
簡単・手軽に本格的なエレクトロニック・バンキングを。

使いやすさと信頼性も抜群。

銀行取引をオフィスからオンラインで実現します。

オフィスに銀行窓口、発見。

Aシステム

ANSER-SPC版 1即時照会
1. 残高照会　　
2. 取引照会　　
3. 振込振替
4. 情報案内照会

4給与振込 5地方税納付
6口座振替2入出金明細3総合振込 7海外送金

Ｂシステム

全銀協TCP/IP手順対応版

Ｃシステム

全銀協TCP/IP手順対応版

■導入に必要なシステム構成

■処理スペック

入出金明細受信ファイル 12件

会社情報 100件

会社情報（地方税納付） 9件

受取人情報 無制限 ●受取人番号：12桁以内
（ANSER-SPC） ●ハードディスク空き容量による制限のみ

振込先（ANSER-SPC） 無制限 ●ハードディスク空き容量による制限のみ

振込先(総合振込) 無制限
●振込先コード：10桁以内 ●グループ名での一括削除可能

●ハードディスク空き容量による制限のみ

社員(給与賞与振込) 無制限

●部署番号：10桁以内 ●社員番号：10桁以内

●グループ名での一括削除可能

●ハードディスク空き容量による制限のみ

引落先(口座振替) 無制限
●グループ名での一括削除可能

●ハードディスク空き容量による制限のみ

送金先(海外送金) 無制限
●送金先コード：10桁以内 ●グループ名での一括削除可能

●ハードディスク空き容量による制限のみ

処理項目　　　　　 最　大　　　　　　　　　　　　　 備　考 処理項目　　　　　 最　大　　　　　　　　　　　　　 備　考

グループ名 24件 ●グループ名：全角文字15桁

振込データ 1,000件
●1振込データの振込先件数は無制限

●総合振込の振込データ1件当たりの内訳明細は99件

銀行 10,000件 ●コード：｢0000｣～｢9999｣まで　●銀行支店辞書搭載

支店 1銀行につき1,000件 ●コード：｢000｣～｢999｣まで　　 ●銀行支店辞書搭載

振込手数料 登録済銀行件数

市町村 999,999件 ●コード：6桁　　●市町村辞書搭載

送金目的 999件 ●コード：4桁　　●国際収支項目辞書搭載

幣種 150件 ●コード：3桁　　●主要幣種初期登録済

契約情報 無制限 ●ハードディスク空き容量による制限のみ

接続先登録 無制限 ●同一銀行での重複登録可能

利用者登録 管理者1名 担当者20名 ●パスワード：英数カナ12桁以内

取引履歴保有 999件 ●初期設定は999件

管理可能データ領域 1,000件

●Aシステム（ANSER-SPC版）
即時照会………………………………………………………………… 25,000円

●Bシステム（全銀協TCP/IP手順対応版）
Aシステム＋総合振込＋入出金明細＋給与振込＋地方税納付＋口座振替…60,000円

●Cシステム（全銀協TCP/IP手順対応版）
Bシステム＋海外送金………………………………………………… 80,000円

パ
ソコ

ン業
務パッケージベンダー

簡単・手軽に本格的なエレクトロニック・バンキングを。

使いやすさと信頼性も抜群。

銀行取引をオフィスからオンラインで実現します。

オフィスに銀行窓口、発見。

販売代理店

※カタログに記載された内容および製品の仕様は改良の
ため、予告なく変更することがあります。

※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporat ionの米国
及びその他の国における登録商標です。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登
録商標です。

