
手形に代わる決済手段「でんさい」について、導入方法や取引先への案内、操作方法など
わかりやすく解説します。
※「でんさいⓇ」は、株式会社全銀電子債権ネットワークの登録商標です

主催

株式会社全銀電子債権ネットワーク
（でんさいネット）

後援

経済産業省 日本商工会議所
一般社団法人日本経済団体連合会
一般社団法人全国銀行協会

募集定員

各回３００名
（先着順※）
※申込が到着した順番となります。

共催金融機関

２１1 金融機関

共催金融機関一覧表は裏面
もしくはこちらを参照

・でんさいの仕組みや使い方がわからないし、むずかしそう

・社内体制の整備や導入準備はどうすればいいの？

・取引先がでんさいを利用していないからなぁ

2026年度までの紙の手形の全面的な電子化に向けて

オンラインセミナー

でんさいをはじめて知った方でも安心♪
わかる！でんさいオンラインセミナー

2022年7月14日（木）セミナープログラム 申込期限：7月12日（火）

10：00～11：00
でんさいを 知った方向け

14：00～15：00
でんさいを する方向け

①でんさいとは ①でんさいの概要

②でんさいの仕組みとメリット ②でんさいの利用手順

③でんさい利用企業の事例紹介 ③でんさい利用企業の事例紹介

④キャッシュバックキャンペーンのご案内 ④キャッシュバックキャンペーンのご案内

⑤質疑応答 ⑤でんさいの操作方法（支払・譲渡）

➅質疑応答

10：00～11：00
でんさいを する方向け

14：00～15：00
のご担当者向け

①でんさいの概要 ①でんさいの仕組みとメリット

②でんさいの利用手順 ②製造業における普及状況

③でんさい利用企業の事例紹介 ③製造業の事例紹介

④でんさいの操作方法（受取・譲渡） ④キャッシュバックキャンペーンのご案内

⑤質疑応答 ⑤質疑応答

2022年7月22日（金）セミナープログラム 申込期限：7月20日（水）
特別回

製造関連企業と
お取引のある方も
ご視聴可能です

でんさいネット職員が
その場でお答えします

実務で使える操作方法を
お伝えします

実務で使える操作方法を
お伝えします



視聴可能な端末を用意 当日の視聴方法

インターネットに接続できるパソコン、
タブレット、スマートフォン

申し込み完了後、セミナー開催の前営業日
に視聴用URLを個別にお送りします。

申込フォーム

でんさいネットウェブサイトの「でんさい

セミナー一覧」ページに掲載中のセミナー参加

申込フォームに必要事項をご入力ください。

【URL】
https://www.densai.net/support/seminar/

または でんさい 検索

お手持ちのスマート
フォンで「でんさい
セミナー一覧」ペー
ジから申込フォーム
へアクセス！

視聴方法

セミナー
申込方法

オンラインセミナー以外にも、でんさいネットでは、お取引先様を集めたでんさいの説明会に、
でんさいネット職員がWeb会議ツールを使用して説明を行う「Web説明会」を行っております。
でんさいの切替率を上げたい、とお考えの事業者の皆さまにおかれましては、ぜひWeb説明会
（取引先企業向け説明会）の活用をご検討ください。

・各種Web会議ツールが利用可能ですので、希望するツールをお伝えください。
・講師代は無料です。
・ご希望の方は右記のアドレスにご連絡下さい。 📧 promotion@densai.net

