところもあるようです。そういった金融機関をお使いの方
はご連絡ください。対応いたします。

５．ＷｅｂＢａｎｋ通帳　取引明細取得パターン（クレジットカード、総合振込データはP41・42参照）
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②－１　取引明細取得パターン　CSV形式１

ＣＳＶ形式データを保存出力できる金融機
関のパターンです。インターネットバンキン
グでCSV出力するパターンは何種類かあり
ます。

このパターンの場合、取引明細データを保
存するには、ファイル出力のボタンを押して、
下記の手順でファイルへ上書保存します。

【　手順　】

①　ファイル出力　ボタンを押します。

②　ファイルの保存先ウィンドウが開くので、CドライブのWebBank通帳フォルダを選びます。

③　上記フォルダの中に　取引名データ_ＣＳＶ．csv　というファイルがあるので、これを選択して保存ボタ　
　　　ンを押し上書き保存します。

以上です。あとはWebBank通帳へ戻って、WebBank通帳へ取込　処理を行います。
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②－２　取引明細取得パターン　CSV形式２

これは、多くの信用金庫で採用している
WEB-FBといわれる法人向けのものです。

このパターンの場合、取引明細データを保
存するには、ＣＳＶ形式で明細をダウンロー
ド項目のＣＳＶファイルボタンを押して、下記
の手順でファイルへ上書保存します。

【　手順　】

①　ＣＳＶファイル　ボタンを押します。

②　ファイルの保存先ウィンドウが開くので、CドライブのWebBank通帳フォルダを選びます。

③　上記フォルダの中に　取引名データ_ＣＳＶ．csv　というファイルがあるので、これを選択して保存ボタ　
　　　ンを押し上書き保存します。

以上です。あとはWebBank通帳へ戻って、WebBank通帳へ取込　処理を行います。
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②－３　取引明細取得パターン　CSV形式３

これは、多くの信用金庫で採用している
FBバンキングといわれる個人向けのも
のです。

このパターンの場合、取引明細データを
保存するには、データダウンロードボタン
を押して、下記の手順でファイルへ上書
保存します。

【　手順　】

①　データダウンロード　ボタンを押します。

②　ファイルの保存先ウィンドウが開くので、CドライブのWebBank通帳フォルダを選びます。

③　上記フォルダの中に　取引名データ_ＣＳＶ．csv　というファイルがあるので、これを選択して保存ボタ　
　　　ンを押し上書き保存します。

以上です。あとはWebBank通帳へ戻って、WebBank通帳へ取込　処理を行います。

CSV形式では、この他にも何パターンかあり、WebBank通帳でのCSV形式の取得では現在７
パターンを作成しています。CSV出力機能がある金融機関でWebBank通帳への取込ができな
い場合はご連絡ください。
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③　取引明細取得パターン　ブラウザからの貼付

金融機関の中には、取引明細のファイル保存機能を提供していないところもあります。WebBank
通帳では、コピー＆ペーストを使ってデータ保存できます。

【　手順　】

①　ブラウザの取引明細が表示されている部分の左隅（タイトル行）でマウスの左ボタンをクリックしたまま

　　 で、明細行の最後まで移動し、全ての明細表示部を反転させます。

②　反転させて状態のまま、マウスを右クリックして表示される機能からコピーを選びます。

③　パソコンの画面をWebBank通帳画面に戻します。

④　ＷｅｂＢａｎｋ通帳の入出金処理メニューのＷｅｂＢａｎｋ通帳取込ボタンをおします。

タイトル行をクリックし忘れて取り込むと、１行目の明細行が取り込めませんので注意
してください。

三井住友銀行をお使いの方は、マウスで反転させた後キーボードでＣｔｒｌ＋Ｃを押しま
す。その後は通常通りの操作を行って下さい。
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青色のセル位置でマウスを左クリッ
クし、そのまま右クリックします。