株式
会社オービックビジネスコンサルタント

先端技術で未来を創る

2001 03

〈東　京〉〒163-0480 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル43F私書箱245号 TEL.03（3342）1880（代） FAX.03（3342）1874
〈札　幌〉〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1 北三条三井ビル8F TEL.011（221）8850（代） FAX.011（221）7310 
〈仙　台〉〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 大正生命広業ビル7F TEL.022（215）7550（代） FAX.022（215）7558
〈高　崎〉〒370-0841 高崎市栄町16-11 高崎イーストタワー13F TEL.027（327）8266（代） FAX.027（324）6596
〈大　宮〉〒331-0852 大宮市桜木町4-82-1 安田火災埼玉ビル3F TEL.048（657）3426（代） FAX.048（645）2424
〈横　浜〉〒220-0004 横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル5F TEL.045（322）0922（代） FAX.045（322）3648 
〈静　岡〉〒420-0857 静岡市御幸町11-10 第一生命静岡鉄道ビル5F TEL.054（254）5966（代） FAX.054（254）5933
〈金　沢〉〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル4F TEL.076（265）5411（代） FAX.076（265）7068
〈名古屋〉〒460-0008 名古屋市中区栄2-12-12 白川第二ビル別館2F TEL.052（204）3350（代） FAX.052（204）3354
〈大　阪〉〒530-0001 大阪市北区梅田2-6-20 スノークリスタルビル9F TEL.06（6347）7736（代） FAX.06（6347）7731
〈神　戸〉〒650-0036 神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル6F TEL.078（393）3399（代） FAX.078（326）7655
〈岡　山〉〒700-0907 岡山市下石井2-3-8 木下商工ビル3F TEL.086（225）7891（代） FAX.086（225）7897
〈広　島〉〒730-0032 広島市中区立町2-27 大和広島ビル4F TEL.082（544）2430（代） FAX.082（541）2431
〈福　岡〉〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 安田生命博多ビル7F TEL.092（413）1271（代） FAX.092（413）1266
〈鹿児島〉〒892-0846 鹿児島市加治屋町15-5 鹿児島SKビル3F TEL.099（227）2210（代） FAX.099（227）2236

URL http：//www.obc.co.jp

※上記価格は製品のみの価格となります。ご利用の際には別途、金融機関との契約料、月々の使用料　
が必要となります。当システムご契約の際には予めお取引先金融機関へのご相談をお願い致します。

※金融機関によってご提供できるサービス内容が異なる場合がございます。ご利用の際には予めOBC各支店・営業所迄ご確認をお願い致します。

本体

メモリ

ディスプレイ　
解像度

プリンタ

対応OS
日本語入力システム
マウス
ハードディスク
ディスクドライブ
モデム規格(TA規格)

Pentium 166MHz相当以上を搭載したWindows Me/2000
またはPentium相当以上を搭載したWindows98/95/NT4.0が稼働するコンピュータ
NEC PC98シリーズPC/AT互換機

Windows98/95 16MB以上（24MB以上を推奨）
Windows Me/2000  64MB以上（128MB以上を推奨）
Windows NT4.0 24MB以上（32MB以上を推奨）

本体に接続可能でWindows Me/2000/98/95/NT4.0に対応したディスプレイ

1024×768以上を推奨

Windows Me/2000/98/95/NT4.0で使用できるプリンタ
（使用するプリンタによって印刷できる用紙が異なります。 詳細はプリンタのカタログで必ずご確認ください。）

Windows Me/2000/98/95/NT4.0

Windows Me/2000/98/95/NT4.0に対応した日本語変換システム

Windows Me/2000/98/95/NT4.0で使用可能なマウス

50MB以上（データは除く）

CD-ROM版 CD-ROMドライブ必須　FDドライブ1基以上

Windows Me/2000/98/95/NT4.0に対応した全二重モデム

ご注意

※必須メモリ容量、ハードディスク容量は、システム環境によって異なる場合がありますのでご注意ください。

※より快適な環境で動作させるために、より多くのメモリを搭載することをお奨めします。

※本製品には、Windows Me/2000/98/95/NT4.0は含まれていません。

※OSがWindows 2000の場合、セットアップはAdministratorsのグループのメンバで行なう必要があります。また、Windows Meのスタンバイモードには対応してません。

※ANSER-SPCは（株）NTTデータの商標です。

※Windows、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
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パソコンを使って、オフィスにいながら銀行との取引業務を。

