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【ログイン】
「ユーザーID（＝Goレミットお客様番号）」と「パスワード」を入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてく
ださい。（初回ログインについては次ページをご確認ください。）



【初回ログイン】
1. ご用意いただくもの
・ユーザーID：Goレミットお客様番号
（登録完了通知または、送金結果通知に記載されています。）
・パスワード：パスワードのご案内に記載されています。
（オンライン送金サービスのご登録時に郵送させていただいております。）

2. 初回ログイン時には、まずログインパスワードを変更していただきます。

新しいパスワードの設定を行ってください。次回のログインからは新しく設定されたパスワードで
ログインしていただけます。パスワードは、次のうち3 種類以上の半角英数字/ 記号を含む8 桁以上
で設定してください。

大文字（A-Z）、小文字（a-z）、数字（0-9）、アルファベット以外の記号（ ! # _ ）
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ユーザーID＝Goレミットお客様番号 パスワード



3. オンライン送金トップページ

※ 過去日付の送金履歴については、「送金結果履歴」をご確認ください。
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当行からのお知らせ

お客さま宛のメッセージ

送金依頼の状況

保留中の送金依頼



【送金依頼の新規作成】
1. 「送金依頼作成」をクリックしてください。
外貨から計算：送金先への「外貨送金額」が決まっている場合。
円貨から計算：送金先への「円送金額」が決まっている場合。
※円送金の方はどちらでもご利用いただけます。

外貨から計算：こちら。
円貨から計算：こちら。
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【送金依頼の新規作成（外貨から計算）】
1. [外貨から計算]をクリックします。
「送金依頼の作成（外貨から計算）」画面が表示されます。

①BIC Code/受取人名/通貨：登録済みの送金先
※登録済みの送金先/通貨が表示されます。
送金先の新規登録はP19の【送金先の追加】を参照くださ
い。
②送金額：送金額を入力します

2. BIC Code/ 受取人名/通貨 より送金先を選択します。
「選択してください」をクリックすると、登録されている送金先の一覧が表示されます。

③特記事項：必要に応じInvoice番号等を入力します。
④削除：データが一行分削除されます。
⑤送金先を5件以上、追加できます。
⑥振込金額の確認のページへ移動します。

送金依頼書は、当日の為替レートが午前10 時以降に更新されてから午後3 時まで送信可能です。それ以外
の時間帯には、データは送信されません。
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・特記事項に入力できる文字は、半角英数字〈大文字（A-Z）、小文字（a-z）、数字（0-9）、記号（/-?:().,’+）〉、改行と
スペースのみです（ 大 100文字、スペースを含む）。文頭に「/-?:().,’+」のいずれかをご使用になる場合は、 初
にスペースを入力してください。

3. 外貨額の入力
送金額は半角数字で入力してください。

4. 内容が確定しましたら、「振込金額の確認」ボタンをクリックしてください。

複数の送金先を入力する場合は2～3 を繰り返します。
5 件以上の送金先を入力する場合は、「オンライン送金依頼を追加する」をクリックしてください。
入力欄が追加されます。
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①編集：取引内容入力ページに戻ります。
②新規保存：作成した内容を新規保存します。
③取引内容を確定し送信：送信の画面に移ります。

5. 取引内容を確定し送信
内容に間違いがなければ、「取引内容を確定し送信」をクリック。
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6. 限度額超過のお知らせ（※限度額超過時のみ表示されます）

設定されている限度額を超えた場合に、下記の「限度額超過のお知らせ」が表示されます。限度額を超
過したBIC Codeおよび当該画面上の注意事項をご確認ください。



8. 送金依頼の送信完了
リクエスト送信が完了すると、「合計*,***,*** 円を下記口座に、本日15時までに着金するようにお振
込みください。」というメッセージが表示されます。
オンライン送金状況や、送金依頼履歴の確認方法は、13ページ以降をご覧ください。
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7. 内容を確認し、パスワードを入力後、「規制内容の確認済 送金依頼」をクリック。

送金依頼書は、当日の為替レートが午前10 時以降に更新されてから午後3 時まで送信可能です。それ以外
の時間帯には、データは送信されません。



【送金依頼の新規作成（円貨から計算）】
1. [円貨から計算]をクリックします。
「送金依頼の作成（円貨から計算）」画面が表示されます。

①BIC Code/受取人名/通貨：登録済みの送金先
※登録済みの送金先/通貨が表示されます。送金先の新規
登録はP19の【送金先の追加】を参照ください。
②円貨金額：円貨金額を入力します

2. BIC Code/ 受取人名/通貨 より送金先を選択します。
「選択してください」をクリックすると、登録されている送金先の一覧が表示されます。

③特記事項：必要に応じInvoice番号等を入力します。
④削除：データが一行分削除されます。
⑤送金先を5件以上、追加できます。
⑥振込金額の確認のページへ移動します。