選択メニューから貼り付けを選択し
ます。

先ほどのデータが貼り付き表示され
ますのでデータインポートボタンを押
します。

ちょっと一服

WebBank通帳の開発コンセプトを決める際に、インターネットバンキングからのデータ取得が
できなければ、意味がないと考えました。
全国の金融機関のインターネットバンキング体験版をもとに調査をすすめると、各行ともブラウ
ザ上の表示はそれぞれ工夫していても、基本的なパターンは数が決まっていることわかりまし
た。
WebBank通帳では調査の結果をもとに、金融機関一覧表を作成し、取得パターンをリスト化し
て、ユーザーは金融機関を選択するだけで取得パターンを意識せずに済む方法をとっていま
す。
ただし、取得したデータをパソコンに保存する際には、決まったファイルへ上書き保存する必要
がありますので、マニュアルを参考に、決められた手順を覚えてください。

金融機関一覧表はCドライブのWebBank通帳フォルダの中の連携パッケージフォルダの中の
HELPフォルダの中にあります。
興味があれば、開いて見てください。
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④　取引明細取得パターン　ファームバンキング

ファームバンキングのデータ取得画面です。

見出しは付けてはいけません。

ファイル形式はCSVでもTXTでも構いませ
んがCSVを推奨します。

このパターンの場合、取引明細データを保
存するには、名前を付けて保存ボタンを押
して、下記の手順でファイルを上書保存しま
す。

【　手順　】

①　名前を付けて保存　ボタンを押します。

②　ファイルの保存先ウィンドウが開くので、CドライブのWebBank通帳フォルダを選びます。

③　上記フォルダの中に　取引名データ_ＣＳＶ．csv　というファイルがあるので、これを選択して保存ボタ　
　　　ンを押し上書き保存します。

以上です。あとはWebBank通帳へ戻って、WebBank通帳へ取込　処理を行います。

テキスト形式を選択する場合は保存ファイルは　取引明細データ_TXT．txtです。



WebBank通帳　取引銀行メニュー
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６．ＷｅｂＢａｎｋ通帳　金融機関選択メニュー

①

②

③

④

初期設定がすべて完了したら、ＷｅｂＢａｎｋ通帳開始ボタンをおします。

取引銀行メニューが表示されます。

①　初期設定で登録した自社名が表示されます。

②　初期設定で登録した銀行名がボタンで表示されます。下段は登録した支店名です。

　　 未登録ボタンはおしても選択できません。

③　

　　 初期設定で登録した金融機関毎の設定が照会できます。変更はできません。

④　

　　 登録された銀行の残高が確認できます。

⑤

　　 取引銀行メニューを終了しＷｅｂＢａｎｋ通帳起動メニューへ戻ります。

処理を行う銀行ボタンをおして開始します。

⑤



WebBank通帳　入出金処理

入金データ・仕訳データ作成
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７．ＷｅｂＢａｎｋ通帳　入出金処理

①　入出金明細の取得（ＩＢへ自動ログオン）

入出金処理メニューは、初期設定で会計ソフトのみをお使いの場合を選択している
場合は、上図の①入金データに関する項目は表示されません。

会計ソフトのみをご使用の方は、３２ページへお進み下さい。

初期設定で自動ログオン設定が行なわれている場合、入出金明細の取得ボタンを押すことで、インターネッ
トエクスプローラーが起動し、該当の金融機関のログオンページを開きＩＤやパスワードの文字列を送り込み
ます。

その後は、通常の取引銀行のインターネットバンキングの操作で取引明細データを取得します。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳へのデータの保存方法は、マニュアル　取引明細取得パターン１８～２３ページを参照して
行なってください。

ファームバンキングも取引明細取得パターン２４ページを参照し、取引明細データの保存を行なってください。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の自動ログオンでは、取引明細データの自動取得は出来ません。

