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このマニュアルについて 

⚫ 本マニュアルに表示されている画面は、Chrome（バージョン：101.0.4951.67）で画面をキャプチャ

しています。ご使用のブラウザによって画面の見え方が多少異なることがあるかもしれませんが、ご了

承ください。 

⚫ 本マニュアルで使用している用語については、別冊『用語集・エラーメッセージ』で解説しています。

詳しくは『用語集・エラーメッセージ』を参照してください。 
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1. 運用開始の前に  

口座振替依頼書サービスでは、加盟店様が「口座登録を口座振替依頼書に記入して APLUS へ提出する」こ

とによって受付手続きを行います。 

本マニュアルでは、口座振替依頼書の受付手続きを完了していることを前提に、それ以降の操作について説

明しています。そのため「口座振替依頼書の受付手続き」については、『口座振替依頼書サービスご利用ガ

イドライン』をご確認し、必要な手続きを行ってください。 

1.1 操作の流れ 

口座振替依頼書サービスについて、操作の流れを説明します。 

 ゼウス決済サービス利用申込書」のご提出 および 口座振替依頼書の受付手続き 

参照 ➡ 『口座振替依頼書サービスご利用ガイドライン』 

なお、『ご利用ガイドライン』は、以下ページからダウンロードできます。 

https://www.cardservice.co.jp/zmc/order/ 

 
注意 

『口座振替依頼書サービスご利用ガイドライン』には、振替日、請求データの登

録期限や請求結果通知タイミングについても記載しています。必ず内容を確認く

ださい。 

 決済用の請求データファイルの作成 

 

 請求データの登録＝請求データファイルの読み込み 

 

 必要に応じて、請求データの確認・削除 

 

 請求データによる決済の実行 

 

 請求データのダウンロード 

1.2 ダウンロードデータの照会 

登録した請求データや決済が完了した請求データをダウンロードすると、加盟店様にて作成いただいた請求

データと照会してデータの確認を行うことができます。 

本マニュアルで説明 
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2. 請求データを登録する 

口座振替決済請求データを ZEUS 決済システムに登録します。 

2.1 請求データの作成 

請求データの登録は、請求データとなる「口座や請求金額を記載したテキストファイル」を読み込むことに

よって行われます。そのため、最初に請求データファイルを作成する必要があります。 

請求データファイルの作成については、『口座振替決済請求データ作成ツール』をご利用ください。こちら

に作成ツールにデータファイルの作成手順を記載しています。 

なお、データファイルの詳細については、必要に応じて『システム設定マニュアル口座振替サービス（請求

データファイル仕様書』を参照ください。 

データ作成ツールとマニュアルは、次の URL にあります。 

⚫ 口座振替決済請求データ作成ツール 

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/system.html 

ファイルの閲覧パスワード：zeus_system 

⚫ 口座振替決済 振替依頼書（請求データファイル仕様書） 

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/admin.html 

2.2 請求データの登録 

請求データファイルを作成したら、そのファイルを登録します。 

 メニューから「各種処理」の「決済関連」にある［口座振替決済 請求データ登録

（APLUS）］をクリックします。 

 

➡「口座振替決済 請求データ登録（APLUS）」画面が表示されます。 

～～～～～～～～～～～～
～ 
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 IP コードを確認します。 

複数の IP コードを契約している場合は、「IP コード」に複数の IP コードが表示されるので、対象の IP

コードを選択します。 

 

 ［次へ］ボタンをクリックします。 

➡請求データを登録する画面が表示されます。 

 

 
備考 

［フォーマットはこちら］をクリックすると、口座振替決済請求データ作成ツー

ルのダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。 

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/system.html 

※ファイルの閲覧パスワード：zeus_system 



6 

 「振替日」のプルダウンメニューから、請求データの振替日を選択します。 

振替日は約定日のことです。 

 

 
備考 

［振替スケジュールはこちら］をクリックすると、口座振替決済（振替依頼書）

振替スケジュールが別ウィンドウで表示されます。 

https://www.cardservice.co.jp/info/wips_ap_paper/schedule.html 

 
注意 

 請求データに記載した振替日を選択してください。 

振替日は、14 日と 27 日になります。振替日が土日祝日の場合は、翌営業日が実

質の振替日となります。 

 振替決済データが登録できるのは、振替日の 11 営業日前までです。 

 ［ファイルを選択］ボタンをクリックします。 

 

 ［開く］ウィンドウが表示されるので、作成した請求データが保存されているフォルダを探

し、該当のファイルを選択し、［開く］ボタンをクリックします。 

➡［ファイルを選択］ボタンの右に、選択したファイル名が表示されます。 

 

 ［登録］ボタンをクリックします。 

➡処理が完了すると、請求データのファイル名や合計請求件数などが表示されます。 
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 内容を確認し、［登録］ボタンをクリックします。 

 

➡「登録が完了しました。」と表示されれば、登録完了です。 

 
備考 

 表示されている合計請求件数、合計請求金額に相違がないかどうかを確認して

ください。 

 請求データの内容に変更がある場合は、データの再登録をすることで修正が可

能です。なお、最後に登録された請求データに上書きされて確定となるので、

再送時は請求データ全件を送信してください。 
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3. 請求データを削除する 

登録されている口座振替決済請求データを削除します。請求データは、請求データの登録締切日までは削除

が可能です。 

なお、使用するメニューは、請求データの登録と同じです。 

 メニューから「各種処理」の「決済関連」にある［口座振替決済 請求データ登録

（APLUS）］をクリックします。 

 