送金依頼書は、当日の為替レートが午前10 時以降に更新されてから午後3 時まで送信可能です。それ以外の
時間帯には、データは送信されません。
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3. 円貨金額の入力
送金額は半角数字で入力してください。

4. 内容が確定しましたら、「振込金額の確認」ボタンをクリックしてください。

複数の送金先を入力する場合は2～3 を繰り返します。
5 件以上の送金先を入力する場合は、「オンライン送金依頼を追加する」をクリックしてください。
入力欄が追加されます。
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・特記事項に入力できる文字は、半角英数字〈大文字（A-Z）、小文字（a-z）、数字（0-9）、記号（/-?:().,’+）〉、改行と
スペースのみです（ 大 100文字、スペースを含む）。文頭に「/-?:().,’+」のいずれかをご使用になる場合は、 初
にスペースを入力してください。



①編集：取引内容入力ページに戻ります。
②新規保存：作成した内容を新規保存します。
③送信の画面に移ります。

5. 取引内容を確定し送信
内容に間違いがなければ、「取引内容を確定し送信」をクリック。
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6. 限度額超過のお知らせ（※限度額超過時のみ表示されます）

設定されている限度額を超えた場合に、下記の「限度額超過のお知らせ」が表示されます。限度額を超
過したBIC Codeおよび当該画面上の注意事項をご確認ください。



7. 送金依頼の送信完了
リクエスト送信が完了すると、「合計*,***,*** 円を下記口座に、本日15時までに着金するようにお振
込みください。」というメッセージが表示されます。
オンライン送金状況や、送金依頼履歴の確認方法は、次ページ以降をご覧ください。

12

6. 内容を確認し、パスワードを入力後、「規制内容の確認済 送金依頼」をクリック。

送金依頼書は、当日の為替レートが午前10 時以降に更新されてから午後3 時まで送信可能です。それ以外
の時間帯には、データは送信されません。



【送金依頼の編集】
「送金依頼の作成」で送信せずに保存したものがここで修正できます。
1. 画面左のアカウントサービスの「編集中の送金依頼」をクリックしてください。
「オンライン送金：バッチ番号」をクリックすると送金依頼がご覧になれます。

2. 変更内容を反映させます。

削除：ページにあるすべての送金依頼データがすべて削除されます。
一覧に戻る：編集中の送金依頼 画面に戻ります。
編集：編集可能なページ（取引内容入力画面）に移動します。
保存：「 新規保存」を選択した場合、新しいバッチ番号が作成され保存されます。

「 上書保存」を選択した場合、そのまま上書保存されます。

※外貨から計算、円貨から計算 を変更することは出来ません。

送金依頼書は、当日の為替レートが午前10 時以降に更新されてから午後3 時まで送信可能です。それ以外の

時間帯には、データは送信されません。送金依頼を受け付けていない時間帯は、「取引内容を確定し送信」ボタ
ンは押下できません。
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3. 変更したい送金先（BIC Code/受取人名/通貨）をクリックすると、登録されている送金依頼一覧
が編集可能で表示されます。

4. 変更したい送金依頼を選択すると、送金額/円貨金額が空欄になりますので、再度入力して くだ

さい。このまま送金依頼を送信する場合は、「振込金額の確認」、そして内容確認後「取引内容を確
定し送信」、編集内容を保存する場合は、「新規保存」または「上書保存」を選択します。
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【送金依頼の削除】
削除したい送金先の削除ボタン をクリックしてください。該当行のデータが削除されます。
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【送金完了待ち／銀行処理中】
バッチ番号をクリックすると、その送金依頼に含まれるBICとその詳細が表示されます。

BIC Code/ 受取人名をクリックすると、そのBIC の送金状況と、銀行情報を含む詳細を確認できます。

※ 過去日付の送金履歴については、「送金結果履歴」をご確認ください。
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【送金結果履歴】
「送金結果履歴」では、送金結果履歴の詳細が確認できます。

①表示させたい期間を選択してください。
②「履歴一覧の表示」を押すと一覧が表示されます。
③「送金結果通知出力」をクリックすると、送金完了と表示されている全ての送金結果通知を表示します。
④一覧から「詳細」をクリックすると、選択した1送金の詳細が確認できます。更に「送金結果通知出力」を
クリックすると、選択した1送金のみの送金結果通知を表示することができます。

※「日付」、「バッチ番号」、「BICCode/受取人名」、「円送金額（手数料込）」、「通貨」、「外貨金額」、「現状」、
それぞれの項目をクリックすると、昇順、降順での並び替えが可能です。
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①

② ③

④

※ 当日の送金依頼は「送金完了待ち/銀行処理中」をご確認ください。



【送金先管理】
登録が完了した送金先情報は「送金先管理」から確認できます。受取人をクリックすると、送金先の
詳細をご確認いただけます。送金先ごとに設定されている限度額（1回、1カ月、1年）が確認できます。
また、1カ月、1年の限度額について、その期間内で既に送金実行された額はカッコ内に表示されま
す。ただし、当日に送金実行された金額は翌日に反映されますので、ご注意ください。
※「BIC Code」、「受取人名」、「通貨」、「現状」、それぞれの項目をクリックすると、昇順、降順での並び替えが可能で
す。