一部金融機関では自動ログオン機能が使用出来ない場合があります。

①
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②　ＷｅｂＢａｎｋ通帳へ取込

データ取得パターンに従って、データが正しくセットされているとＷｅｂＢａｎｋ通帳へ取込ボタンを押す事に
より上のように、ＷｅｂＢａｎｋ通帳に記帳されます。

①　取込んだ入金合計金額が表示されます。

②　取込んだ出金合計金額が表示されます。

③　取込んだ入出金残高金額が表示されます。

④　当月の増減額が表示されます。

⑤　記帳前の開始残高ご表示されます。

⑥　取引明細データの摘要が表示されます。入金が緑色　出金が橙色　の表示になっていますが、これ

　　 はＷｅｂＢａｎｋ通帳で、この摘要文字に対する得意先や科目がセットされていないためです。

⑦　残高ＣＨ項目は、①の前残と取込む前の金融機関の取引明細に記載されている残高とを突合して

　　 内部でチェックをかけ、合致していればＯＫを、違いがあれば違算額が表示されます。

金融機関からの取引明細の取得漏れが簡単に確認でき、違算が発生した場合はＷｅｂＢａｎｋ通帳

　　 で注意メッセージを表示し、取込みを中止します。

⑥

⑤
④③②①

⑦

取引明細データを正しく取得し保存したにもかかわらず、上記画面のように記帳 されな
い場合は、弊社にて行った取得パターンの調査が誤っている可能性があります。ご連絡
いただけましたら、対応させていただきます。
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③　入金データ作成準備処理

①

②

③

④

⑤

⑥

取引先からの入金を販売管理ソフトでインポートできる入金データを作成するための準備処理です。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳へ記帳された入金データ、得意先登録マスター、得意先マスター、入金準備処理メ

ニューの４分割の画面になります。

①　今回ＷｅｂＢａｎｋ通帳に記帳された入金データが表示されています。得意先リストが登録されてい

　　 ないので、全ての得意先ＣＤが得意先未登録となっており摘要が緑色表示になっています。

②　得意先リストが表示されています。入金先の摘要文字にたいして、自社の得意先ＣＤや入金先か

　　 ら引かれる振込み手数料を振１、振２に登録します。

③　

　　 表示されている得意先の件数を表します。

④

　 　初期設定で登録した得意先マスターが参照できます。

⑤　

　　ＷｅｂＢａｎｋ通帳に取込んだ入金リストが参照できます。

⑥　

　　 ＷｅｂＢａｎｋ通帳に取込んだ得意先リストが参照できます。

⑦　

　　 入金準備処理を終了し銀行処理メニューへ戻ります。

⑦
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得意先リスト表示画面で未登録の得意先コードを入力します。同時に左入金取引明細リストの得意先

ＣＤの得意先未登録が自動的に入力された得意先ＣＤに置き換わります。

同時に得意先からの買掛金入金時に差し引かれている振込手数料を入力します。先方負担で振込み

の場合は入力の必要はありません。

振１　の項目は３万円以下、振２　の項目は３万円以上の振込手数料を入力します。不明な場合は　未

と入力します。

①

①の入金仕訳処理の説明

通帳へ記帳された入金はすべて取引先からの入金とは限りません。この分は販売

ソフトへの入金データではなく、会計ソフトの仕訳データとしなければなりません。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳では自動判別はできないので、上記画面①の区分項目へ仕訳処理

する摘要文字について、入金仕訳処理と入力します。こうすることで、仕訳データ作

成処理へのデータとなります。

入力が完了したら、処理終了ボタンを押し、銀行処理メニューに戻ります。
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④　入金データ外部連携処理

入金データ作成処理から画面が戻ると、前処理が連動され、最初に取込んだ時に緑色で表示されて

いた摘要項目の色が消えます。（橙色表示は仕訳準備処理の項目です。）

次回、取引明細データを取込んだ時に摘要の項目が緑色表示になっている場合は、得意先ＣＤがセット

されていない事の確認になります。つまり、この状態表示で得意先ＣＤが未登録か否かの判断がつき

ます。

新規得意先からの入金等はすぐ判断がつきます。

確認後、入金データ外部連携処理ボタンを押します。

①　の転記項目が画面のように　１　と　２　の表示が付き入金データが作成されたことを示しています。

　　　　転記項目　１（青色表示）　・・・　入金データが生成されたことを表します。

　　　　転記項目　２（黄色表示）　・・・　入金データ作成準備処理で売上以外の入金で仕訳処理すると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設定したデータを表します。

　　　　転記項目　３（橙色表示）　・・・　得意先ＣＤを登録しないで連携処理を行なったデータを表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入金データは生成されていません。

連携処理では入金データを作成するだけです。忘れずにご使用の販売ソフトでインポートを行
なってください。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の導入時は得意先リストの登録は大変かもしれませんが、データ取得時に都
度登録を重ねる事で導入時の登録作業は軽減します。

