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1. 機能紹介 
 

 ユーザー登録：ログインする際に必要です。初回ログイン時にはユーザーＩＤの登録

とパスワードの変更してください。 

 銀 行 口 座：口座残高、及び取引内容をご確認いただけます。また、口座の一覧、

取引明細、定期預金情報の確認、及び口座の登録、口座の解除、別名

の変更を含む、口座の管理を行うことができます。 

 振込/振替/送金：各種、振込/振替/送金業務を行うことができます。また、振込/振替/

送金業務に関する取引照会、受取人の管理を行うことができます。 

 定 期 預 金：定期預金の開設、解約、各種照会を行うことができます。 

 デビットカード：デビットカードの登録、解除、各種照会等、カードに関するお取引を

行うことができます。 

 サービスの設定：オープニング情報、パスワードの変更、新旧口座番号の照合等を行う

ことができます。 

2. バージョンアップ項目 

 

 全体の画面構成を一新し、より分かりやすく、使いやすくなりました。 

 画面左に操作メニューが表示されるようになりました。 

 Windows 及び Macintosh での操作が可能になりました。 

 IE6-IE9、Firefox、Chrome、Safari等のブラウザー、中、日、英語での操作画面、背

景の変更が可能になりました。 

 ショートカット機能が追加されました。 

 画面のプリントが可能になりました。
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3. 操作説明 

3.1 登録 

当行ＨＰ（http://www.bankofchina.com/jp）から個人ログインを選択、又は当行本店ＨＰ（www.boc.cn）

中国銀行海外支店ネット・バンキングより東京支店を選択すると、以下の画面となります。 

 
図 3-1-1 登録画面 

 

a) 画面右上の「新版体験（新版演示）」より、主な機能を体験いただけます。 

b) 画面右上の「言語の切替え（语言切换）」より、言語の切換えができます。 

c) 正しいユーザー名、パスワード、ワンタイム・パスワード及び確認コードをご入力ください。 

d) 登録画面に表示される言語が変更ができます。 

e) 画面右側よりＱ＆Ａ、使用規定等がご確認いただけます。 

f) 画面下にある「お問い合わせ先（联系我们）」より支店情報、「お知らせ（安全须知）」より安全

に使用するための注意事項をご確認いただけます。 

 

初回ログイン時はパスワードの変更画面が表示されます。画面の指示に従い操作してください。 

http://www.bankofchina.com/jp
http://www.boc.cn/
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3.2 オープニング画面 

図3-2-1 オープニング画面 

 

ログイン成功後、オープニング画面へ移行します。 

画面左にメニューが表示されます。メニューを閉じると、画面右にレート等の情報が表示されます。 

画面中央に前回のログイン時間等が表示されます。心当たりのないログイン記録を見つけた場合に

は、直ちに当行までご連絡ください。 

 よく使う機能はメニューよりドラックし、画面に配置することで、ショートカット登録をすること

ができます。  

3.2.1 登録情報 

 
図 3-2-2 登録情報 

 

画面中央に前回のログイン時間等が表示されます。心当たりのないログイン記録を見つけた場合に

は、直ちに当行までご連絡ください 
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3.2.2 基本操作 

図 3-2-3 基本操作  

 

基本操作から行ないたい取引を行うことができます。 

3.2.3 ショートカット 

 
図 3-2-4 ショートカット  

 

a) オープニング画面に 10 個のショートカットを設定することができます。 

b) よく使う機能をご自身で設定することができます。 

c) 歯車のマークをチェックすると、それぞれのショートカットに×（ばつ）記号が表示されます。

×（ばつ）記号をチェックするとショートカットは削除されます。 

d) お取引の結果は自動的にシステムに記録されます。 
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3.2.4 最新情報及び本日のレート 

 
図 3-2-5 最新情報及び本日のレート 

 

「全ての機能」を押すと、画面左のメニューがなくなり、右側に最新情報及び本日のレートが表示

されます。 

 
図 3-2-6 最新消息列表 

 

最新情報の「もっと」を選択すると、過去の情報をご確認いただくことができます。 
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図 3-2-7 最新消息详情 

     

各項目をクリックすると詳細をご確認いただけます。 

右側メニューに参考レートが表示されます。 

3.2.5 背景の変更及びプリント 

 
図 3-2-8 背景の変更及びプリント  

 

オープニング画面の下側に背景の変更及びプリントのキーが設置されています。この機能により、

画面の印刷、及び背景の変更を行うことができます。 
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3.2.6 ログアウト 

 
図 3-2-9 ログアウト  

 

オープニング画面右上の“ログアウト”を押すとシステムからログアウトできます。 

3.3 銀行口座 

    “銀行口座”の項目から口座情報、取引情報及び口座管理が行えます。主に“口座一覧”、“取引

明細”及びネットバンキング上の“口座管理”を行なうことが可能です。 
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3.3.1 口座一覧 