送金先の詳細
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【送金先の追加】
1. 「 送金先の追加」をクリックしてください。

2. 追加する送金先情報および限度額を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

※入力内容や手続きに関する詳細はメニュー画面上部「送金先追加変更に関する注意事項」のリンク先ページをご参照ください。
※1回、1カ月、1年について想定される送金額を踏まえ、限度額をご申請ください。
※1回あたりの送金限度額が指定金額を超える送金の場合は、資金源泉および送金目的の妥当性を確認する書類のご提出が必

要です。
※データを送信すると、追加したデータは送金先管理の画面に現状が「処理中」として表示され、登録が完了しましたら、この現状

のステータスが「送金可能」となり、ご利用可能となります。
※「保存」を選択された場合、リクエストは送信されず、入力内容が一時保存状態となります。

再編集する際はチェックボックスを選択し、「送金先情報の変更」ボタンをクリックしてください。
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中略

中略



【送金先の変更】
1. 変更したい送金先のチェックボックスを選択してください。次に、「送金先情報の変更」ボタンを
クリックしてください。

2. 選択した送金先情報が表示され、送金先情報および送金限度額の変更が可能です。必要箇所を変更し
た後、「送信」ボタンをクリックしてください。
※入力内容や手続きに関する詳細はメニュー画面上部「送金先追加変更に関する注意事項」のリンク先ページをご参照くだ
さい。
※データを送信すると、変更したデータは送金先管理の画面に現状が「処理中」として表示されます。

変更が完了しましたら、この現状のステータスが「送金可能」となり、ご利用可能となります。
※「保存」を選択された場合、リクエストは送信されず、入力内容が一時保存状態となります。再編集する際はチェックボックス

を選択し、「送金先情報の変更」ボタンをクリックしてください。
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中略

中略
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【送金先の削除】
1. 削除したい送金先にあるチェックボックスを選択してください。次に、「送金先の削除」ボタンをク
リックしてください。

2. 内容確認のうえ、「OK」ボタンをクリックしてください。
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【必要書類（エビデンス）アップロード】
Goレミットから依頼した登録や送金に関するエビデンス資料等の提出が可
能です。

※入力内容や手続きに関する詳細はメニュー画面上部「必要書類アップ
ロードについて」のリンク先ページをご参照ください。

中略



【パスワードの変更】
パスワードの変更は、ログイン画面の右上に表示されている「パスワード変更」をクリックしてください。
下記の画面が表示されますので、古いパスワードと新しいパスワードを入力してください。
「パスワード確認」の欄には新しいパスワードを入力してください。
「更新」をクリックすると、パスワードが変更されます。
パスワードを変更するときは、8 桁以上の半角英数字/ 記号で、下記のうち3 種類以上の英数字を含
むもので設定してください。
なお、過去5 回にさかのぼり設定されたパスワードを再度設定することはできません。

大文字（A-Z）、小文字（a-z）、数字（0-9）、アルファベット以外の記号（ ! # _ ）
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【ユーザー管理】
マスターユーザーは、他のユーザーを登録したり、不要になったユーザーIDを削除したりすることが

可能です。また、登録済みのユーザーの名前、Ｅメールアドレス、パスワードを変更することも可能で
す。マスターユーザーでないユーザーの画面には、「ユーザー管理」の画面は表示されません。

特許事務所（個人事業主）のお客さまはこちらの【ユーザー管理】についてはご利用いただけません。



【ユーザーの登録】
1. 上の画面の「ユーザー追加」のボタンをクリックしてください。下記の画面が表示されますので、

ユーザー情報を入力して、「ユーザー追加」のボタンをクリックしてください。権限を付けることができ
ます（権限に関する質問はカスタマーサービスまでご連絡ください）。
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2. ユーザーネームをクリックすると、登録しているユーザーの詳細情報を確認できます。

登録されている名前、Ｅメールアドレス、もしくはパスワードを変更するには、新しい情報を入力し、
「ユーザー編集」をクリックします。パスワードを変更するときは、次のうち3 種類以上の半角英数字/ 
記号を含む8 桁以上で設定してください。

なお、過去5回にさかのぼり設定されたパスワードを再度設定することはできません。
登録されているユーザーを削除するには、「選択」をチェックの上「削除」をクリックしてください。

大文字（A-Z）、小文字（a-z）、数字（0-9）、アルファベット以外の記号（ ! # _ ）

特許事務所（個人事業主）のお客さまはこちらの【ユーザー登録】についてはご利用いただけません。
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【ログアウト】
オンライン送金サービスからログアウトするには、ログイン画面の右上に表示されている「ログアウト」
をクリックします。