①
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⑤　作成した入金データ確認

作成した入金データ確認ボタンを押します。

初期設定で登録した、販売管理パッケージのインポート形式にあわせて作成された入金データが表示

されます。振込手数料を設定した入金は手数料の入金データが自動で作成されています。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳で作成する入金データは、タブ区切りのテキスト形式で、１行目はタイトル行になってい
ます。

作成した入金データは、ＰｒｏｇｒａｍＦｉｌｅｓの中のＷｅｂＢａｎｋ通帳フォルダの中のインポートフォルダに

　　金融機関名_支店名_入金データ.txt

として保存されています。

お使いの販売管理ソフトで入金データのインポートを行なってください。
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⑥　仕訳データ作成準備処理

⑦
⑥

⑤
④
③

②

①

通帳データから会計ソフトでインポートできる入金データを作成するための準備処理です。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳へ記帳された入出金リスト、科目リスト、仕訳準備処理メニューの３分割の画面になりま
す。

①　今回ＷｅｂＢａｎｋ通帳は記帳された入出金データが表示されています。（初期設定で会計ソフトのみ

　　を選択するとすべての入出金リスト）まだ、ＷｅｂＢａｎｋ通帳で科目リストの登録がされていないので、

　　 すべての項目行が科目未登録となっています。

②　科目リストが表示されています。入出金先の摘要文字にたいして、自社の科目や補助等を登録し

　　 ます。スクロールバーを移動すると差額部門、付箋、税区分が表示されます。

③　

　　初期設定で登録した科目マスターが参照、メンテナンスできます。

④　

　　 毎月発生する科目（○ガツブンの様に発生する摘要）を登録します。

④　

　　 ＷｅｂＢａｎｋ通帳に取込んだ仕訳リストが参照できます。

⑤　

　　 ＷｅｂＢａｎｋ通帳に取込んだ科目リストが参照できます。

⑥　

　　 仕訳準備処理を終了し銀行処理メニューへ戻ります。
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科目リスト表示画面に未登録の摘要漢字、勘定科目、補助、部門等を入力します。同時に上の入出金

取引明細リストの科目未登録が、登録された摘要漢字、勘定科目、補助、部門に置き換わります。

①摘要漢字

　 取得明細のカナ表示に対する漢字摘要を入力します。ここに入力すると、会計ソフトの仕訳データに

インポートした時に通帳記帳のカナ文字と入れ替えて入力されます。空白の場合はそのままのカナ

摘要が入力されます。

②勘定科目、補助科目、部門

摘要文字に対応する勘定科目を入力します。項目をクリックするとプルダウンで科目リストが表示さ

れますので選択します。直接初期設定で登録した科目名称を入力してもかまいません。（111　現金

　と登録している場合は111　現金と入力します。）同様に補助、部門を設定します。仕訳にする必要

のない場合は　仕訳しない　を選択します。

③振１　振２　負担

振１　の項目は３万円以下、振２　の項目は３万円以上の振込手数料を入力します。負担は当方か

先方を入力します。

④

⑦

②①

⑥－１　科目登録

③

⑧ ⑥⑤
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　● 買掛金の支払いの場合の注意事項
　　 買掛金の支払の場合、実際の振込手数料との差額が発生する場合があります。

初期設定で振込手数料を支払手数料、振込差額を雑収入と登録した場合、振１、振２の項目に振
　　　込手数料の差額を入力し負担を先方と入力すると

買掛金　　８０，０００円　　　　　普通預金　　８０，０００円
　　　　　　　買掛金　　　　　２１０円　　　　　雑収入　　　　　　 ２１０円　　　　と仕訳を生成します。
　　 負担を当方とすると、雑収入ではなく振込手数料となります。
　　
　 ●売掛金の入金の注意事項
　　 売掛金の入金の場合、振込手数料を引いて入金される場合があります。

初期設定で振込手数料を支払手数料とした場合、振１、振２の項目に毎回引かれる手数料を入力
　　　し負担を当方と入力すると

　　　　　　　普通預金　　３５０，０００円　　　　　　　　　　　　　売掛金　 　３５０，０００円
　　　　　　　支払手数料　　　　 ２１０円(消費税１０円）　　　　売掛金　　　　　　 ２１０円
　　 と仕訳を生成します。

