
042-303-9260
 

法人のお客さま向け
インターネットバンキング

「スターBB!」は、インターネットを利用して
振込や税金等の払込、残高や入出金明細の照会
ができる法人のお客さま向けサービスです。

ご利用可能環境は、ホームページでご確認ください。 https://www.tokyostarbank.co.jp/hojin/starbb/starbb.html

平日 9 :00～21:00

お問い合わせは「スターBB!」サポートデスク

*1月1日～3日、5月3日～5日、毎月第1・第3月曜日の2:00～6:00、ハッピーマンデーの前日21:00～当日6:00はサービスを休止いたします。

土日祝日含む　　　時間いつでも振込可能！*24

　　　       日前までの
入出金明細の照会が可能！

カメラ付きトークン
を使った一歩先行く
セキュリティ

400

総合振込
他行宛振込手数料 330円（税込） （税込）給与・賞与振込

他行宛振込手数料 90円

他行宛の振込手数料が安い！

東京スター銀行の法人のお客さま向けインターネットバンキングは

24
時間OK !

当行宛は全て０円 当行宛は全て０円

※1 ： 上記のほか、1月1日～3日、5月3日～5日、毎月第1・第3月曜日の2：00～6：00、ハッピーマンデーの前日21：00～当日6：00はサービスを休止いたします。　※2 ： 振
込･振替（予約）は土日祝日を振込指定日にすることはできません。　※3 ： 振込・振替（予約扱い）による資金移動の際には、振込指定日の前営業日までに必要資金を引落
口座に入金してください。　※4 ： 総合振込は振込指定日の1営業日前までに、給与・賞与振込、地方税納付は3営業日前までに必要資金を引落口座に入金してくださ
い。また、給与･賞与振込、地方税納付は2営業日前の早朝に決済資金を引き落としさせていただきます。　※5 ： 入出金明細照会（全銀）･振込入金明細照会（全銀）は平日
8:50、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、14:30、15:00、15:30、16:40、21:00にデータが更新されます。（リアルタイムでは更新されません）　※6 ： 税金・各種料
金の払込みでは領収書は発行いたしておりません。また、本サービスをご利用できる口座は普通預金、普通預金[決済用]のみとなります。

「スターBB!」は、当行に口座（普通預金・普通預金[決済用]・当座預金）をお持ちの法人および個人事業主の方で、インターネットに接続できるパソコン・通信環境と、ファ
クシミリの送受信、e-mailの受信が可能なことが利用の前提条件となります。動作環境や、税金各種料金の払込みを取り扱っている収納機関、地方税納付を取り扱って
いる市区町村等、サービスの詳細は当行ホームページでご確認ください。本サービスをご利用の場合は、ウイルス対策ソフトやOS、ブラウザを含む各ソフトウエアを最
新の状態にしていただき、信頼性の確認できないソフトウエアはインストールしないようご注意ください。

サービス詳細

平日 9:00～21:00

「スターBB!」
に関する
お問い合わせ

042-303-9260
平日 9:00～17:00

「スターBB!
外国送金」
に関する
お問い合わせ

044-959-0410

外国送金

ご利用可能時間（※1）

ご利用可能時間（※1）

当日、前日、前月末の残高を照会可能

15日前～当日の明細を照会可能

当日～7営業日先を指定可能（※2）（※3）

当日～7営業日先を指定可能（※2）（※3）

データ受付（承認）期限／20営業日前～1営業日前18：30（※4）

データ受付（承認）期限／20営業日前～3営業日前18：30（※4）

データ受付（承認）期限／14営業日前～4営業日前18：30（※4）

400日前～当日の明細照会可能（※5）

400日前～当日の明細照会可能（※5）

【データ受付期間】
送金指定日の1か月前の翌営業日～送金指定日の前営業日15:00まで
※インドネシアルピア、韓国ウォンのみ送金指定日の前営業日12：00

【データ受付期間】
送金指定日の1か月前の翌営業日～送金指定日の前営業日15:00まで
※インドネシアルピア、韓国ウォンのみ送金指定日の前営業日12：00

仕向送金

外貨預金入出金明細照会

口座一覧（グローバル）サービス

輸入サービス

輸出サービス

代行仕向送金

定期預金 融資照会サービス

１年前～当日の明細を照会可能

当日の残高を照会可能

当日の残高を照会可能

8:45～19:15（平日）

24時間
（平日･土日祝日）

残高照会

入出金明細照会

振込・振替

総合振込

給与・賞与振込

地方税納付

入出金明細照会（全銀）

振込入金明細照会（全銀）

税金・各種料金の払込み（※6）

事前登録方式

都度指定方式

8:00～23:00（平日）



法人のお客さま向け
インターネットバンキング

法人のお客さま向け 外国送金インターネットバンキング

日常的な残高の確認に

当日だけではなく、前日、前月末の残高が照会できるサービスです。

残高照会

当日～7営業日先の振込・振替ができるサービスです。事前に書面にて届け出
いただく振込先に対してのみ振込・振替を行う事前登録方式と、webの画面
上で振込先の情報を直接入力し振込・振替を行う都度指定方式があります。

