
 
 

ニュースリリース 平成 23年 10月 24日
 

 

法人・事業主向けインターネットバンキングの新サービス追加について 

  

 常陽銀行（頭取 寺門 一義）は、法人･事業主向けインターネットバンキング「JWEBOFFICE（ジェイウ

ェブオフィス）※ 」の新サービスとして、11 月 21 日に「口座振替・代金回収サービス」を開始いたします。こ

れに先立ち、11 月 1 日より新サービスの予約申込を受付しますので、下記のとおりご案内いたします。 

 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。 

※JWEBOFFICE …詳細は別紙１をご参照願います。 

 

 

記 

 

 

１．新サービスの内容 

 【口座振替・代金回収サービス】 

サービス 提供方法（契約形態） 

口座振替 当行本支店口座から口座振替に

より代金を回収 

「統合型」の伝送受付サービスのメニュ

ーとして追加 

NET 代金回収サ

ービス 

I-NET 参加金融機関（6 金融機関）

の本支店口座から、口座振替に

より代金を回収 

オプションサービス 

（別途契約／回収月のみ基本料 2,100 円）

ワイドネット

サービス 

ワイドネット加盟金融機関の

本支店口座から、口座振替に

より代金を回収 

オプションサービス 

（I-NET代金回収サービスとセット契約／サ

ービス基本料なし） 

  ※詳細は別紙２をご参照願います。 

 

２．予約申込の受付開始日 

  11 月 1 日 

  ※上記のサービスを、FD（フロッピーディスク）、ＭＴ（磁気テープ）、ＥＢソフト・ 

   専用機等でご利用のお客さまは、預金者から口座振替依頼書の再提出を受けることなく、 

   専用の申込書を当行へご提出いただくだけで簡単にJWEBOFFICEへ切替いただけます。 

  ※新サービスの新規申込や、FD 等からの切替にかかる費用は無料です。 

 

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 

・照会サービス …残高照会、明細照会 

・振込・振替サービス 

・税金・各種料金払込サービス「Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）」 

・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）、口座振替［本件］ 

・オプションサービス …I-NET 代金回収サービス、ワイドネットサービス 

ﾀｲﾑﾘｰ型 

・照会サービス …残高照会、明細照会 

・振込・振替サービス 

・税金・各種料金払込サービス「Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）」 

・オプションサービス …I-NET 代金回収サービス、ワイドネットサービス 

商品 

外為版 ・外国送金受付サービス 

推奨動作環境 

ご利用の際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】 WindowsXP（SP3）／Vista／7、Macintosh 

 【ﾌﾞﾗｳｻﾞ】Internet Explorer6.0、7.0、8.0（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１ 

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。



 

JWEBOFFICE の「口座振替・代金回収サービス」 

（１）サービス内容 

 口座振替 I-NET 代金回収サービス ワイドネット 

 (機能メニュー) 標準型 スピード型 サービス 

代金回収範囲 当行本支店の口座 I-NET 参加金融機関の口座 

(常陽、筑波、水戸信金、結城信金、県信組、

県農協連合会および会員農協) 

ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ加盟機関 

（当行、I-NET 参加

機関を除く） 

サービス形態 統合型（伝送受付サ

ービス）のメニュー 

オプションサービス 

（別途契約） 

オプションサービス

(別途契約、I-NET

代金回収サービス

の契約要) 

契約方法 申込書 

( 大１０種の料

金 収 納 契 約 が 可

能) 

申込書＋契約書 

( 大１０種の料金収納契約が可能) 

申込書＋契約書 

手数料 

（引落日が月

１回の場合） 

①基本料 なし 

(統合型月間基本

料に含まれます) 

引落手数料 

①基本料  2,100 円（利用月のみ課金） 

引落手数料 

①基本料 なし 

②引落手数料 

利用時間 平日・土曜・日曜 

８時～２1 時 

平日・土曜・日曜 ８時～２1 時 

取引時間 平日・土曜・日曜 

８時～２1 時 

平日 ９時～１５時 

引落依頼ﾃﾞｰﾀ

伝送時限 

引落日の３営業日前

の１８時 

引落日の５営業日前

の１５時 

引落日の４営業日前

の１５時 

引落日の９営業日前

の１５時 

引落資金入金 引落日の２営業日後 引落日の５営業日後 引落日の３営業日後 引落日の７営業日後

引落結果ﾃﾞｰﾀ 

照会可能日 

引落日の２営業日後 引落日の２営業日後  

（９：００以降受信可） 

引落日の６営業日後

（９時以降受信可）

（２）機能の特長 

メニュー メニュー概要 

①委託者情報設定 ご契約時に申込いただいた委託者情報（収納料金情報）の照会、画面表

示情報や引落金額内訳情報の設定を行うことができます。 

※委託者情報は 大１０件登録できます。 

②事前引落先登録 以下の方法により、あらかじめ引落先情報（ 大２０千件）を登録できます。

●個別登録（ 大２００件／回） 

●外部ファイル取込（ 大１５千件／回） 

③定例リスト 定例的な引落先をグループ化して、引落依頼データの基となるリストを 大

１００リスト作成できます。（１リストあたりの引落先数は 大３千件） 

④データ作成 以下の方法により、引落依頼データを作成できます。 

●個別入力（１回あたり 大３千件） 

●定例リスト利用（１回あたり 大３千件） 

●外部ファイル取込（1 回あたり 大１５千件） 

⑤承認 引落依頼データの送信を実行するメニューです。 

⑥伝送受付明細照会 送信済の引落依頼データ明細を照会または取消（口座振替のみ）ができます。

⑦引落結果照会 引落依頼データの引落結果データを照会（または取得）できます。 

別紙２ 