そんな多くの企業のニーズに応えて新登場、

エレクトロニック・バンキング・システム“OFFICE BANK”。

オフィスと銀行を電話回線を使ってオンライン化。

簡単に、そして手軽に、本格的なエレクトロニック・バンキングを実現します。

もちろん最新のWindows環境と多彩な機能による高次元の使いやすさ、

さらに最先端のネットワーク技術を駆使した信頼性を確保。

また、OBCのベストセラービジネスソフト“奉行シリーズ”とも完全連動。

経理業務や資金管理を一気に効率化でき、

ビジネスをよりタイムリーにスピーディに変革します。

銀行窓口が、
オフィスにやって来た。

●OFFICE BANKの導入はいたっ

て簡単。今あるパソコンにソフトウェア

をインストールして電話回線と接続

するだけ。大規模企業からSOHOまで、

あらゆるオフィスのエレクトロニッ

ク・バンキングを手軽に実現します。

●全銀協TCP/IP手順に対応。イン

ターネットやパソコン通信でおなじみ

の一般的で安価な全二重モデムが使

用でき、簡単・手軽に高速通信が可能

です。高価な専用モデムや専用端末

は一切必要ありません。

簡単・手軽

●最先端のネットワーク技術を駆

使。オンラインによるデータ送受信

を確実に処理する高度な信頼性を

実現しています。

●パスワード管理機能や許容取引

設定機能など、利用者による不正な

操作を防止。もちろん操作履歴を自

動保存し、自由に参照可能。安心の

セキュリティ機能を搭載しています。

高度な信頼性

経理事務を大幅に合理化・効率化。

●オフィスにいながらパソコンから振込・振替、総合振込、給与振込
などの処理依頼が可能で、わざわざ銀行の窓口に行く手間と
時間が省けます。

●総合振込や給与振込の受付期限を窓口持ち込みに比べて1～2
日延期でき、処理作業の短期集中を緩和。事務処理の標準化が
はかれます。

●海外送金、地方税納付などのデータ作成や帳表作成が簡単に行
えます。

●取引口座の入出金明細データなどをオフィスのパソコンで受信・
加工することにより、入金伝票の作成や売掛金の照合・消込が確
実に効率的に行えます。

資金管理も一気に効率化。

●預金残高などの口座情報がオフィスで瞬時に入手でき、資金管理
の効率化がはかれます。

●外国為替公示相場や債権相場などの各種金融情報がリアルタイム
で瞬時に入手でき、資金運用に役立ちます。

ANSERサービスが利用可能。

●ANSERサービスを利用すれば、複数銀行の口座情報を照会したり
即時資金移動が可能になります。（銀行ごとの契約が必要）

導入のメリット

財務会計・給与計算・販売管理・仕入管理など、OBCのベストセラー

ビジネスソフト“奉行シリーズ”とデータ連動。

OFFICE BANK を利用することで、入力したものはそのままFBの

データとして送信でき、受信したものは自動処理され奉行シリーズ

のデータとして取り込むことができます。また、ANSERシステムの利

用を選択すれば、振込・振替や必要な情報の照会などの即時処理が可

能に。従来のように業務パッケージソフトと金融機関が独自に提供す

るソフトの連携が完全でなかった構成と異なり、パーフェクトなトータ

ルシステム環境を実現しています。

奉行シリーズと完全連動。

各種金融機関

法人地方税納付

給与振込
賞与振込

給与データ 売掛データ

入金伝票作成

支払伝票データ
（総合振込）

販売・仕入・
在庫データ

入出金データ
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1導入ウィザード従来のEBアプリケーションでは、導入時の設定（主に通信環境設定）が複雑
で、お客様自身でセットアップするのは困難でした。今回、お客様自身で簡単
に導入時の設定が行える「導入ウィザード」をご用意しました。

導入支援

特許出願中2000-138800号

※ダウンロード完了後、登録済の振込先マスタと銀行支店辞書を比較し、チェックリストを出力することができます。

OBCサーバー

どなたにも導入しやすく、
その後の運用も手間がかかりません。

インターネット

3ボタンメニュー対応
既存のプルダウンメニューだけでなく、よりATM
に近いイメージで操作のできるボタンメニューを選
択できます。

2銀行支店辞書ダウンロード
金融機関や支店の統廃合が進む中、銀行支店辞書のメンテナンスはより重要性
を増してきました。従来、OBCでは年間保守契約のサービスの一つとして、
最新の銀行支店辞書が入ったプログラムを年1回お客様に対して発送してまい
りました。今回、インターネットを通して、即座に最新の銀行支店辞書をダウ
ンロードできるサービスを開始します。

