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1. 業務概要 

1.1 私の口座照会 

 お客様が保有している口座の取引内訳(明細)照会と、小切手照会,平均残高照会, 利息内訳(明細)照会等、

様々なお取引の照会が可能です。 

1.2 取引内訳照会 

 登録された口座の、一定期間の入出金取引内訳(明細)を、 新取引内訳(明細)順に照会することが可能です。 

1.3 小切手照会 

 銀行で交付された当座小切手について明細を確認し、小切手の支払日と発行金額、状態、小切手イメージの

確認が可能です。 

1.4 業務手数料率照会 

 KEBハナ銀行在日支店の銀行業務と関連した手数料の種類及びお支払方法、手数料率、１件当たりの手数料

金額等の照会が可能です。 

 

2.1  現在の為替レート照会 

 KEBハナ銀行在日支店において公示された現在の為替レートの照会が可能です。 

 

2.2  通貨別為替レート照会 

 KEBハナ銀行在日支店において公示された日中の為替レート変動内容の照会が可能です。 

 

2.3  為替レート推移分析 

 期間別、通貨別に、為替レート推移分析が可能です。期間は 高 3ヶ月前まで、 終公示のレートを使用しま

す。 
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2. 業務構造 

2.1 メニュー構造 

私の口座 

私の口座照会 

取引内訳照会 

小切手照会 

業務手数料率照会 

為替レート照会 

現在の為替レート照会 

通貨別為替レート照会 

為替レート推移分析 
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2.2 メニュー別機能説明 

 私の口座照会 

お客様が保有している口座の取引内訳(明細)照会、小切手照会、平均残高照会、利息内訳(明細)照会等

の様々なお取引の明細を照会するサービスです。 

口座の種類によって、入出金が可能な口座、定期預金口座、積立式預金口座, 使用しない口座に区分し

て照会が可能です。 

リストに表示されている口座をクリックすると、口座の詳細な情報がポップアップで表示されます。 

入出金が可能な口座では、取引内訳(明細)照会、小切手照会、平均残高照会、利息内訳(明細)照会、手

数料お支払照会が可能であり、振替/送金へのショートカット機能があります。 

定期預金口座では、口座の状態によって、満期が到来していない預金 (変更/解約予想照会/解約)と す

でに満期が到来している預金(更新/解約予想照会/解約)のショートカット機能があります。 

 

 取引内訳照会 

登録された口座の、一定期間の入出金取引内訳(明細)を、 新取引内訳(明細)順に照会するサービスで

す。 

口座、期間を選択後、照会ボタンをクリックして取引内訳(明細)を照会することができます。 

 

 小切手照会 

銀行で交付された当座小切手についての明細を確認し、小切手の支払日と発行金額、状態を確認するサ

ービスです。 

口座、期間を選択後、照会ボタンをクリックし小切手情報を照会することができます。 

照会結果に表示された小切手情報を選択すると、詳細内容の照会が可能です。 

 

 お取引手数料率照会 

KEBハナ銀行在日支店でのお取引と関連した手数料の種類及びお支払方法、手数料率、１件当たりの手

数料金額等を照会するサービスです。 

業務区分を選択後、照会ボタンをクリックし、業務手数料率を照会することができます。 

 

 現在の為替レート照会 

KEBハナ銀行在日支店に公示された現在の為替レートを照会することができます。 

照会したい通貨を選択後、照会ボタンをクリックすると、関連為替レート情報が画面に表示され、エクセル

ダウンロード及び印刷が可能です。 

 

 



1Q Bank/내계좌, 환율                                통합국외 인터넷뱅킹시스템(GRBS) 사용자메뉴얼                   

  

                         - 6 -                                      May 2016 

 通貨別為替レート照会 

選択した通貨について、日中為替レート変動内容を照会することができます。 

照会したい通貨及び日付を選択すると、関連為替レート情報が画面に表示され、エクセルダウンロードお

よび印刷が可能です。 

 

 為替レート推移分析 

期間別、通貨別に為替レート推移分析が可能です。 

照会期間及び通貨を選択すると、推移分析グラフと該当詳細為替レート情報が画面に表示され、エクセル

ダウンロードおよび印刷が可能です。 

(☞推移分析グラフは explorer ブラウザの場合、9.0 以上でサポート可能です。) 
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3. メニューご利用ガイド 

3.1 私の口座 

3.1.1 私の口座の照会 

 

 

 

- お客様が保有している口座の一覧と、各口座の各種照会取引が可能です。 

- 該当口座について、取引内訳(明細)照会、小切手照会、平均残高照会、利息内訳(明細)照会(該当事項が

ある場合)、手数料お支払内訳(明細)照会(該当事項がある場合)を選択し、照会することができます。 

- また、口座番号をクリックすると、口座情報についての照会が可能です。 

利用ガイド 



1Q Bank/내계좌, 환율                                통합국외 인터넷뱅킹시스템(GRBS) 사용자메뉴얼                   

  

                         - 8 -                                      May 2016 

 

 

 

- 「自由に入出金ができる口座」の口座番号を選択した場合に、表示される口座の情報です。 

- 印刷ボタンをクリックすると、該当ページが印刷されます。 

 

 

 

-「自由に入出金ができる口座」のショートカットで、平均残高照会を選択した場合に表示される 

画面で、該当口座について、平均残高を照会します。 

利用ガイド 

利用ガイド 
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- 自由に入出金ができる口座のショートカットで、利息受取内訳照会を選択した場合に表示 

される画面で、 該当口座について利息内訳(明細)を照会します。 

(口座によって表示されない場合があります。) 

 

利用ガイド 
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-  自由に入出金ができる口座のショートカットで、手数料支払を選択した場合に表示される画面 

で、該当口座についての手数料お支払内訳（明細）を照会します。 

(口座によって表示されない場合があります。) 

利用ガイド 
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3.1.2 取引内訳照会 

 

 

 

- お客様が保有している口座について、取引内訳(明細)のを照会が可能です。 

- 取引内訳照会下段は、照会期間の入金/支払金額の合計と残高が表示されます。 

利用ガイド 
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3.1.3  小切手照会 

 

 

 

 

- 小切手照会では、お客様が保有している口座の小切手発行内訳の照会が可能です。 

- 小切手の種類を選択すると、該当小切手についての詳細内訳を確認できます。 

- 振替及び送金ボタンをクリックすると、該当取引画面に移動します。 

 

 

 

利用ガイド 
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- 小切手詳細照会では、お客様が保有している口座の小切手発行内容について、 

詳細な照会が可能です。 

- 発行済み小切手について、支払日と金額、及び状態の照会が可能です。 

利用ガイド 
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3.1.4 業務手数料率照会 

 

 

 

- 銀行とのお取引と関連した手数料情報の照会が可能です。 

 

 

利用ガイド 
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3.2 レート照会 

3.2.1 現在の為替レート照会 

 

 
 

 

 

- 在日支店に公示された現在の為替レートを照会する画面です。 

照会したい通貨を選択すると、関連詳細レートが表示されます。 

利用ガイド 
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3.2.2 通貨別為替レート照会 

 

 

 

 

 

- 在日支店に公示された通貨の日中為替レート変動内容を照会する画面です。 

- 照会したい通貨と期間を選択すると、関連詳細為替レートが表示されます。 

 

 

 

利用ガイド 
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3.2.3 為替レート推移分析 

 