④毎月定額　
　　 家賃にガス代などを含めて引き落としになった場合や、長期借入金の引き落としが元金均等払で

元金と利息がまとめて引き落としになった場合など２本に分割して仕訳生成させたい場合の設定
　　 です。差額科目は入力した定額の差し引き科目を入力します。

　　　　　　　　　　賃借料　　　　　１１０，０００円　　　　　　　普通預金　　　１１０，０００円
　　　　　　　　　　水道光熱費　　　１３，０００円　　　　　　　普通預金　　　　１３，０００円

　　　　　　　　　　長期借入金　　１２０，０００円　　　　　　　普通預金　　　１２０，０００円
　　　　　　　　　　支払利息　　　　　 ６，８２０円 　　　 普通預金　　　　　６，８２０円
　
　 と仕訳を生成します。

⑤付箋
　　 会計ソフトの中には、付箋機能といって、仕訳伝票に付箋をつけて後からその伝票をチェックし易い
　　 ようにしているものがあります。会計ソフトに準じて入力してください。

⑥税区分１、税区分２
　　 税区分１には主科目の、税区分２には差額科目の税区分が表示されます。

⑦摘要を補助（弥生会計のみ）
　　 弥生会計にはマッチング機能といって、インポートしたデータと弥生会計で登録されている補助など
　　 を突合する機能があります。ＷｅｂＢａｎｋ通帳で弥生会計との連携を行う際にはこの機能をいかし
　　 通帳の摘要文字を補助として指定できます。買掛金などの補助に利用すると良いでしょう。

⑧窓口　
　　 金融機関の窓口で取引を行った場合、窓口業務でコンピュータへのデータ入力が行われない
　　 ため、インターネットバンキングやファームバンキングで取得した取引明細データには摘要文字が
　　 入りません。ＷｅｂＢａｎｋ通帳は摘要文字で仕訳データを生成するため、摘要が空欄の場合は,

窓口　と置き換えます。摘要を訂正,追加するか、備考欄に補足入力して仕訳データ作成準備
　　 処理で科目を設定 して下さい。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳で自動的に仕訳に変換するのには、限界があります。備考欄や漢
字摘要、付箋機能をうまく活用して、会計ソフトにインポートしてから訂正、振り替え
をするのが良いでしょう。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳で取込んだ普通預金の残高は必ず一致します。
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⑥－２　科目マスターメンテナンス

科目マスターメンテナンスボタンを押すと、画面上部に初期設定で作成した科目マスター画面が開きま

す。科目リスト登録中に追加や削除・修正を行う場合に使用します。

科目マスターの追加や削除を行う場合は、必ず行番号表示ボタンを押し、行番号を表示させてから行セ
ルをマウスでクリックして行全体を指定してから行ってください。
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⑥－３　毎月科目作成

毎月科目作成ボタンを押します。

通帳の摘要文字には○ガツブンというような月を表す数字が入ったものがあります。ＷｅｂＢａｎｋ通帳

では一文字でも違うと科目未登録となるため、あらかじめ１２ヶ月分の摘要をセットする事ができます。

取得した摘要の中に月を表す数字が入った文字列の横にある

　①　設定項目に、区分１を入力し

　②　処理開始ボタンを押します。

１２ヶ月分の摘要文字列が生成されます。これにより、次月以降発生する摘要文字は科目未登録になりません。

①

②
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⑦　仕訳データ外部連携処理

仕訳データ作成準備処理から画面が戻ると、前処理が連動され、最初に取込んだ時に橙色で表示さ

れていた摘要項目の色が消えます。

次回、取引明細データを取込んだ時に摘要の項目が橙色表示になっている場合は、勘定科目がセット

されていない事の確認になります。つまり、この状態表示で勘定科目が未登録か否かの判断がつき

ます。

確認後、仕訳データ外部連携処理ボタンを押します。

①　の転記項目が画面のように　１　と表示が付き仕訳データが作成されたことを示しています。

　　　　転記項目　１（青色表示）　・・・　仕訳データが生成されたことを表します。

　　　　転記項目　２（黄色表示）　・・・　仕訳しない　と設定したデータを表します。

　　　　転記項目　３（橙色表示）　・・・　勘定科目を登録しないで連携処理を行なったデータを表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕訳データは生成されていません。