Web説明会のご案内

本セミナーについてご不明な点等がございましたら、でんさいネットセミナー専用アドレス
（seminar@densai.net）に、お問い合わせください。

共催金融機関

2 １１ 金融機関 でんさいネットウェブサイトのセミナー概要ページにも、共催金融機関一覧表を掲載

みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 北海道銀行 青森銀行 みちのく銀行 秋田銀行

山形銀行 岩手銀行 七十七銀行 東邦銀行 群馬銀行 足利銀行 常陽銀行 筑波銀行 武蔵野銀行

千葉銀行 きらぼし銀行 横浜銀行 山梨中央銀行 八十二銀行 北陸銀行 富山銀行 北國銀行 福井銀行

静岡銀行 スルガ銀行 清水銀行 大垣共立銀行 十六銀行 百五銀行 滋賀銀行 京都銀行 関西みらい銀行

池田泉州銀行 南都銀行 但馬銀行 山陰合同銀行 中国銀行 広島銀行 山口銀行 阿波銀行 百十四銀行

伊予銀行 福岡銀行 筑邦銀行 佐賀銀行 十八親和銀行 肥後銀行 琉球銀行 西日本シティ銀行 北九州銀行

北洋銀行 北日本銀行 東和銀行 栃木銀行 京葉銀行 大光銀行 長野銀行 富山第一銀行 福邦銀行

愛知銀行 名古屋銀行 中京銀行 みなと銀行 トマト銀行 もみじ銀行 徳島大正銀行 愛媛銀行 佐賀共栄銀行

熊本銀行 豊和銀行 南日本銀行 沖縄海邦銀行

北海道信用金庫 北空知信用金庫 稚内信用金庫 東奥信用金庫 秋田信用金庫 盛岡信用金庫 宮古信用金庫 一関信用金庫 北上信用金庫

花巻信用金庫 杜の都信用金庫 宮城第一信用金庫 石巻信用金庫 気仙沼信用金庫 会津信用金庫 須賀川信用金庫 高崎信用金庫 アイオー信用金庫

館林信用金庫 しののめ信用金庫 埼玉縣信用金庫 川口信用金庫 館山信用金庫 横浜信用金庫 川崎信用金庫 平塚信用金庫 中栄信用金庫

中南信用金庫 朝日信用金庫 興産信用金庫 東京シティ信用金庫 芝信用金庫 東京東信用金庫 東栄信用金庫 亀有信用金庫 足立成和信用金庫

東京三協信用金庫 西武信用金庫 城南信用金庫 昭和信用金庫 目黒信用金庫 東京信用金庫 城北信用金庫 瀧野川信用金庫 青梅信用金庫

多摩信用金庫 新潟信用金庫 新発田信用金庫 山梨信用金庫 長野信用金庫 上田信用金庫 諏訪信用金庫 飯田信用金庫 高岡信用金庫

にいかわ信用金庫 興能信用金庫 福井信用金庫 小浜信用金庫 しずおか焼津信用金庫 静清信用金庫 富士宮信用金庫 島田掛川信用金庫 富士信用金庫

岐阜信用金庫 愛知信用金庫 岡崎信用金庫 瀬戸信用金庫 半田信用金庫 豊田信用金庫 碧海信用金庫 西尾信用金庫 尾西信用金庫

中日信用金庫 東春信用金庫 北伊勢上野信用金庫 滋賀中央信用金庫 京都信用金庫 京都北都信用金庫 大阪信用金庫 大阪厚生信用金庫 大阪シティ信用金庫

大阪商工信用金庫 永和信用金庫 北おおさか信用金庫 枚方信用金庫 大和信用金庫 播州信用金庫 兵庫信用金庫 尼崎信用金庫 日新信用金庫

但馬信用金庫 但陽信用金庫 島根中央信用金庫 水島信用金庫 津山信用金庫 玉島信用金庫 吉備信用金庫 広島みどり信用金庫 東山口信用金庫

高松信用金庫 観音寺信用金庫 東予信用金庫 川之江信用金庫 幡多信用金庫 福岡信用金庫 福岡ひびき信用金庫 大牟田柳川信用金庫 筑後信用金庫

飯塚信用金庫 大川信用金庫 佐賀信用金庫 熊本第一信用金庫 熊本中央信用金庫 延岡信用金庫 鹿児島信用金庫

商工組合中央金庫

石巻商工信用組合 秋田県信用組合 いわき信用組合 房総信用組合 銚子商工信用組合 青和信用組合 中ノ郷信用組合 大東京信用組合 長野県信用組合

愛知県中央信用組合 飛騨信用組合 滋賀県民信用組合 成協信用組合 広島県信用組合 山口県信用組合 鹿児島興業信用組合

農林中央金庫 （金融機関コード順）

https://www.densai.net/support/seminar/
mailto:seminar@densai.net

