
 

 

平成 29年 2月 14日 

株式会社常陽銀行 

 

個人向けインターネットバンキング「アクセスジェイ」における 

「WEB通知状サービス」等の取扱開始について 

 

 常陽銀行（頭取 寺門 一義）は、このたび、個人向けインターネットバンキング

「アクセスジェイ＊」にて「WEB 通知状サービス」および「WEB 通帳サービス」の取り

扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本サービスは、当行からお客さまにお送りする通知状等を郵送に代えて、「アクセス

ジェイ」の画面内でご確認いただけるものです。お客さまの個人情報をペーパーレス化

し安全な方法でお届けすることで、紛失リスクをなくすとともに、お取り引きに関する

お知らせ等を WEB 上で一覧管理していただくことができます。 

 なお、本サービスのお申し込み手続きは不要です。「アクセスジェイ」にログイン後、

トップページ内のボタンからご覧いただくことができます。 

 当行は、今後とも、お客さまのさまざまな金融ニーズにお応えし、利便性の向上と

サービスの充実に努めてまいります。 

＊「アクセスジェイ」…パソコンやスマートフォン等で残高照会や各種お取り引きが 24 時間利用できるインター

ネットバンキングサービスです。概要につきましては、別紙をご参照ください。 

記 

１．サービス開始日時 

 2月 21日（火）15時 30分より 

２．対象となる通知状等 

サービス名 取引種類 対象となる通知物等 

WEB通知状 

サービス 

円預金 ・定期預金期日のお知らせ 

外貨預金 

・外貨定期預金期日のお知らせ 

・自動継続型外貨定期継続のお知らせ 

・外貨預金お取引照合表 

ローン 

・ご返済のお知らせ 

・金利選択型ローン適用期間満了のお知らせ 

・ベストローンお取引照合表 

・エースカードローンお借入決算利息予想金額のお知らせ 

・総合口座・エースカードローン利息決算のお知らせ 

WEB通帳 

サービス 

普通預金 

照合表口 
・普通預金お取引照合表 

以 上 



「WEB通知状サービス」・「WEB通帳サービス」の概要 

 

 WEB通知状サービス WEB通帳サービス 

ご利用対象 

のお客さま 

「アクセスジェイ」をご契約の方（郵

送でのお届けをご希望のお客さまを

除く） 

普通預金「照合表口（毎月）」＊の口座

をお持ちで「アクセスジェイ」をご契約

の方（郵送でのお届けをご希望のお客

さまを除く） 

お申込み 

手続き 

不要（上記のお客さまは自動的に 

ご利用対象となります。） 

不要（上記のお客さまは自動的に 

ご利用対象となります。） 

郵送扱いへ 

の変更方法 

「アクセスジェイ」各種手続メニュー

から、お取引種類（円預金／外貨預金

／ローン）ごとに通知状のお届け方法

（電子ファイル／郵送）を変更できます。 

「アクセスジェイ」の各種手続メニュー

から、「お取引照合表」のお届け方法

（電子ファイル／郵送）を変更できます。 

普通預金「照合表口（毎月）」への

変更は、店頭にてお申込みください。 

電子ﾌｧｲﾙの 

閲覧方法 

「アクセスジェイ」にログイン後、

トップページ内の「WEB通知状」ボタン

からご覧になれます。 

「アクセスジェイ」にログイン後、

トップページ内の「WEB 通帳」ボタン

からご覧になれます。 

電子ﾌｧｲﾙの 

掲載 

通知状等発行日の 3 営業日後の 15 時

30分頃、電子ファイルが配信されると、

お知らせメールが届きます。電子ファイル

の掲載期間は、通知状等の種類により異

なります（最短 13カ月）。 

「お取引照合表」の発行日の 3 営業日

後の 15時 30分頃、電子ファイルが配信

されると、お知らせメールが届きます。

電子ファイルの掲載期間は、発行日から

25カ月間です。 

電子ﾌｧｲﾙの 

閲覧時間 

24時間（「アクセスジェイ」のシステム

メンテナンス時間帯を除く） 

24時間（「アクセスジェイ」のシステム

メンテナンス時間帯を除く） 

＊普通預金「照合表口（毎月）」…通帳を発行せずに、「お取引照合表」を毎月交付する普通預金口座です。「WEB

通帳サービス」では、郵送に代えて電子ファイルで交付いたします。 

別紙 

 

 



「アクセスジェイ」の概要 

項目 内容 

ご利用いた 

だける方 

当行本支店に普通預金口座をお持ちの個人のお客さま 

（普通預金口座開設時に同時申込も可能です） 

お申込方法 

下記いずれかの方法によりお申し込みいただけます。 

①当行ホームページからの申し込み（口座情報を入力・送信） 

②当行窓口・郵送での申し込み（申込書に記入・押印） 

利用手数料 無料 

サービス内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス内容によって一部利用時間が異なる場合があります。 