急なお振り込みに

振込・振替

15日前までの入出金明細を照会、ダウンロード
（CSV形式、ANSER-API形式）できるサービスです。

入出金明細照会（AN S E R）
日常的な入出金明細の確認に

Pay-easyのロゴマークの記載がある払込書等
の払込ができるサービスです。月間基本手数料無料です。

税金･各種料金の払込み
固定資産税など各種料金のお支払いに

振込をもっとお安く効率的に

総合振込･給与振込
総合振込・給与振込・賞与振込の依頼ができるサービスです。

社内システムや会計ソフトで作成したファイル
（全銀協規定形式、CSV形式）も利用でき、1回あたり

最大1万件の振込が可能です。

毎月の住民税の納付をスピーディーに

地方税納付
都道府県民税・市町村民税の納付事務を当行が

貴社に代わって行うサービスです。
社内システムや会計ソフトで作成したファイル

（地銀協規定形式、CSV形式）も利用でき、1回あたり
最大1万件の納付が可能です。

ログインが月1度程度の方に

入出金明細照会（全銀）
振込入金明細照会（全銀）
400日前までの入出金明細、振込入金明細を照会、
ダウンロード（全銀協規定形式、CSV形式、XML形式）

できるサービスです。

輸出信用状到着のご案内、お取引状況照会、
計算書の確認などができるサービスです。

輸出サービス

国内関連会社の外国送金（仕向送金）を
代行して行えるサービスです。

代行仕向送金サービス

輸入信用状開設、条件変更依頼、計算書確認などが
できるサービスです。

輸入サービス

ご契約中の定期預金・融資に関する残高を
照会できるサービスです。

定期預金 融資照会サービス

仕向送金
海外向けおよび国内向けの外国送金をお申し込みいただけるサービスです。

取扱通貨
法人・個人事業主のお客さま
日本円／米ドル／ユーロ／豪ドル／ニュージーランドドル／
南アフリカランド／シンガポールドル／香港ドル／英国ポンド

法人のお客さまのみ
中国元／タイバーツ／ニュー台湾ドル／フィリピンペソ／インドルピー／
インドネシアルピア／韓国ウォン

インターネットを使った外国送金 輸出取引状況の確認に

関連会社の送金もおまかせ

輸入取引依頼の効率化

1年前までの外貨預金口座の入出金明細および
残高を照会できるサービスです。

外貨預金入出金明細照会
外貨預金の管理に

国内子会社がお持ちの東京スター銀行口座、
もしくは海外子会社がお持ちの中国信託商業銀行（CTBC）
法人口座を1つの画面で照会できるサービスです。

口座一覧（グローバル）サービス
口座の管理をワンストップで

御社の資金を一括管理

セキュリティについて

月間基本手数料（消費税込）

※ANSERサービスはすべてのお客さまに必ずご契約いただきます。上記の組み合わせにより1,100円～9,900円となります。

ログイン認証方式（無料オプション機能）

ID・パスワード方式のほか、電子証明書とパス
ワードを使ったログイン方式を選択いただけ
ます。電子証明書は１ユーザあたりパソコン１
台分だけ発行するため、ログインできるパソ
コンを限定することが可能です。当行は電子
証明書方式の利用を推奨しています。

スターBB!ご利用のお客さま全てにカメラ付
きトークンを使ったサービスを提供していま
す。例えばお振り込みなどお取引きの際にカ
メラ付きトークンでパソコン画面に表示され
る二次元バーコードを読み取ることにより、
「当該取引専用のワンタイムパスワード」およ
び「取引内容」がカメラ付きトークンに画面表
示されます。パソコン画面に表示された取引
内容と比較することにより、パソコン画面の改
ざんがあった場合の不正送金を未然に防ぐこ
とができます。

