
 
 

ニュースリリース 平成22年11月16日
 

 

お客さま向け｢インターネットバンキング」セミナーの開催について 

  

常陽銀行（頭取 鬼澤 邦夫）は、このたび、茨城、栃木、福島の 3県 8地区においてお客さま向け「インター

ネットバンキングセミナー」を開催しますので、下記のとおりご案内いたします。 

 本セミナーでは、インターネットバンキングのサービス内容と効果的な活用方法のほか、当行グループ

会社のインターネットサービスをご紹介します。 

 当行は、今後ともお客さまのニーズにお応えし、より利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。 

 

記 

 

１．テーマ  

 第1部「事務効率化や福利厚生の充実に役立つ常陽のインターネットバンキング」（90分） 

    ～インターネットバンキングのサービス内容と効果的な活用方法～ 

① 事務効率化を実現する『JWEBOFFICE（ジェイウェブオフィス）※１』 

② 従業員向け銀行取引の利便性向上につながる『アクセスジェイ※2』 

                       ※1・2…別紙をご参照願います。 

 第2部「常陽グループのインターネットサービス」（20分） 

① インターネットを活用した取引先与信管理サービス 

② インターネットの福利厚生施設利用サービス 

 

２．対象 法人・個人事業主のお客さま 

 

３．日時・場所 

開催地 開催日  開催時間 開催地／会場  定員

水  戸 1月18日 14:00-16:00 茨城県開発公社ビル 3階 大会議室 100名

つくば 1月19日 14:00-16:00 常陽つくばﾋﾞﾙ 10階 大会議室 100名

日  立 1月26日 14:00-16:00 日立ﾏｰﾌﾞﾙﾎｰﾙ 第3会議室(日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ前) 80名

土  浦 2月 8日 14:00-16:00 土浦市勤労者総合福祉ｾﾝﾀｰ ﾜｰｸﾋﾙ土浦 2階会議室 80名

鹿  嶋 2月 9日 14:00-16:00 県立ｶｼﾏｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ 1階 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ室  50名

小  山 2月15日 14:30-16:30 小山市立生涯学習ｾﾝﾀｰ ﾛﾌﾞﾚ 6階 ﾎｰﾙ 50名

郡  山 2月16日 10:00-12:00 ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾚｯﾄふくしま 1階ﾏﾙﾁﾊﾟｰﾊﾟｽﾙｰﾑ2 30名

いわき 2月18日 14:00-16:00 いわき産業創造館 LATOV6階 ｾﾐﾅｰ室  30名

 

４．参加費  無料  

５．申し込み方法  本支店窓口で受け付けております。             

 以 上 

 



 タイムリー型 統合型 外為版 

契約料（初回のみ） 無料 10,500 円 10,500 円 

月間基本料 1,050 円 5,250 円 1,050 円 

 

ＪＷＥＢＯＦＦＩＣＥのサービス概要 

項 目 内 容 

名 称 常陽法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ「JWEBOFFICE（ジェイウェブオフィス）」 

対象者 法人・個人事業主 

統合型 

①照会サービス …残高照会、明細照会 

②振込・振替サービス 

③税金・各種料金払込サービス「Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）」 

④伝送受付サービス …総合振込、給与・賞与振込、個人住民税納付 

           （従業員の方から徴収する個人住民税） 

ﾀｲﾑﾘｰ型 

①照会サービス …残高照会、明細照会 

②振込・振替サービス 

③税金・各種料金払込サービス「Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）」 

商品 

外為版 ⑤外国送金受付サービス 

推奨動作環境 

サービスのご利用には、インターネットに接続できるパソコンが必要となりま

す。パソコンの動作環境は以下の環境を推奨いたします。 

 

 【ＯＳ】 Windows2000／XP／Vista／7、Macintosh 

 【ﾌﾞﾗｳｻﾞ】Internet Explorer6.0、7.0（128bitSSL 対応ﾌﾞﾗｳｻﾞ） 

      Safari 4.0 

 

手数料 

 

 

 

 

 