CSV変換が可能

作成した振込データを表計算ソフトなどで

利用できるCSVデータに変換したり、振込

先情報や社員情報等のCSVデータを

“OFFICE BANK”に取り込むことが可能です。

現在使用中のシステムとデータ連動

現在使用している他の業務システムで

作成したデータを銀行へ送信したり、

銀行から受信したデータを他のシステム

へ受け渡しすることができます。さらに

ビジネスソフトのベストセラー“奉行シ

リーズ”との完全連動を実現しています。

最先端の使いやすさを提供する
独創機能を満載。

OFFICE BANK ならではの多彩な機能。

きめ細かで万全のセキュリティ機能。

銀行・支店コードを自動セット

振込データ作成時など、銀行名や支店名

を入力するだけで銀行コード・支店コー

ドを自動的にセット。めんどうなコード

調べの手間が省け、スピーディな処理が

行えます。

利用者番号管理や許容取引設定など、利用者による不正な操作を防止。
もちろんすべての操作履歴を自動保存し、管理者のみ参照可能。安心のセキュリティ管理を実現します。

利用者番号の管理機能

担当者ごとにパスワード（利用者番号）を設

定。パスワードなしでは入力処理やデータ

の閲覧ができないよう管理できます。

許容取引の設定機能

担当者の職務や権限に応じて、操作範囲

の限定や取引金額の上限が設定できます。

特願平　10-220472号

操作履歴の表示機能

あらゆる操作履歴を常に自動保存し、
自在に表示可能。誰が・いつ・どの取り
引きを行ったかを確認できます。

特願平　10-220472号

マルチ入力機能

振込金額を表計算のイメージで連続入

力可能な一括入力、振込先ごとに入力

を行いマスタ情報の参照も可能な個別

明細入力、振込先からの複数の請求書

をそれぞれ内訳として入力可能な内訳

明細入力、取引先からの請求書を連続

して入力できるコード入力が自由に選

べるマルチ入力機能を搭載しています。

金融EDIに対応

振込データにEDIデータを添付することが

可能。お支払い先へ20桁以内で支払内容

を連絡する情報を付加できます。

特願平10-220481号

豊富な辞書機能

全国4万5千件の金融機関を網羅した銀行

支店辞書と、全国4千件の市町村を網羅した

市町村辞書を標準搭載。銀行や市町村の

マスターを作成するめんどうな作業から解

放されます。また、銀行や市町村について、名

称カナや名称漢字、コードのいずれでも検

索可能で、登録作業も一気に効率化します。

通信環境設定 複数接続先の登録

同一銀行に対して複数の接続先が存在する場合に、

個別に接続先を登録することが可能です。

給与/賞与振込、総合振込、
口座振替、外部からの金額受入

表計算ソフト等で作成された金額データを、
OFFICE BANKの振込データとして受け入
れることが可能です。CSV・TAB区切りの

ファイルだけで
なく、クリップボ
ードを経由して
の直接受け入れ
にも対応します。

ANSER-SPC 通信エラー履歴の保存

ANSER-SPCで発生したエラー
を履歴として保存できるので、
エラー発生時に、エラー内容を印
刷してサポートセンターに送付し
ていただくことで、より迅速にサ
ポート対応が行えます。

口座振替 引落先マスタ汎用データ受入

Microsoft Excel等の表計算ソフト等で作成した引落先情報を受け入れることができま

す。他システム・他ソフトで管理されているデータを取り組むことで総合的なシステムの

一角として位置付けることが可能です。

受信ファイルのエクスポート機能

操作が複雑であった入出金明細・振込入金明

細・振替結果明細の受信ファイルのエクスポ

ートが簡単にできます。
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1 ANSER-SPC手順を利用した、
リアルタイムの銀行取引が可能です。