トランザクション認証（無料標準搭載機能） ※ただしカメラ付きトークン追加・
　再発行手数料は1個につき2,200円（税込）

カメラ付きトークン（ワンタイムパスワード
生成と取引内容の表示）

手数料（消費税込）

※1 ： 当行と収納契約がない市区町村へ納税される場合、納税サービス手数料のほかに納税サービス取次手数料が必要となります。当行と収納契約がある市区町村はホ
ームページをご覧ください。　※2 ： 「スターBB!（スターBB!外国送金）」の初期設定等を行員がご案内するサービスです。　※3 ： 設定サポート説明会開催の都度1企業
様（3名様まで）ごとに手数料をいただきます。　※4 ： 行員の往訪の都度手数料をいただきます。　※5 ： 当行宛 送金手数料はホームページにてご確認ください。　※6 ： 
コルレス手数料（支払銀行手数料）を送金依頼人負担とする場合にいただきます。また、支払銀行および関係銀行（経由銀行）によっては、請求される金額が2,500円を超え
る場合があります。その場合は、後日超過分を追加でいただきます。

送金手数料

他行宛 外国送金手数料（消費税非課税）（※5）
コルレス手数料（支払銀行手数料） 同一通貨間手数料（リフティングチャージ）

5,000円 2,500円（※6） 送金金額の0.05%　ただし最低金額2,500円

地方税納付関連手数料

納税サービス手数料 55円

660円

1市区町村あたり

納税サービス取次手数料（※1）

スターBB!（スターBB!外国送金）設定サポート手数料（※2）

当行本店（※3） 5,500円

11,000円

手数料

お客さまオフィス往訪（※4）

振込手数料

振込・振替
総合振込

給与・賞与振込

550円
330円

他行宛

90円

330円
5万円以上 5万円未満

330円
0円

当行本支店宛

0円

110円
5万円以上 5万円未満

0円
0円

当行同一店内

0円

0円
5万円以上 5万円未満

ANSERサービス

1,100円

残高照会
入出金明細照会
振込・振替

スターBB！外国送金

1,100円

仕向送金
入出金明細照会
口座一覧（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）
輸出・輸入サービス
代行仕向送金

定期預金・融資照会

0円

税金･各種料金の
払込み

3,300円

総合振込
給与・賞与振込

1,100円

入出金明細照会
（全銀）

2,200円

地方税納付

1,100円

振込入金明細照会
（全銀）



法人のお客さま向け
インターネットバンキング

法人のお客さま向け 外国送金インターネットバンキング

日常的な残高の確認に

当日だけではなく、前日、前月末の残高が照会できるサービスです。

残高照会

当日～7営業日先の振込・振替ができるサービスです。事前に書面にて届け出
いただく振込先に対してのみ振込・振替を行う事前登録方式と、webの画面
上で振込先の情報を直接入力し振込・振替を行う都度指定方式があります。