・ 振込手数料は、下表のとおり窓口で振込を行った場合に比べ 210 円～525 円も

お得です。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 個人住民税納付をご利用の場合には、納付書 1 枚あたり 52.5 円（消費税込。

円未満端数切捨）の納付書作成手数料が別途必要となります。 

・ 外為版をご利用の場合には、下表のとおり外国送金手数料が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

送金金額 3 万円未満（消費税込） 3 万円以上（消費税込） 

利用区分 窓口 JWEBOFFICE 窓口 JWEBOFFICE 

同一店内宛 315 円 無料 525 円 無料 

当行本支店宛 315 円 105 円 525 円 315 円 

他行宛 630 円 420 円 840 円 630 円 

 
手数料 

(消費税非課税、円未満端数切捨）
備考 

送金手数料 4,000 円 
・窓口扱いに比べ、1 件あたり 

500 円お得になります。 

支払銀行手数料 2,000 円 

・ 支払銀行手数料区分が「依頼人 

 負担」の場合に適用します。 

・ 海外向の場合に適用します。 

 （国内向の場合は無料） 

外貨取扱手数料 送金額の 1／20％ 低 2,500 円
・ 外貨建 Non-Exchange 取引の場合

 に適用します。 

円為替取扱手数料 送金額の 1／20％ 低 2,500 円 ・邦貨建取引の場合に適用します。



アクセスジェイのサービス概要 

項目 内容 

名称 常陽ダイレクトバンキング「アクセスジェイ」 

申込資格 当行本支店に普通預金口座(総合口座普通預金を含む)をお持ちの個人のお客様

ご利用チャネル 

1 つのご契約で以下の 3 つのチャネルをご利用になれます。 

・ネットアクセス（インターネットバンキング） 

・モバイルアクセス（モバイルバンキング） 

・テレホンアクセス（テレホンバンキング） 

サービス内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービスメニューの内容によっては一部利用時間が異なる場合があります。

また、システムメンテナンス等によりご利用になれない時間帯があります。

・ テレホンアクセスでも各種メニューをご利用になれます。取引内容や時間帯

には一部制限があります。 

推奨動作環境 

ネットアクセスのご利用には、インターネットに接続できるパソコンが必要と

なります。以下の環境を推奨いたします。 

 

 

 

 

 

 

モバイルアクセスのご利用には、「ｉ-mode」「EZweb」「Yahoo!ｹｰﾀｲ」対応の携帯

電話が必要となります。 

利用手数料 

 

 

 

 

振込手数料 

ネットアクセス・モバイルアクセスでの振込手数料は下表のとおりです。常陽

銀行本支店間の振込手数料が無料になるなど、窓口扱いに比べ 大 525 円お得

です。 

 

 

 

テレホンアクセスでの振込手数料は、上記と一部異なります。 

 

サービスメニュー ネットアクセス モバイルアクセス 

残高照会・入出金明細照会 24 時間 24 時間 

振替 

登録先への振込 
24 時間 24 時間 

振替 

振込 
登録先以外への振込 24 時間 

平日 8:00～21:00 

土日祝 9:00～17:00 

税金・各種料金払込み 

「Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）」 
0:30～23:30 0:30～23:30 

定期預金 24 時間 ― 

外貨預金 24 時間 ― 

投資信託 7:00～23:55 ― 

各種手続・届出 24 時間 ― 

推奨 OS 推奨ブラウザ 

Windows7 InternetExplorer8、Firefox3（投資信託ﾒﾆｭｰを除く）

WindowsVista InternetExplorer7／8、Firefox3 

WindowsXP InternetExplorer6／7／8、Firefox3 

MacOSX（10.4 以上） Safari3、Firefox3 

「ポイントクラブ」ポイント数 アクセスジェイ利用手数料（税込） 

50 ポイント以上 無料 

50 ポイント未満 月額 210 円（新規契約後 6 ヶ月間は無料）

振込金額 3 万円未満（税込） 3 万円以上（税込） 

同一支店宛／本支店宛 無料 無料 

他行宛 315 円 525 円 

別紙 


