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■ログイン手順

「ログイン」をクリック

「契約者番号」（8桁）と「ログインパスワード」
（4～12桁）を入力

ログイン画面が表示されます。

ここを
クリック

半角英数
入力

手順

3

手順

1
常陽銀行ホームページにアクセス

個人向けインターネットバンキング
「ログイン」をクリックここを

クリック

手順

2 アクセスジェイトップページに移動します。

「ログイン」をクリック
ここを
クリック

■ログインパスワードの変更・再申請
現在のパスワードが分かる場合は、PC版アクセスジェイトップの「登録内容変更」メニューより即時に変更で
きます。※ パスワードをお忘れになってしまった場合は、次のいずれかの方法により、再申請をお願いします。
※スマートフォンをご利用の方は、ログイン後に「その他のお取引」を選択することで、PC版アクセスジェイト
ップに遷移することができます。

（1）アクセスジェイホームページから再申請する
「ログイン」ボタン下部の「パスワードをお忘れの方」より再申請ができます（スマートフォ
ンをご利用の方は、右記のQRコードからもアクセスできます）。お手続き後、1週間前後
で新しいパスワードを郵送いたします。

（2）当行ホームページで再申請に必要な書類を請求する（PCのみ）
当行ホームページトップの「資料請求・申込書請求」より、「アクセスジェイ変更・解約届」をご請求ください。
1週間前後で必要書類を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。ご返送後、1週間前
後で新しいパスワードでログイン可能となります。

（3）当行の各支店・出張所で手続きする
お手続きいただいた日の翌営業日18時頃に、新しいパスワードでログイン可能となります。

取引通知用のメールアドレスを登録してください。

※登録時に「確認番号」
（ご契約者カード裏面に記載）の入力が必要です。

初回ログイン時にはメールアドレス登録画面が
表示されます。
※メールアドレスの登録は必須です。
※この画面は、メールアドレスが登録済の
　場合は表示されません。

メールアドレスを
入力して次へ

手順

4

お取引メニューからご希望のお取引を選択し、
お取引画面にお進みください。

ここから
選択

手順

5

障害等により当行ホームページに接続できない場合　

以下のURLを直接入力してください。ログイン画面が表示されます。

＜パソコン＞ https://www.inb.joyobank.chance.co.jp/int/banking?_TRANID=INBLGNLGN001_001

＜スマートフォン＞ https://www.inb.joyobank.chance.co.jp/int/banking?_TRANID=QSPLGNLGN001_001

ログイン方法
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■ご登録内容の変更
「アクセスジェイ」のご登録内容変更は、当行ホームページまたはアクセスジェイログイン後の「登録内容変更・

確認／各種手続・届出」メニューから手続き可能です。

取引通知用のメールアドレスを登録してください。

※登録時に「確認番号」
（ご契約者カード裏面に記載）の入力が必要です。

初回ログイン時にはメールアドレス登録画面が
表示されます。
※メールアドレスの登録は必須です。
※この画面は、メールアドレスが登録済の
　場合は表示されません。

メールアドレスを
入力して次へ

手順
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お取引メニューからご希望のお取引を選択し、
お取引画面にお進みください。

ここから
選択

手順

5

障害等により当行ホームページに接続できない場合　

以下のURLを直接入力してください。ログイン画面が表示されます。

＜パソコン＞ https://www.inb.joyobank.chance.co.jp/int/banking?_TRANID=INBLGNLGN001_001

＜スマートフォン＞ https://www.inb.joyobank.chance.co.jp/int/banking?_TRANID=QSPLGNLGN001_001

※お取引状況によっては、当行ホームページでの手続きをご利用いただけない場合がございます。

　お手続きに関する諸注意事項は、上記二次元コードのリンク先にてご確認ください。

ログインパスワードの再設定

振込限度額（1日あたり）の変更

ご契約者カードの再発行

アクセスジェイの解約

関連口座の追加登録・削除

メールアドレスの変更

振込先登録口座の追加登録・削除

投資信託取引の電子交付設定   

当行ホームページ

アクセスジェイログイン後の「登録内容
変更・確認／各種手続・届出」メニュー

変更内容 手続き方法

ログイン方法

https://www.joyobank.co.jp/access-j/main2.html
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※2023年5月22日を基準とした「最新版」とします。