“口座一覧”よりネットバンキングに接続している全ての口座及び残高を確認することができます。

また、旧新口座番号の照会より各種番号の確認が行えます。

 

図 3-3-1 口座一覧 

 

a) メニューより口座一覧を選択します。 

b) 各種口座番号、デビットカード、ローン口座等の口座情報を確認いただけます。 

c) 口座を選択しると残高をご確認いただけます。 

d) 全ての口座残高を表示（システム内の更新）後、資産総合報告書の作成ができます。 

3.3.2 取引明細—当日の取引明細 

定期預金口座以外の取引日の取引明細をご確認いただけます。 
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図 3-3-2 取引明細-当日の取引明細 
 

a) メニューより“取引明細”を押します。 

b) 口座を選択します。 

c) “当日の取引明細”；を選択します。 

d) 照会を実施します。 

e) 照会結果をダウンロードすることができます。 

3.3.3 取引明細—過去の取引明細 

定期預金口座以外の一年以内の取引明細をご確認いただけます。一度の照会期間は最大で３か月です。 
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図 3-3-3 取引明細-過去の取引明細 

3.3.4 定期預金口座の詳細 

定期預金口座の情報を照会することができます。 

 

 図 3-3-4-1定期預金口座の詳細 

 

図 3-3-4-2証書情報 

3.3.5 口座管理 

各種口座とネットバンキングの接続、解除、訂正、及び別名の設定をすることができます。 
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図 3-3-5-1 口座管理 

 
図 3-3-5-2新しい口座の登録 
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図 3-5-5-3新しい口座の登録成功  

 

a) メニューより“口座管理”を選択します。 

b) “新しい口座の登録”を選択します。 

c) 口座を選択します。 

d) 確認を押して完了です。 

 
図 3-3-5-4別名の変更  
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図 3-3-5-5 別名の変更成功  
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図 3-5-5-6登録の取消 

 
図 3-5-5-7 登録の取消成功  

 

a) 口座を選択し“登録の取消”を押します。 

b) 確認を押して完了です。 

3.4 振込/振替/送金 

各種振込/振替/送金業務、取引照会、受取人管理等を行うことができます。 



       

   

                                              第: 17 of 45 页                  

 

 

3.4.1 本人口座間の同一通貨振替 

振出/振込口座、通貨、金額等を入力してください。

 
図-3-4-1-1振出/振込口座の選択 

 
図 3-4-1-2振出/振込通貨の選択 
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図 3-4-1-3本人口座間の同一通貨振替－即時実行 

 

a) 振出/振込口座、通貨、金額等を入力してください。 

b) 即時実行を選択し、実行してください。 

 
図 3-4-1-4本人口座間の同一通貨振替－予約日取引の実行 

 

a) 振出/振込口座を選択し、通貨、金額等を入力してください。 

b) 実行日を指定してください。 

c) 指定日になりましたら、システムが自動で振替を実行いたします。 
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図 3-4-1-5本人口座間の同一通貨振替－定期的取引の実行 

 

a) 振出/振込口座を選択し、通貨、金額等を入力してください。 

b) 振替の間隔と開始日を入力してください。 

c) 指定日になりましたら、システムが自動で振替を実行いたします。 

3.4.2 本人口座間の他通貨振替  

このサービスでは、本人口座間の他通貨振替を行なうことができます。 

 
図 3-4-2-1 振出/振込口座の選択 
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図 3-4-2-2振出/振込金額の選択 

 
図 3-4-2-3本人口座間の他通貨振替の実行 
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図 3-4-2-4最終確認画面 

 
図 3-4-2-5取引成功画面 

 

a) 振出/振込口座、通貨、金額等を入力してください。 

b) 入力内容及び取引レートを確認してください。 

c) 振替を実行します。 

3.4.3 当行在日支店間の振込 

このサービスでは、当行在日支店間の振込を行なうことができます。 
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図-3-4-3-1受取人情報の入力  

 
図 3-4-3-2振出/振込金額の決定 
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図 3-4-3-3振込に関する情報の入力 

 
図 3-4-3-4入力内容の確認 
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図 3-4-3-5振込成功画面 

 

a) 振出/振込口座、通貨、金額等を入力してください。 

b) 入力内容及び取引レートを確認してください。 

c) システム上で振込の可否を確認します。 

d) ワンタイム・パスワードを入力してください。 

e) 受取口座が存在しない場合、新たな受取人を設定してください。 

3.4.4 海外送金 

このサービスでは、海外送金を行なうことができます。

 
図 3-4-5-1 海外送金情報の入力 
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図 3-4-5-2振出/送金通貨の選択 

 
図 3-4-5-3振込に関する情報の入力 
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図 3-4-5-4入力内容の確認 