急なお振り込みに

振込・振替

15日前までの入出金明細を照会、ダウンロード
（CSV形式、ANSER-API形式）できるサービスです。

入出金明細照会（AN S E R）
日常的な入出金明細の確認に

Pay-easyのロゴマークの記載がある払込書等
の払込ができるサービスです。月間基本手数料無料です。

税金･各種料金の払込み
固定資産税など各種料金のお支払いに

振込をもっとお安く効率的に

総合振込･給与振込
総合振込・給与振込・賞与振込の依頼ができるサービスです。

社内システムや会計ソフトで作成したファイル
（全銀協規定形式、CSV形式）も利用でき、1回あたり

最大1万件の振込が可能です。

毎月の住民税の納付をスピーディーに

地方税納付
都道府県民税・市町村民税の納付事務を当行が

貴社に代わって行うサービスです。
社内システムや会計ソフトで作成したファイル

（地銀協規定形式、CSV形式）も利用でき、1回あたり
最大1万件の納付が可能です。

ログインが月1度程度の方に

入出金明細照会（全銀）
振込入金明細照会（全銀）
400日前までの入出金明細、振込入金明細を照会、
ダウンロード（全銀協規定形式、CSV形式、XML形式）

できるサービスです。

輸出信用状到着のご案内、お取引状況照会、
計算書の確認などができるサービスです。

輸出サービス

国内関連会社の外国送金（仕向送金）を
代行して行えるサービスです。

代行仕向送金サービス

輸入信用状開設、条件変更依頼、計算書確認などが
できるサービスです。

輸入サービス

ご契約中の定期預金・融資に関する残高を
照会できるサービスです。

定期預金 融資照会サービス

仕向送金
海外向けおよび国内向けの外国送金をお申し込みいただけるサービスです。

取扱通貨
法人・個人事業主のお客さま
日本円／米ドル／ユーロ／豪ドル／ニュージーランドドル／
南アフリカランド／シンガポールドル／香港ドル／英国ポンド

法人のお客さまのみ
中国元／タイバーツ／ニュー台湾ドル／フィリピンペソ／インドルピー／
インドネシアルピア／韓国ウォン

インターネットを使った外国送金 輸出取引状況の確認に

関連会社の送金もおまかせ

輸入取引依頼の効率化

1年前までの外貨預金口座の入出金明細および
残高を照会できるサービスです。

外貨預金入出金明細照会
外貨預金の管理に

国内子会社がお持ちの東京スター銀行口座、
もしくは海外子会社がお持ちの中国信託商業銀行（CTBC）
法人口座を1つの画面で照会できるサービスです。

口座一覧（グローバル）サービス
口座の管理をワンストップで

御社の資金を一括管理

セキュリティについて

月間基本手数料（消費税込）

※ANSERサービスはすべてのお客さまに必ずご契約いただきます。上記の組み合わせにより1,100円～9,900円となります。

ログイン認証方式（無料オプション機能）

ID・パスワード方式のほか、電子証明書とパス
ワードを使ったログイン方式を選択いただけ
ます。電子証明書は１ユーザあたりパソコン１
台分だけ発行するため、ログインできるパソ
コンを限定することが可能です。当行は電子
証明書方式の利用を推奨しています。

スターBB!ご利用のお客さま全てにカメラ付
きトークンを使ったサービスを提供していま
す。例えばお振り込みなどお取引きの際にカ
メラ付きトークンでパソコン画面に表示され
る二次元バーコードを読み取ることにより、
「当該取引専用のワンタイムパスワード」およ
び「取引内容」がカメラ付きトークンに画面表
示されます。パソコン画面に表示された取引
内容と比較することにより、パソコン画面の改
ざんがあった場合の不正送金を未然に防ぐこ
とができます。

トランザクション認証（無料標準搭載機能） ※ただしカメラ付きトークン追加・
　再発行手数料は1個につき2,200円（税込）

カメラ付きトークン（ワンタイムパスワード
生成と取引内容の表示）

手数料（消費税込）

※1 ： 当行と収納契約がない市区町村へ納税される場合、納税サービス手数料のほかに納税サービス取次手数料が必要となります。当行と収納契約がある市区町村はホ
ームページをご覧ください。　※2 ： 「スターBB!（スターBB!外国送金）」の初期設定等を行員がご案内するサービスです。　※3 ： 設定サポート説明会開催の都度1企業
様（3名様まで）ごとに手数料をいただきます。　※4 ： 行員の往訪の都度手数料をいただきます。　※5 ： 当行宛 送金手数料はホームページにてご確認ください。　※6 ： 
コルレス手数料（支払銀行手数料）を送金依頼人負担とする場合にいただきます。また、支払銀行および関係銀行（経由銀行）によっては、請求される金額が2,500円を超え
る場合があります。その場合は、後日超過分を追加でいただきます。

送金手数料

他行宛 外国送金手数料（消費税非課税）（※5）
コルレス手数料（支払銀行手数料） 同一通貨間手数料（リフティングチャージ）

5,000円 2,500円（※6） 送金金額の0.05%　ただし最低金額2,500円

地方税納付関連手数料

納税サービス手数料 55円

660円

1市区町村あたり

納税サービス取次手数料（※1）

スターBB!（スターBB!外国送金）設定サポート手数料（※2）

当行本店（※3） 5,500円

11,000円

手数料

お客さまオフィス往訪（※4）

振込手数料

振込・振替
総合振込

給与・賞与振込

550円
330円

他行宛

90円

330円
5万円以上 5万円未満

330円
0円

当行本支店宛

0円

110円
5万円以上 5万円未満

0円
0円

当行同一店内

0円

0円
5万円以上 5万円未満

ANSERサービス

1,100円

残高照会
入出金明細照会
振込・振替

スターBB！外国送金

1,100円

仕向送金
入出金明細照会
口座一覧（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）
輸出・輸入サービス
代行仕向送金

定期預金・融資照会

0円

税金･各種料金の
払込み

3,300円

総合振込
給与・賞与振込

1,100円

入出金明細照会
（全銀）

2,200円

地方税納付

1,100円

振込入金明細照会
（全銀）



042-303-9260
 

法人のお客さま向け
インターネットバンキング

「スターBB!」は、インターネットを利用して
振込や税金等の払込、残高や入出金明細の照会
ができる法人のお客さま向けサービスです。

ご利用可能環境は、ホームページでご確認ください。 https://www.tokyostarbank.co.jp/hojin/starbb/starbb.html