➡「口座振替決済 請求データ登録（APLUS）」画面が表示されます。 

 IP コードを確認します。 

複数の IP コードを契約している場合は、「IP コード」に複数の IP コードが表示されるので、対象の IP

コードを選択します。 

 

 ［次へ］ボタンをクリックします。 

➡すでに登録されている請求データがある場合は、下段に登録済みの請求データが表示されます。 

～～～～～～～～～～～～
～ 
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 内容を確認し、登録済みの請求データの中から①削除するデータを選択し、②［削除］ボタ

ンをクリックします。 

 

➡「削除が完了しました。」と表示されれば、登録完了です。 

 
注意 請求データの登録締切日が過ぎた請求データは、削除できません。 

 

①
②
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4. 請求データをダウンロードする 

登録されている口座振替決済請求データをダウンロードします。 

なお、使用するメニューは、請求データの登録と同じです。 

 メニューから「各種処理」の「決済関連」にある［口座振替決済 請求データ登録

（APLUS）］をクリックします。 

 

➡「口座振替決済 請求データ登録（APLUS）」画面が表示されます。 

 IP コードを確認します。 

複数の IP コードを契約している場合は、「IP コード」に複数の IP コードが表示されるので、対象の IP

コードを選択します。 

 

 ［次へ］ボタンをクリックします。 

➡すでに登録されている請求データがある場合は、下段に登録済みの請求データが表示されます。 

  

～～～～～～～～～～～～
～ 
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 内容を確認し、登録済みの請求データの中から①ダウンロードするデータを選択し、②［ダ

ウンロード］ボタンをクリックします。 

「ステータス」欄には「処理待ち」と記載されています。 

 

➡データの登録先を指定する画面が表示されます。 

 データの保存先を指定し、請求データをダウンロードします。 

➡ダウンロードされたファイルは、次のように表示されます。 

【メモ帳で開いた例】 

 

①

②



12 

5. 請求結果データを確認する 

請求結果データの確認方法と、エラー内容について説明します。 

5.1 請求結果データの確認 

振替処理結果を反映した請求結果データをダウンロードし、内容を確認します。 

 メニューから「各種検索」の「決済関連」にある［口座振替決済 請求結果データ配信

（APLUS）］をクリックします。 

 

 
注意 

［口座振替決済 請求データ登録（APLUS）］から間違ってダウンロードしないよ

うに注意してください。 

〇［口座振替決済 請求結果データ配信（APLUS）］ 

×［口座振替決済 請求データ登録（APLUS）］ 

➡「口座振替決済 請求結果データ配信（APLUS）」画面が表示されます。 

 IP コードを確認します。 

複数の IP コードを契約している場合は、「IP コード」に複数の IP コードが表示されるので、対象の IP

コードを選択します。 
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 ［次へ］ボタンをクリックします。 

➡すでに登録されている請求データがある場合は、下段に登録済みの請求データが表示されます。 

 内容を確認し、登録済みの請求データの中から①ダウンロードするデータを選択し、②［ダ

ウンロード］ボタンをクリックします。 

「ステータス」欄に「処理完了」と記載されている請求データを選択します。「処理待ち」の請求デー

タは選択できません。振替結果は、振替日から 4 営業日後に確認できます。 

 

➡データの登録先を指定する画面が表示されます。 

 データの保存先を指定し、請求データをダウンロードします。 

➡ダウンロードされたファイルは、次のように表示されます。 

【メモ帳で開いた例】 

 

  

①

②
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【ダウンロードしたファイルを「請求データ作成ツール」で開いた例】 

 

 
備考 

口座振替決済請求データ作成ツール 

https://www.cardservice.co.jp/zmc/manual/system.html 

※ファイルの閲覧パスワード：zeus_system 

 
注意 

各レコードのいちばん後ろの情報を確認してください。 

「0」の場合は振替成功、それ以外は振替失敗です。 

参照 ➡ 『5.2 エラーコード』 
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5.2 エラーコード 

振替結果コードに表示されるエラーコードの内容は、次のとおりです。 

振替結果コード 結果内容 結果詳細 

0 振替完了 請求金額での振替が完了（振替成功） 

1 資金不足 預金残高不足 

2 
預金取引なし※  ・預金取引なし（口座解約済み、該当口座なし） 

 店番号、預金種目、口座番号、名義等相違 

3 
預金者の都合に

よる振替停止 

 預金者からの依頼による振替停止 

 諸届（死亡、相続、代弁、差押等）に伴う振替停止 

4 

預金口座振替依

頼書なし 

 依頼書未提出 

 依頼書不備返却中 

 預金口座振替契約解約済 

8 
委託者の都合に

よる振替停止 

 委託者（収納企業）からの依頼による振替停止 

 実在しない銀行コード・支店コードでの請求依頼 

9 

その他  請求書、請求媒体の不備（データフォーマット上のエラー等） 

 その他（死亡、相続、代弁、差押等）による振替停止 

 金融機関が上記以外の理由で不能と判断したもの 

※振替依頼書記載内容と請求データ内容が相違しているケースが多数あります。誤入力がないかを確認して

ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 運用後のお問い合わせ ■ 

TEL：03-3498-9077  営業時間：平日 9:00~17:30 

E-mail：merchant@cardservice.co.jp 
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