
2022 年 7 月 1 日 

各種手数料の改定および 

「デジタル化応援キャンペーン」の実施について 

常陽銀行（頭取 秋野 哲也）は、このたび、振込手数料、コンビニ ATM 利用手数料、

手形・小切手発行手数料および代金取立手数料を改定しますので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

本改定は、各種手数料をお客さまにとってわかりやすいシンプルな料金体系かつ、当行の

事務コストを反映した水準に見直すものです。 

本改定に先立ち、法人・個人事業主のお客さま向けに、インターネットバンキングの契約料と

月間基本料 6カ月分が無料となるなどの「デジタル化応援キャンペーン」を本日より実施し、

手形の電子化等、決済のデジタル化をサポートいたします。 

当行およびめぶきフィナンシャルグループは、「地域とともにあゆむ価値創造グループ」を

長期ビジョンとして掲げ、持続可能な地域社会の実現に向けて、お客さまをはじめとする

地域の全てのステークホルダーの皆さまの課題に寄り添い、ともにあゆみ解決することで、

新たな価値を創り続けてまいります。 

記 

1．改定内容（手数料額はいずれも消費税込み） 

（1）振込手数料 ＜改定日：2023年 2月 1日（水）＞ 

お取引区分 
改定前 改定後 

3 万円未満 3万円以上 3万円未満 3万円以上 

バンキングアプリ 

アクセスジェイ 

同一支店あて 0 円 0 円 0 円 

本支店あて※ 0 円 0 円 0 円 

他行あて 275円 440円 275円 

EB 

JWEBOFFICE 

同一支店あて 0 円 0 円 0 円 

本支店あて※ 110円 330円 275円 

他行あて 385円 550円 495円 

ATM 

カード 

定額自動送金 

同一支店あて 0 円 0 円 330円 

本支店あて※ 110円 220円 330円 

他行あて 330円 550円 550円 

現 金 

同一支店あて 220円 440円 550円 

本支店あて※ 220円 440円 550円 

他行あて 550円 770円 880円 

窓口 

MT/FD 

同一支店あて 330円 550円 770円 

本支店あて※ 330円 550円 770円 

他行あて 660円 880円 1,100 円 

※足利銀行本支店あてのお振込を含みます。 



（2）コンビニ ATM利用手数料※ ＜改定日：2023年 2月 1日（水）＞ 

改定前 改定後 

時間内 110円 
220円 

時間外 220円 

※セブン銀行、ローソン銀行、イーネット 

（3）手形・小切手帳発行手数料 ＜改定日：2023年 2月 1日（水）＞ 

改定前 改定後 

小切手帳発行手数料（1冊 50 枚） 2,200 円 11,000円 

手形帳発行手数料（1冊 50枚） 2,200 円 11,000円 

（4）代金取立手数料 ＜改定日：2022年 11月 4日（金）＞ 

「電子交換所」の設立に伴い、従来の手形交換所ごとの区分を廃止し、原則一律の

手数料へ改定いたします。 

改定前 改定後 

お取引区分 手数料 お取引区分 手数料 

同一手形交換所内 440円 
電子交換 880円 

当行本支店宛 660円 

他行/普通扱い 880円 個別取立/普通扱い※ 880円 

他行/至急扱い 1,100 円 個別取立/至急扱い※ 1,100 円 

※電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など、郵送対応が必要なもの。 

2．法人向けデジタル化応援キャンペーンの実施について 

（1）インターネットバンキング JWEBOFFICE 新規契約キャンペーン 

下記期間中に対象商品を新規でお申込みいただいたお客さま 

お申込対象期間 2022年 7月 1日（金）～2023年 6月 30日（金） 

対象商品 JWEBOFFICE（統合型・統合型ライト・タイムリー型） 

優遇内容 
JWEBOFFICEの月間基本料（申込月を含む 6カ月間無料） 

JWEBOFFICEの契約料 1万円の免除（統合型・統合型ライト） 

 ※詳細はこちらをご覧ください。 

（2）法人キャッシュカード発行手数料無料キャンペーン 

 下記期間中に対象商品を新規でお申込みいただいたお客さま 

お申込対象期間 2022年 7月 1日（金）～2023年 6月 30日（金） 

対象商品 法人キャッシュカード 

優遇内容 発行手数料無料（通常 税込 1,100円） 

※詳細はこちらをご覧ください。 

（3）でんさい発生記録手数料一部キャッシュバックキャンペーン* 

 下記期間中にでんさいを新規にご利用されたお客さま 

ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ適用期間 2022年 7月 1日（金）～2022年 12月 31日（土） 

優遇内容 発生記録請求 1件につき 300円 

＊株式会社全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）が主催、当行が協賛しているキャンペーンです 

※詳細はこちらをご覧ください。 

以上 

https://www.joyobank.co.jp/jweboffice/notice.html#20220701
https://www.joyobank.co.jp/jweboffice/pdf/campaign_2022.pdf
https://www.densai.net/info/20220401-8144/


（別紙） 

 

各種手数料の改定にあたって 

 

本改定は、以下の趣旨を踏まえ実施いたします。 

 

