2022 年 7 月吉日
お 客 様 各 位
中央労働金庫
INS ネットの終了等に伴うデータ伝送サービス／
ANSER サービスに係るご変更手続きのご案内
日頃より「ろうきんデータ伝送サービス」「ろうきん ANSER サービス」をご利用いただき
誠にありがとうございます。
この度、NTT 東日本・西日本の INS ネット（ISDN 回線）についてはディジタル通信モード
が 2024 年 1 月にサービス終了となり、固定電話（加入電話・INS ネット）についても 2024
年 1 月以降に公衆交換電話網から IP 網への移行が予定されております。
つきましては、現在ご利用いただいている当金庫のサービスについて、接続方法の変更ま
たは代替サービスへの変更が必要となりますので、下記のとおりお手続きいただきますよ
うお願い申し上げます。
記
１．ご変更後の接続方法／代替サービス
現在ご利用いただいているサービスに応じ、以下のとおり接続方法の変更または代替
サービスへの変更をご提案いたします。
各接続方法／代替サービスの詳細は次ページ以降をご参照ください。
現在ご利用中の
サービス

「データ伝送サービス」

ご変更後の
接続方法／代替サービス

→

VALUX

通信回線

インターネット

のみ
Connecure
→

AnserDATAPORT
LGWAN（自治体のお客様用）

→
「ANSER サービス」のみ

→
→

「データ伝送サービス」

→

「ANSER サービス」
の併用

→

インターネットバンキング
（団体向け）
VALUX

インターネット

インターネット

インターネットバンキング
（団体向け）
VALUX

インターネット

インターネット

インターネットバンキング
（団体向け）

インターネット
（2022 年 7 月 1 日現在）

※上記以外の接続方法をご希望の場合は、後記お問い合わせ先までご連絡ください。
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２．各接続方法／代替サービスのご案内
（１）VALUX（バリュックス）
株式会社 NTT データが提供する「VALUX」により、
「データ伝送サービス」および
「ANSER サービス」をご利用いただけます。
※「ANSER サービス」については「ANSER-SPC」のみ対応しており、
「ANSER-HT」には対応
しておりません。
変更前

お客様

中央労金
INS 回線/公衆回線

変更後
電子証明書
VALUX センター
（㈱NTT データ）

お客様

中央労金

インターネット
（暗号化）

●特徴
セキュリティ

電子証明書による端末認証・特定、通信データの暗号化が行われます。

データ照合

従来「ろうきんデータ伝送サービス連絡票」を当金庫へ FAX いただく

サービス

ことで依頼データの件数・金額の一致を確認しておりましたが、件数・

(連絡票の FAX

金額等の照合データを送信いただくことにより依頼データとの一致

送信が不要)

が確認でき、同連絡票の FAX が不要となります。

※データ照合サービスをご利用の場合
・ご利用のソフト、システム等に照合データの送信機能が必要となります。
・依頼データ、照合データは VALUX センターから AnserDATAPORT センターへ自動連携
されます（AnserDATAPORT（後記参照）への接続に関わる事前のお手続きは不要です）。

●ご利用いただくには
・VALUX に対応した FB ソフト等が必要です。
・㈱NTT データへの VALUX のお申込が必要です。
※VALUX のご利用にあたっては初期契約料・月額利用料が発生します（㈱NTT データへ
のお支払）
。
※既に VALUX をご利用の場合は、新たなお手続きの有無について㈱NTT データへご確認
ください。

●ご利用手数料／ご利用時間
当金庫にお支払いいただくご利用手数料およびご利用時間に変更はありません。
※「VALUX」とは、㈱NTT データが提供するお客様のパソコン端末を認証し接続 ID を金融機関
に通知する端末認証サービスです。
→ 詳細内容・お申込は「https://www.valux.ne.jp/valux/」をご参照ください。
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（２）AnserDATAPORT（アンサーデータポート）
①自治体以外のお客様
㈱NTT データが提供する「Connecure（コネキュア）」により、AnserDATAPORT での
データ伝送取引を行えます。
変更前

お客様

中央労金
INS 回線/公衆回線

変更後

切替後の図
AnserDATAPORT センター
（㈱NTT データ）

お客様

中央労金

Connecure
（暗号化）

●特徴
セキュリティ

閉域ネットワークでの接続となり、かつ通信データの暗号化が行われ
ます。

データ照合

従来「ろうきんデータ伝送サービス連絡票」を当金庫へ FAX いただく

サービス

ことで依頼データの件数・金額の一致を確認しておりましたが、件数・

(連絡票の FAX

金額等の照合データを送信いただくことにより依頼データとの一致

送信が不要)