弥生会計を選択した場合は、振替伝票か仕訳日記帳のデータ生成の選択が表示されます。
連携処理では仕訳データを作成するだけです。忘れずにご使用の会計ソフトでインポートを行
なってください。

①
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⑧　作成した仕訳データ確認

作成した仕訳データ確認ボタンを押します。

初期設定で登録した、会計管理パッケージのインポート形式にあわせて作成された仕訳データが表示

されます。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳で作成する仕訳データは、カンマ区切りのＣＳＶ形式で、１行目からタイトル行なしになっ

ています。

作成した仕訳データは、ＰｒｏｇｒａｍＦｉｌｅｓの中のＷｅｂＢａｎｋ通帳フォルダの中のインポートデータフォルダに

　　金融機関名_支店名_仕訳データ.csv

として保存されています。

会計ソフトで仕訳データのインポートを行なってください。
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⑨　新規通帳作成処理

１ヶ月の処理が完了したら、新規通帳作成処理ボタンを押して通帳データを保存します。

新規通帳を作成した年月のネームを自動生成して、通帳履歴ファイルへ保存されます。保存された履

歴のシート名称を変更するには、通帳履歴の照会でシートタブを変更して下さい。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の記帳行数が１，０００行を超える場合も同様に新規通帳を作成します。

前月残高が繰り越され新たな通帳ページが作成されます。
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⑩　銀行処理設定の照会

銀行設定の変更ボタンを押すと初期設定で登録した銀行の設定項目が表示されます。

ここで変更できるのは、タブ送り回数とパスワードのみです。

銀行処理設定の照会を終了して、入出金処理メニューに戻ります。
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⑪　通帳履歴照会

通帳履歴照会ボタンを押すと、名前を付けて登録した履歴が表示されます。

通帳履歴のシートのプレビュー、印刷ができます。

デスクトップに履歴のショートカットを作成します。

通帳履歴照会を終了し、入出金処理処理メニューに戻ります。

履歴シートが２４シートを超えた通帳履歴について、最初の１２シートを「過去通帳」名でデスクトップに

作成し通帳履歴から削除します。
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このボタン横にある枠内にコピーする媒体のドライブ（ＦＰＤなら通常Ａドライブ）名をセットしておく
と、ＷｅｂＢａｎｋ通帳で作成した販売や会計ソフトへのインポートデータを指定したドライブへコピー
します。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳はインターネットバンキングを行なっているＰＣにインストールして、作業を行ない
ますが、業務ソフトは別のＰＣで業務を行なっている場合にデータの移動が可能になります。

一度作成した（転記区分に区分セットがされた）データを再作成する機能です。

データ再作成ボタンを押すと転記区分に自動入力されたフラグを抹消することが出来ます。また、
取込み間違いにより生じた開始残高を手入力しなおすことが出来ます。

データをインポートした後に行なうと、データが重複しますので、弊社または販売サポート会社へ確
認の上、充分注意して行なってください。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳を印刷します。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳の銀行処理メニューを終わらせ、取引銀行選択メニュー戻り他の銀行の選択がで
きます。



クレジットカード・総合振込取り扱い
　　　　　新規事業所登録
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①　クレジットカード

クレジットカードの明細もインターネットバン
キングの明細書データと同様に取得する事
ができます。

初期設定でクレジットカードを選択し、勘定
科目や自動ログオン設定をします。一部カー
ド会社サイトでは使用できない場合がありま
す。

通常左画面のように明細データのダウンロー
ドでCSV形式で保存ボタンが設定されてい
る場合は、銀行の取引明細取得パターン　
CSV形式と同様にファイルを保存します。
（１６ページ参照）

一部、クレジット会社ではデータのダウンロー
ド機能を提供していない場合があります。そ
の場合は、銀行の取引明細取得パターン　
ブラウザからの貼り付け（１９ページ参照）の
方法でデータを保存します。

