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はじめに 
 

・ このたびは、しんきん法人インターネットバンキングサービス（以下「法人 IB サービス」とい

います）を利用いただき、まことにありがとうございます。 

・ 本マニュアルは、法人 IB サービスをご利用いただく上での留意事項、各業務の操作手順につい

て記述しています。 

・ 本資料で使用する画面は、色・ボタンの形状、各種メニュー押下時のリスト出力の形状などが

実際の画面表示とは異なる場合がありますので、ご了承ください。 

・ システム入力可能文字 
ファイル入力・データ入力で入力可能な文字は、下表のとおりです。 

タイプ 入力可能な文字列 
数字 半角の 0～9 

英数字 数字と半角の a～z、A～Z 

英数カナ ＜オンライン取引＞ 
英数字、半角空白、半角カナ、半角の下記の特殊記号 
ﾞ ﾟ ( ) .(ピリオド) –(ハイフン) ¥ / ｢ ｣ 

 
 ＜ファイル伝送＞ 

英数字、半角空白、半角カナ、半角の下記の特殊記号 
ﾞ ﾟ ( ) .(ピリオド) –(ハイフン) / 

 

全角文字 全角文字。ただし、下記の範囲の S-JIS 漢字コードで規定された漢字コードのみとします。 
・第一水準の漢字コード 
・第二水準の漢字コード 
・S-JIS コードの｢ED40～EDFC｣(NEC 選定 IBM 拡張文字) 
・S-JIS コードの｢EE40～EEFC｣(NEC 選定 IBM 拡張文字) 
・S-JIS コードの｢F040～F9FC｣(ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞ定義文字) 
・S-JIS コードの｢FA40～FC4B｣(IBM 拡張文字) 

 

・ 連絡先について 
法人 IB サービスに関するお問合せは、下記の窓口までお願いいたします。 

しまなみ信用金庫事務部 TEL： 0848-63-9911 
FAX： 0848-62-3112 
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