・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。 

・携帯電話では一部ご利用になれないサービスがあります。 

各種手数料 

＜外貨預金取引時の為替手数料＞ 

・窓口に比べ 50％～75％割引となります。 

＜投資信託お申込手数料＞ 

・ 窓口に比べ 20％割引となります。お申込手数料が無料のインターネット専

用ファンドも取り扱っております。 

＜振込手数料＞ 

・窓口と比べ▲324～▲540 円（常陽銀行・足利銀行への振込は無料）です。 

＜住宅ローン繰上返済手数料＞ 

・一律無料です（窓口の場合 6,480円～54,000円）。 

「アクセスジェイ」の契約者数：412,208先（平成 29年 1月 31 日現在） 

別紙 

サービスメニュー ご利用時間 

残高照会・入出金明細照会 24時間 

振替・振込 
振替・登録先への振込 24時間 

登録先以外への振込 24時間 

Pay-easy（ﾍﾟｲｼﾞｰ）：税金・各種料金払込み 0:30～23:30 

定期預金 預入・解約 24時間 

外貨預金 

残高・明細照会 24時間 

口座開設 24時間 

預入・解約 24時間 

積立（新規・変更・廃止） 24時間 

アラートメール設定 24時間 

投資信託 

口座開設 24時間 

購入･解約･積立 6:00～翌 2:20 

残高・明細照会 6:00～翌 2:30 

取引報告書等（電子交付）の照会 6:00～翌 2:30 

ローン 
一部繰上返済（住宅・ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ） 24時間 

残高・明細照会 24時間 

各種手続・届出（関連口座登録・住所変更など） 24時間 

【新設】通知状等（WEB通知状・WEB通帳）の照会 24時間 

 



WEB通帳 WEB通知状

パソコン・スマホが通帳代わりに。リアルタイムの入出金
から過去の明細まで、通帳記入の手間いらず。

銀行からのお知らせをタイムリーにお届け！ アクセスジェ
イなら、個人情報も安心、ペーパーレスでスッキリ管理。

※平成29年2月15日以降に発行される通知状等が対象となります。　※対象の通知状等は郵送されません。
※WEB通帳サービスのご利用には、別途、普通預金「照合表口（毎月）」のお申込みが必要となります。

WEB通帳サービス WEB通知状サービス

これまでは・・・
通 帳 通知状

記帳しなくても、
通帳と同じものを
見ることが

できるんだね！

「アクセスジェイ」
なら他人に見られる
心配がないね！
紙を処分する
必要もないし！

銀行からのハガキ、
保管に困るな・・・
家族に見られたく
ないし・・・。

サービス カテゴリ
WEB通帳サービス

WEB通知状サービス

WEB通帳

対象通知物名称

円預金 ・定期預金期日のお知らせ

・普通預金お取引照合表

外貨預金
・外貨定期預金期日のお知らせ
・自動継続型外貨定期継続のお知らせ
・外貨預金お取引照合表

ローン

・ご返済のお知らせ
・金利選択型ローン適用期間満了のお知らせ
・ベストローンお取引照合表
・エースカードローンお借入決算利息予想金額のお知らせ
・総合口座・エースカードローン利息決算のお知らせ

その他お知らせ ・各種広告物、ご案内等

これからは・・・

ATM

記帳しに
銀行へ行くのが
面倒だよね・・・。

「アクセスジェイ」のご利用手順は、
裏面をご覧ください。

◆WEB通帳サービス・WEB通知状サービスでは、以下の書面を「アクセスジェイ」でご覧になれます。

2017年2月
スタート
2017年2月
スタートインターネットバンキング

新サービス！に「アクセスジェイ」

・WEB通帳サービスのご利用には、別途、普通預金「照合表口（毎月）」のお申込みが必要となります。
・すでに通帳をお持ちのお客さまは、「アクセスジェイ」で前月１日以降の入出金明細を確認できます。
・WEB通帳サービスのご利用には、別途、普通預金「照合表口（毎月）」のお申込みが必要となります。
・すでに通帳をお持ちのお客さまは、「アクセスジェイ」で前月１日以降の入出金明細を確認できます。



スマホでも
ＯＫ▶

まず、アクセスジェイにログイン。

アクセスジェイトップ画面の
ボタンから進む。

WEB通知状サービスWEB通帳サービス

「入出金明細照会」メニューで、前月１日以降の口座「入出金明細照会」メニューで、前月１日以降の口座
の動きをリアルタイムに照会できます。

投資信託メニューの「電子交付サービス」で、投資信
託取引報告書等の書面をご覧になれます。
投資信託メニューの「電子交付サービス」で、投資信
託取引報告書等の書面をご覧になれます。

２４時間ご利用可能
（システムメンテナンス時を除く）

直近の口座の動きをリアルタイムで確認できるほか、
普通預金「照合表口（毎月）」をご利用のお客さまは
過去分の入出金明細をPDFファイルで参照できます。

※画面イメージは変更になる場合があります。

通知状種類ごとに確認ができ、
未読・既読も管理できます。

これからは、「アクセスジェイ」でペーパーレス・バンキング♪

スマホならアプリが便利

使い方がわからない パスワードを忘れた など

直近の口座の動きもリアルタイムに確認！ 投資信託の各種報告書等もペーパーレスで！

スマートフォン用常陽銀行公式アプリは
 GooglePlay / AppStoreで

この
アイコンが
目印です！（無料）

常 陽 銀 行

お問い合わせは、常陽ハローセンターへ

0120-380-057 平日 9：00～20：00　土曜日 9：00～16：30

・このパンフレットは、「アクセスジェイ」をご契約のお客さま、および「アクセスジェイ」の新規申込みをされるお客さまへ
 ご案内しております。
・本サービスのご利用には、当行への口座開設と「アクセスジェイ」のご契約が必要です。

営推-28-094-2

※日曜・祝日・12/31～1/4 は休業します。

iPhoneの「Touch ID」に対応
指紋認証でワンタッチログイン

セキュリティチェック
機能付きで安心

新着ファイルが
届いたその日に
メールでお知らせ

の動きをリアルタイムにの動きをリアルタイムに

スマホな

スマー
Goo

iPhoneの
指紋認証

WEB通帳WEB通帳

WEB通知状WEB通知状
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