 
図 3-4-5-5取引成功画面 

 

a) 振出/振込口座、通貨、金額等を入力してください。 

b) 入力内容及び取引レートを確認してください。 

c) システム上で振込の可否、データ照合、レートを確認いたします。 

d) 取引を実行します。 

3.4.5 人民元予約送金 

このサービスでは、予め受け取る人民元額を予約する海外送金を行なうことができます。 
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3.4.6 人民元送金 

このサービスでは、人民元建ての海外送金を行なうことができます。 

3.4.7 取引照会 

このサービスでは、振込/振替/送金の項目下で行った取引履歴を確認いただくことができます。 

 
図 3-4-8-1 取引照会  

 
図 3-4-8-2取引の詳細な情報 
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3.4.8 受取人管理 

このサービスでは、登録済の受取人情報を削除することができます。 

 
図 3-4-9-1受取人管理 

 
図 3-4-9-2入力内容の確認 
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図 3-4-9-3削除成功画面 

3.5 定期預金 

このサービスでは、定期預金の開設及び解約を行なうことができます。 

3.5.1 定期預金の開設 

このサービスでは、普通預金にある資金を、同一通貨の定期預金に切り替えることができます。 

 
 図 3-5-1-1 定期預金の新規開設 
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a) 預金期間を選択してください。 

 
図 3-5-1-2入力内容の確認 

 
図 3-5-1-3取引成功画面 

 

a) メニューの中から“定期預金”を選び“定期預金の開設”を選択してください。 

b) 振出口座、定期預金口座、自動継続の有無、期間、金額等を入力してください。 

c) 実行方法をお選びください。 

d) 入力内容を確認してください。 

e) 取引を実行します。 
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3.5.2 定期預金の解約 

このサービスでは、定期預金を解約し、同一通貨の普通預金に切り替えることができます。

 
図 3-5-2-1 定期預金の解約 

 
図 3-5-2-2入力内容の確認 
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図 3-5-2-3取引成功画面 

 

a) メニューの中から“定期預金”を選らび“定期預金の解約”を選択してください。 

b) 振出口座、定期預金口座、自動継続の有無、期間、金額等を入力してください。 

c) 実行方法をお選びください。 

d) 入力内容を確認してください。 

e) 取引を実行します。 

3.6 デビットカード 

このサービスでは、主にデビットカードの管理、取引照会、紛失届／紛失届けの取消、取引上限額

の設定及び口座間の連動機能等の設定を行うことができます。 
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3.6.1 デビットカードの管理 

このサービスでは、デビットカードをインターネット・バンキング上で操作するための、関連付け

及び解除を行えます。

 
図 3-10-1-1 デビットカードの管理 

 
図 3-10-1-2別名の変更  
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図 3-10-1-3関連付けの解除 

 
図 3-10-1-4取引成功画面 
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図 3-10-1-5口座の関連付け 

 
図 3-10-1-6関連口座の詳細な情報 
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図 3-10-1-7取引成功画面 

3.6.2 カード取引の照会 

このサービスでは、デビットカード取引の照会をすることができます。 

 
図 3-10-2-1 カード取引の照会 
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3.6.3 デビットカード紛失届け／紛失届けの取消 

 
図 3-10-3-2デビットカード紛失届け／紛失届けの取消 

 
図 3-10-2-3紛失理由の入力 
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図 3-10-3-3入力内容の確認 

 
図 3-10-3-4取引成功画面 
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図 3-10-3-5紛失届け取消の情報 

 
図 3-10-3-6紛失届け取消の確認 
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図 3-10-3-7取引成功画面 

3.6.4 取引上限額の設定 

このサービスでは、デビットカードの取引上限額を変更することができます。 

 
図 3-10-4-1 取引上限額の設定 
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図 3-19-4-2入力内容の確認 

 
図 3-10-4-3取引成功画面 

3.6.5 関連銀行口座 

このサービスでは、デビットカードと口座の関連付けができます。 
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図 3-10-6-1 銀行口座の選択 

 
図 3-10-6-2入力内容の確認 
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図 3-10-6-3取引成功画面 

3.6.6 サービス設定 

このサービスでは、主にパスワードの変更、新旧口座番号の照合ができます。 

3.6.7 パスワードの変更 

このサービスでは、パスワードの変更を行うことができます。 
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図 3-11-1-1 パスワードの変更 

 
図 3-11-1-2パスワード変更の確認 

 
図 3-11-1-3取引成功画面 
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3.6.8 新旧口座番号の照合 

このサービスでは、新旧口座番号の照合を行うことができます。

 
図 3-11-2-1 サービス設定-新旧口座番号の照合 

その他 

掲載している画面は参考用として添付したもので、実際の取引画面とは若干異なる可能性があります。 