が確認でき、同連絡票の FAX が不要となります。

※データ照合サービスをご利用の場合、ご利用のソフト、システム等に照合データの送
信機能が必要となります。

●ご利用いただくには
・AnserDATAPORT に対応した FB ソフト等が必要です。
・㈱NTT データへ Connecure のお申込が必要です。
※Connecure のご利用にあたっては初期費用・月額費用が発生します（㈱NTT データへ
のお支払）
。
※既に Connecure をご利用の場合は新たなお申込は不要です。

●ご利用手数料／ご利用時間
当金庫にお支払いいただくご利用手数料およびご利用時間に変更はありません。
※「AnserDATAPORT（アンサーデータポート）」とは、㈱NTT データが提供する閉域ネットワー
クでの「企業・自治体等の団体」と「金融機関」とのファイル伝送サービスです。
※「Connecure」とは、㈱NTT データが提供する閉域 IP 網です。
→ 詳細内容・お申込は「http://nws.jp.nttdata.com/connecure/」をご参照ください。
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②自治体のお客様
「LGWAN（エルジーワン／総合行政ネットワーク）」から㈱NTT データが提供する
「pufure（パフュール）
」を経由して、AnserDATAPORT でのデータ伝送取引を行えます。
変更前

お客様

中央労金
INS 回線/公衆回線

変更後

切替後の図

お客様

AnserDATAPORT センター
（㈱NTT データ）

pufure

中央労金

LGWAN
（暗号化）

●特徴
セキュリティ

閉域ネットワークでの接続となり、かつ通信データの暗号化が行われ
ます。

データ照合

従来「ろうきんデータ伝送サービス連絡票」を当金庫へ FAX いただく

サービス

ことで依頼データの件数・金額の一致を確認しておりましたが、件数・

(連絡票の FAX

金額等の照合データを送信いただくことにより依頼データとの一致

送信が不要)

が確認でき、同連絡票の FAX が不要となります。

●ご利用いただくには
・「pufure」のご利用が必要です。
●ご利用手数料／ご利用時間
当金庫にお支払いいただくご利用手数料およびご利用時間に変更はありません。

※「LGWAN」とは、地方公共団体を相互に接続する総合行政ネットワーク（Local Goverment
Wide Area Network）です。
※「pufure」とは、㈱NTT データが提供するデータ伝送中継サービスです。
→ 詳細内容・お申込みは「https://www.adp.ne.jp/pufure/」をご参照ください。
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（３）ろうきんインターネットバンキング（団体向け）
インターネットバンキング経由にて、振込振替や預金口座の残高照会、明細照会等
をご利用いただけます。
変更前

切替前の図

中央労金

お客様
INS 回線/公衆回線

変更後

切替後の図
中央労金

お客様
インターネット回線
（暗号化）

●ご利用いただくには
下記ホームページよりサービス内容・ご利用環境・ご利用時間等についてご確認く
ださい。
中央労働金庫 ろうきんインターネットバンキング（団体向け）
ホームページ：https://fb.rokin.jp/?bid=13
●ご利用手数料
インターネットバンキング（団体向け）の
ご利用タイプ／月間利用手数料（税込）

現在ご利用中のサービス
「データ伝送サービス」のみ

フルタイプ／2,200 円

「ANSER サービス」のみ

ライトタイプ／1,100 円

「データ伝送サービス」

フルタイプ／2,200 円

「ANSER サービス」の併用
※出資会員のお客様は無料。
※その他の手数料に変更はありません。

●ご留意事項
マルチファイル（複数の依頼データを１つのファイルにまとめたもの）はご利用い
ただけません。
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３．ご変更手続きの流れ
（１）VALUX または AnserDATAPORT へのご変更の場合（接続方法の変更）

① ㈱NTT データへの VALUX または AnserDATAPORT
（Connecure または pufure）のお申込

㈱NTT データ

② 当金庫への接続方法ご変更のお申込み

お客様
③ 接続先情報等のご通知

中央労金
④ 通信テスト

⑤ ご利用開始

（２）インターネットバンキング（団体向け）へのご変更の場合（代替サービスへの変更）

① インターネットバンキング（団体向け）のお申込
および現在ご利用中サービスのご解約のお申込

お客様

② ご利用開始等のご通知

中央労金

③ ご利用開始

以

上

ご不明な点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願い
申し上げます。
【本件に関するお問い合わせ先】
中央労働金庫 業務集中第 4 センター（団体 EB）／電話番号：045-476-7570
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