WebBank通帳へデータを取り込み、仕訳を作成した画面

WebBank通帳に取り込んだあとは、通常
の仕訳データ作成準備処理、仕訳データ
外部連携処理と進み、会計ソフトにインポー
トしてください。

残高は取得した明細データの合計金額
が表示されます。

会計ソフトへインポートされたデータでは、
摘要は左画面の摘要と備考が併せて表
示されます。

８．クレジットカード、総合振込、新規事業所作成

ダイナースご利用の場合は、エクセルファイルに出力ボタンでＷｅｂＢａｎｋ通帳
フォルダーのダイナースカードデータ_XLS ファイルに上書き保存して下さい。
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①　総合振込データ

総合振込データを運用する場合は、初期設定で金融機関登録のデータ取得方法の項目で、総合振込を選択しま
す。また、データの運用面から、総合振込データのため別事業所で運用する事を推奨します。

総合振込データは提供されている運用ソフトから、任意の媒体に全銀手順ファイルを保存します。

総合振込を運用する銀行を選択し、WebBank通
帳へ取込ボタンを押すと左画面が表示されます
ので　はい　をクリックします。

OK　をクリックし次に進みます。

保存されているファイルの場所を指定します。

ファイルの種類はすべてのファイルを選択します。

保存されている総合振込データを選択し開くを

クリックします。

テキストファイルのウィザードが開くので、必ずそ
のまま完了を選択してください。

総合振込のデータには日付がセットされていませ
んので、振込日を半角で入力しOKをクリックします。

WebBank通帳にデータが取り込まれますので、仕
訳データ作成準備、仕訳データ外部連携処理と進
み、その後会計ソフトへインポートして下さい。

カードと同様に残高表示は総合振込の合計額が表
示されています。
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③　新規事業所作成

WebBanｋ通帳では、１事業所では５口座までの管理が行えます。取引
金融機関が増えた場合などは、新規事業所を登録する事により５口座
ごと処理件数を増やすことができます。ただし、総合振込は普通預金な
どとは別の事業所で運用する事を推奨します。

WebBank通帳起動メニューから、事業所選択を開くボタンを押します。

事業所選択メニューが開きますので、新規事業所作成を選択し開始を
押します。

事業所登録メニューが開きますので、事業所名、備考を入力し登録終
了を押します。

備考欄は後で修正できますが、事業所名は変更できませんのでわかり
やすい名称にするのが良いでしょう。

新規に登録した、事業所を選択し開始を押すと、初回のみ初期設定をコピーすることができます。初
期設定で変更項目のみ修正してください。

必要のなくなった事業所は、削除してかまいません。

事業所を追加登録すると、追加ライセンスが必要になります。販売元もしくは開発元にシリアルNOを
連絡して、更新キーを取得して下さい。



この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。

操作の基本的なことは、本書で一通り述べておりますが、必要に応じて弊社ホームページ、ま
たは問い合わせを頂けますようお願い致します。

　　　　　　本製品の使用に関しまして、以下の点にご注意下さい。

●本製品の著作権は株式会社アイ・クリエイトにあります。

●本製品の複製は、お客様自身の使用目的以外、いかなる場合でも禁じられていま

　 す。

●本製品を使用した結果につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、

　 あらかじめご了承下さい。

●本製品のプログラム及びマニュアル等の内部の一部または全部を、どのような

　 場合でも無断で解析、改造、複製を行なうことは禁じられています。

●本製品のマニュアルの内容は、予告なしに変更することがあります。

●本製品のマニュアルの内容は、本製品の操作に関する内容が中心になります。

●本製品のマニュアルは全てWindowsＸＰ上での画面及び操作を基準にしています。

　 Windowsの操作、各社販売、会計ソフトの詳しい説明などは、それぞれの説明書

　 を参考にして下さい。

●本製品のマニュアルに表示される画面などは開発中のものですので、予告なし

　 に変更される場合があります。

●本製品のマニュアルの画面上で使用しているデータは架空のデータです。

＊Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における商標及び商標登録です。

＊その他、記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

ＷｅｂＢａｎｋ通帳　操作マニュアル　　　Ｖｅｒ．１．０８

　　　　発行・製作　株式会社アイ・クリエイト

　　　　　　　平成２０年　３月　第７版発行