●スマートフォンでのご利用

推奨OS 推奨ブラウザ

iOS 13.0以上

Android 6.0以上

Safari（最新版）※

Google Chrome（最新版）※

推奨OS 推奨ブラウザ

Windows 10 Microsoft Edge（最新版）※

Windows 11 Microsoft Edge（最新版）※

Mac OS X（10.7 以上） Firefox（最新版）※

●パソコンでのご利用

■推奨利用環境

　以下の推奨利用環境は、定期的な動作確認にもとづいて記載しておりますが、ブラウザ提供側の

バージョン変更や、各種ソフトウェアとの相性等により正常に動作しない（または表示が崩れたり

する）場合があります。動作環境を保証するものではございません。

　推奨利用環境について変更を行う場合や、動作不具合が生じた場合は、アクセスジェイホームペ

ージにてお知らせいたしますので、ご確認ください。

（2023年5月22日現在）

サービスメニューと利用時間

【システムメンテナンスによる定例休止時間帯】●毎月第2・第3土曜日21：00～翌日曜日7：00　●毎年1月1日21：00～1月2日7：00
その他臨時休止についてはアクセスジェイホームページにてお知らせいたします。

最新のサービス内容等の詳細は、アクセスジェイホームページでご確認ください。

サービスメニュー

残高照会・入出金明細照会

WEB通帳・
WEB通知状サービス

振替・振込

ロ  ー  ン

外貨預金
取引

投資信託
取引

定期預金
取引

利用時間

0：00～16：00

19：00～24：00

※毎月第3日曜
　24：00～
　月曜6：00は
　定例休止

0：30～23：30

残高照会・明細照会

アラートメール登録

入金取引

解約取引

入出金取引
口座開設
積立取引

住宅ローン
リフォームローン
一部繰上返済

購入・売却取引
積立投信取引

残高照会
明細照会

ローン残高
明細照会

ペイジー
（税金・各種料金の払込み）

電子メールアドレス変更
ログインパスワード変更
振込限度額引下げ

住所変更受付
公共料金口座振替申込受付

関連口座登録・削除

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

24時間

サービス内容 ご利用時間の詳細

（24時間表記）

・代表口座・関連口座（普通・貯蓄・定期・
カードローン）の現在残高や入出金明細を
リアルタイムで確認できます。

・当行からの各種通知物を確認できます。
・普通預金「照合表口（毎月）」をご利用の
お客さまはWEB通帳サービスで過去分の
入出金明細を確認できます。

・当行の本人名義口座への振替や、当行あて
・他行あて口座への振込ができます。
・即時振込・振込予約（当日～7営業日先ま
での予約）が可能です。

・24時間即時取引が可能です。
※他行あて・当行当座あてについて「平日
8:45～15:00」以外の時間帯も即時取引
を希望する場合は、「即時振込利用時間の
登録」メニューで事前登録が必要です。

・平日0:00～16:00は当日扱い、平日
19:00～24:00および土･日･祝日は翌営
業日扱いとなります。
・預入資金は取引受付時に普通預金口座か
ら引き落とし、取引指定日の18時までに
定期預金口座に入金します。

・平日0:00～9:00は当日扱い、平日
9:00～24:00および土･日･祝日は予約
扱いとなります。
・解約資金は取引指定日の18時までに普通
預金口座へ入金します。

・平日10:15頃（当行の公表為替相場発表
後）～15:00は即時取引、他の時間帯お
よび土日･祝日は予約扱いとなります。
・予約扱いの場合は、翌営業日（平日0:00
～公表為替相場発表前の場合は当日）の
公表為替相場をもとに適用レートが決定
します。

・平日15:00以降および土日祝日は翌営業
日扱いでの取引となります。

・毎月のローン約定返済日の前営業日
21:10～当日6:00の間は、データ更新
のためご利用できません。

・繰上返済日は次回約定返済日となります。
次回約定返済日の5営業日前～当日は
ご利用できません。

・登録した口座をアクセスジェイでご利用
いただけるのはお申込みの翌営業日18時
以降（投資信託口座は3営業日後の6時以
降）となります。

・定期預金の解約予約ができます。30営業
日先までの予約が可能です。

・外貨預金の残高や最新の為替レートで換算
した円貨額を照会できます。

・外貨預金の適用為替相場が一定水準に到達した
際に通知メールを受け取る設定ができます。

・投資信託の残高や最新の基準価額で算出し
た評価額・評価損益などを照会できます。

・ローンの現在残高・明細をリアルタイムで
照会できます。

・住宅ローン・リフォームローンの一部繰上
返済が10万円からできます（一部対象外
のローンがあります）。

・ペイジー（Pay-easy）マークが記載され
ている請求書（納付書）の料金をお支払い
いただけます。

・メールアドレスの登録・変更、ログインパ
スワードの変更、振込限度額の引下げ（引
上げは書面での手続きのみ）ができます。

・住所変更ができます。
・公共料金（電気・電話・ガス・水道・ＮＨ
Ｋ）の口座振替申込みができます。

・当行の本人名義口座を関連口座として登録
できます。

・投資信託の購入・解約・積立投信取引がで
きます。

・外貨預金（米ドル・ユーロ・豪ドル）の入
出金取引ができます。
・外貨預金口座を新規で開設できます。
・外貨積立預金の申込・変更ができます。

・普通預金から定期預金へのお預入れができ
ます。