平日 9 :00～21:00

お問い合わせは「スターBB!」サポートデスク

*1月1日～3日、5月3日～5日、毎月第1・第3月曜日の2:00～6:00、ハッピーマンデーの前日21:00～当日6:00はサービスを休止いたします。

土日祝日含む　　　時間いつでも振込可能！*24

　　　       日前までの
入出金明細の照会が可能！

カメラ付きトークン
を使った一歩先行く
セキュリティ

400

総合振込
他行宛振込手数料 330円（税込） （税込）給与・賞与振込

他行宛振込手数料 90円

他行宛の振込手数料が安い！

東京スター銀行の法人のお客さま向けインターネットバンキングは

24
時間OK !

当行宛は全て０円 当行宛は全て０円

※1 ： 上記のほか、1月1日～3日、5月3日～5日、毎月第1・第3月曜日の2：00～6：00、ハッピーマンデーの前日21：00～当日6：00はサービスを休止いたします。　※2 ： 振
込･振替（予約）は土日祝日を振込指定日にすることはできません。　※3 ： 振込・振替（予約扱い）による資金移動の際には、振込指定日の前営業日までに必要資金を引落
口座に入金してください。　※4 ： 総合振込は振込指定日の1営業日前までに、給与・賞与振込、地方税納付は3営業日前までに必要資金を引落口座に入金してくださ
い。また、給与･賞与振込、地方税納付は2営業日前の早朝に決済資金を引き落としさせていただきます。　※5 ： 入出金明細照会（全銀）･振込入金明細照会（全銀）は平日
8:50、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、14:30、15:00、15:30、16:40、21:00にデータが更新されます。（リアルタイムでは更新されません）　※6 ： 税金・各種料
金の払込みでは領収書は発行いたしておりません。また、本サービスをご利用できる口座は普通預金、普通預金[決済用]のみとなります。

「スターBB!」は、当行に口座（普通預金・普通預金[決済用]・当座預金）をお持ちの法人および個人事業主の方で、インターネットに接続できるパソコン・通信環境と、ファ
クシミリの送受信、e-mailの受信が可能なことが利用の前提条件となります。動作環境や、税金各種料金の払込みを取り扱っている収納機関、地方税納付を取り扱って
いる市区町村等、サービスの詳細は当行ホームページでご確認ください。本サービスをご利用の場合は、ウイルス対策ソフトやOS、ブラウザを含む各ソフトウエアを最
新の状態にしていただき、信頼性の確認できないソフトウエアはインストールしないようご注意ください。

サービス詳細

平日 9:00～21:00

「スターBB!」
に関する
お問い合わせ

042-303-9260
平日 9:00～17:00

「スターBB!
外国送金」
に関する
お問い合わせ

044-959-0410

外国送金

ご利用可能時間（※1）

ご利用可能時間（※1）

当日、前日、前月末の残高を照会可能

15日前～当日の明細を照会可能

当日～7営業日先を指定可能（※2）（※3）

当日～7営業日先を指定可能（※2）（※3）

データ受付（承認）期限／20営業日前～1営業日前18：30（※4）

データ受付（承認）期限／20営業日前～3営業日前18：30（※4）

データ受付（承認）期限／14営業日前～4営業日前18：30（※4）

400日前～当日の明細照会可能（※5）

400日前～当日の明細照会可能（※5）

【データ受付期間】
送金指定日の1か月前の翌営業日～送金指定日の前営業日15:00まで
※インドネシアルピア、韓国ウォンのみ送金指定日の前営業日12：00

【データ受付期間】
送金指定日の1か月前の翌営業日～送金指定日の前営業日15:00まで
※インドネシアルピア、韓国ウォンのみ送金指定日の前営業日12：00

仕向送金

外貨預金入出金明細照会

口座一覧（グローバル）サービス

輸入サービス

輸出サービス

代行仕向送金

定期預金 融資照会サービス

１年前～当日の明細を照会可能

当日の残高を照会可能

当日の残高を照会可能

8:45～19:15（平日）

24時間
（平日･土日祝日）

残高照会

入出金明細照会

振込・振替

総合振込

給与・賞与振込

地方税納付

入出金明細照会（全銀）

振込入金明細照会（全銀）

税金・各種料金の払込み（※6）

事前登録方式

都度指定方式

8:00～23:00（平日）