即時照会
ANSER-SPC

1. 残高照会
あらかじめ複数銀行の複数口座が登録可能。前日／当日／前月
末／非即時の銀行預金残高が一括で照会できます。

2. 取引照会
当日分／前日分／前々日分の銀行取引が照会可能。照会する取引
内容も全取引／振込／取立／自動引落し／入出金明細／入金明細／
出金明細／入出金保有明細から自由に選択できます。また、めんど
うな照会コードの入力をせずに希望の取引内容を照会できます。

3. 振込振替
振込振替と照会、取消が可能。振込や振替先は事前登録／都度
指定ができ、通知預金の作成・解約も行えます。

Aシステム

Aシステム

Ｂシステム

Ｃシステム

簡単なパソコン操作で多様な銀行取引を処理、
銀行取引の時間と手間が一気に解消できます。

4. 情報案内照会
ご利用の金融機関が提供する多彩な情報案内を照会することが
できます。また、【過去履歴参照】メニューの追加により、過去
に受信した情報案内サービスの内容を参照することも可能です。

■ANSER-SPC 
取引タイマー照会

指定した時間に金融機
関に接続し、取引明細
を自動取得できます。

■ANSER-SPC 
グループ参照

あらかじめ照会する
パターンを登録して
おくことにより、照会
時に一括参照するこ
とが可能です。

※金融機関によってご提供できるサービス内容が異なる場合がございます。ご利用の際には予め各金融機関へのご確認をお願い致します。 2
振込入金明細／入出金明細／入金明細／出金
明細／取引合計残高表が、オフィスのパソコン
から直接照会可能。口座の指定はもちろん、
金額の高い順や日付順にソートしたり、振込
依頼人名ごとに照会することも可能です。

入出金明細

Aシステム

Ｂシステム

Ｃシステム

Ｂシステム

●さらに販売管理ソフト「商奉行」を使用すると…
「商奉行」へ金融機関からFBデータを受信し、入金伝票を自動作成することができます。

(商奉行の画面)

●さらに財務会計ソフト「勘定奉行」を使用すると…
「勘定奉行」とのシームレス連動に対応致します。金融機関から受信した入出金明細・振込入金明細
から仕訳伝票を自動作成することにより、効率的に業務を行うことができるようになります。

(勘定奉行の画面)
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Ｂシステム 3総合振込
取引先への振込をオンラインで実現。銀行窓口へ
の持ち込みに比べて受付期間を1～2日延ばすこ
とができ、余裕をもった経理処理が可能になり
ます。受取人の情報を登録しておけば、振込額
を入力するだけで振込データを作成。受取人の
一覧や振込明細はプリントアウトできます

●さらに仕入・在庫管理ソフト「蔵奉行」を使用すると…
「蔵奉行」にて作成した支払伝票から振込データを自動作成。
作成された振込データはOFFICE BANKより金融機関へ送信できます。

■銀行振込手数料自動差引機能

振込金額を入力するだけで、振込先銀行ごとに異

なる振込手数料を自動計算。振込手数料が先方負

担の場合、振込金額から自動で差し引きます。

もちろん振込手数料の当方負担設定も可能です。

■グループ情報機能

振込先を支払日別にグループ管理するなど、便利

なグループ情報機能を搭載。グループの名称は

あらかじめ自由に設定可能です。

(蔵奉行の画面)

4給与振込
オンラインで社員の口座に給与および賞与
の振り込みが行えます。あらかじめ社員情
報を登録しておけば、振込額を入力するだ
けで振込データを作成。受取社員の一覧や
振込明細はプリントアウトできます。

●さらに給与計算ソフト「給与奉行」を使用すると…
毎月の給与計算処理を行うだけで煩わしい振込依頼書等の作成等は必要ありません。
給与奉行にて計算された給与データをOFFICE BANKを利用して金融機関へ送信できます。

(給与奉行の画面)

7海外送金

5地方税納付オンラインで地方税の納付が行えます。納付す
る自治体の情報を登録しておけば、納付金額を
入力するだけで振込データを即座に作成。振込明
細はプリントアウトできます。また、あらかじめ
振込データを作成し、送信しておけば、指定日
に自動納付することも可能です。

6 口座振替
口座振替がオンラインで処理できます。
あらかじめ支払人の情報を登録しておけば、
請求金額（固定金額＋変動金額）を入力する
だけで請求データを作成。支払人の一覧や
請求金額の明細はプリントアウトできます。

海外への送金申込がオンラインで行えます。送金
先を登録しておけば、金額を入力するだけで送
金データを作成。送金明細はプリントアウトで
きます。また、あらかじめ送金データを作成し、
一度送信しておけば、指定日に自動送金すること
も可能です。

Aシステム

Ｂシステム

Ｃシステム

Ｃシステム

Ｂシステム
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取引合計・残高表 総合振込明細表 給与振込明細表

納付税額明細表

引落依頼明細表

振込・振替依頼書

海外送金明細表

外国送金申込書

入出金明細表 操作履歴一覧表

※単票振込入金明細表(4123)、単票バインダー元帳(4124)、単票振込明細書(4122)につきまして
は専用サプライ用品をご用意しております。

多彩な出力帳票に対応致しました。

出力帳票

メンテナンス等契約で、さらに安心・快適にご利用いただけます。

メンテナンスサービス

メンテナンス等契約

OFFICE BANKを安心・快適にご利用いただくための、万全のサポート体制を用意。

操作方法の問い合わせや、万一のトラブル処理、さらにソフトウェアの更新やバージョンアップ

対応など、すべて使う方の立場に立ってきめ細かく対応します。

お客様に安心して製品をご利用

いただけるよう、操作方法のお

問い合せなど日常的なサポート

も会員専用オペレータが丁寧に

対応致します。また、ソフトウ

ェアのメンテナンスの実施によ

り、年1回定期的に辞書機能更新

をはじめ、万一のトラブル処理、

バージョンアップへの迅速な対

応はもちろん常に最適な使用環

境を提供致します。

お
　
客
　
様

サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

O
B
C

ご返答

お問い合わせ

ご契約

ソフト
メンテナンス

直送

《OFFICE BANKと連動する「奉行シリーズ」ラインナップ》

ご利用について

ご利用いただきやすいサービスを心掛けました。
OFFICE BANKは、皆さまとの銀行取引、資金管理の支援のために、

便利で使いやすいサービス、導入しやすいご利用料金となっています。

ご利用についてご不明な点などありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

サービス利用
契　約

導入開始

お申し込みから導入まで

金融機関との使用開始のご契約です。
必要事項を記入の上各金融機関へ
お申し込みください。

Asystem 9,000円/年

Bsystem15,000円/年

Csystem18,000円/年
指導１回 40,000円/回

インストール・テスト伝送・操作の
ご説明が必要なお客様のためのご契約です。

●サービス内容
・新EBソフト最新版及びこれに関連するマニュアル小冊子等を

年1回送付します。

・銀行辞書、市町村辞書の最新版を年1回送付します。

・将来出荷される新OSへも迅速に対応します。

・会員専用サポートサービスをご提供します。メンテナンス等
契　約

導入指導設置料
（導入サポート）

｠給与計算ソフト
給与計算から社会保険計
算、年末調整までスイスイ
処理。豊富な管理資料と拡
張性が両立した給与計算シ
ステムの決定版です。

｠給与計算ソフト
伝票イメージの入力画面に
簡単に入力するだけで、財
務会計の帳票をスピーディ
に作成可能。リアルタイム
で経理内容を把握できま
す。しかも、資金の流れを
把握する、キャッシュ・フ
ロー計算書の作成なども作
成できる頼もしい財務会計
ソフトです。

｠販売管理ソフト
見積から受注・売上・請
求とトータルな販売管理
を支援。蔵奉行2000と
併せて使用すると、完全
な販売・仕入・在庫管理
を行うことができます。

｠仕入・在庫管理ソフト
発注から支払管理までの仕入
管理から、複数倉庫の在庫管
理までのあらゆる仕入・在庫
管理業務に対応。商奉行
2000と併せて使用すると、
完全な販売・仕入・在庫管理
を行うことができます。

※「OFFICE BANK」ご購入のお客様にはユーザー登録カードをご返送頂くことにより
「年間保守契約」 一年分を無償サービスにてご提供させて頂いております。
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