（1）振込手数料 

インターネットバンキング等の普及を踏まえ、デジタルチャネルの利用促進を図る

とともに、各チャネルの事務コストを手数料に反映し、チャネルごとに差を設けた

手数料体系といたします。 

JWEBOFFICE（法人向けインターネットバンキング）および常陽バンキングアプリ・

アクセスジェイ（個人向けインターネットバンキング）は、窓口やＡＴＭよりもお得に

ご利用いただけます。 

（2）手形・小切手関連手数料 

2021 年 6 月に政府より公表された「成長戦略実行計画」に「5 年後の約束手形利用の

廃止、小切手の全面的な電子化」が盛り込まれました。これを受け、全国銀行協会は

「2026 年度末までに全国手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」

ことを目標に掲げています。また、全国銀行協会では、全面的な電子化に向けた過渡期の

対応として、2022年 11月に、現行の手形交換所に代わる「電子交換所＊」を設立します。 

当行も、「電子交換所」への参加の準備を進めておりますが、「電子交換所」への

移行により、手形・小切手の取扱い区分が変更になることから、代金取立手数料を

改定いたします。また、手形・小切手の取扱量が減少する中、今後も、手形・小切手

による決済機能を安定的にご提供するため、手形・小切手発行手数料を改定いたします。 

当行では、これら手形・小切手に代わる決済方法として、「法人インターネット

バンキング」や「でんさい」のご利用を推奨しております。 

※「電子交換所」とは、金融機関同士の手形・小切手の交換・決済業務をイメージデータの送受信で

完結できる仕組みです。 

 
 







0円契 約 料 0円月 間 基 本 料 
6 ヶ 月 分 の 

●来店不要でパソコンから、振込、残高照会、入出金照会が可能。

●窓口やATMより振込手数料がお得。

●「でんさい」ご利用で手形の支払い・受取りの電子化が可能。

詳しくは裏面をご覧ください 

インターネットバンキング 
新規契約無料 

2022年7月1日(金)▶ 2023年6月30日(金)まで 

キャンペーン実施中！ 

手形を利用されているお客さま 

キャッシュバック適用期間： 
2022年7月1日(金)▶ 2022年12月31日(土)まで 

300円／件 発生記録手数料の一部を 
キャッシュバック 

でんさい手数料一部 
キャッシュバック 

窓口・ATMで現金振込されているお客さま 

2022年7月1日(金)▶ 2023年6月30日(金)まで 

0円発 行 手 数 料 

法人キャッシュカード 
発行手数料無料 

●手形の電子化で、手形発行コスト軽減。

●手形管理、押印、印紙貼付、発送の事務負担軽減。

法人・個人事業主の 
お客さまの 

●ATMで振込・現金入金・現金引出しが可能。

●振込手数料は窓口よりお得。



2022年7月1日現在 

・常陽銀行は、でんさいネットの主催するキャンペーンに協賛しております。 

・2022年4月1日以降に初めて発生記録を請求したお客さまが、2022年7月1日～2022年12月31日に行った発生記録請求の全件を対象に、発生 

 記録手数料の一部をでんさいネットからキャッシュバックします。  

・キャッシュバック金額は、2023年３月中旬頃にでんさいネットより直接、お客さまの利用契約されている決済口座へ振り込まれます。 

・でんさいのご利用に際しては、所定の審査があります。審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。 

■でんさい 発生記録手数料一部キャッシュバックキャンペーン

・対象商品名「常陽ICエースカード（法人用）」の発行手数料1,100円（税込）が 

 無料となります。（1枚まで。代理人カードは対象外） 

・任意団体もキャンペーンの対象となります。 

・カード再発行手数料（税込1,100円）は有料となります。 

■法人キャッシュカード発行手数料無料キャンペーン

■インターネットバンキング JWEBOFFICE 新規契約キャンペーン

・キャンペーンの対象商品は、JWEBOFFICE統合型、JWEBOFFICE統合型ライト、JWEBOFFICEタイムリー型になります。 

・キャンペーンの対象は、JWEBOFFICEを新規にご契約いただいたお客さまになります。（商品の切替やキャンペーン期間中の再契約は対象外） 

・月間基本料の無料期間は、お申込月を含む6ヶ月間となります。無料期間経過後は、所定の月間基本料をお支払いいただきます。 

・以下はキャンペーンの対象外となります。 

JWEBOFFICEのオプションサービス（I-NET代金回収サービスや取引通知サービス等）、振込手数料、口座振替手数料、振込訂正・組戻手数料、 

およびこれらに係る消費税相当額。 

●以下の料金が無料となります。（月間基本料は申込月を含む6ヶ月分）

●毎月の振込件数や利用可能なサービスの内容によって、3つの商品タイプがあります。

●ご留意点

●政府は、2026年までに手形の電子化を完了する目標を掲げています。

●常陽銀行は、㈱全銀電子債権ネットワーク（でんさいネット）による電子決済を推奨しております。

●でんさいネットは、全国約63万社が利用契約しているサービスです。（2022年5月末時点）

●キャッシュバック適用期間中の実質ご負担金額は以下のとおりです。

 

●ご留意点

●以下の料金が無料となります。 ●ご留意点

でんさいの発生記録手数料 キャッシュバック 実質ご負担額 

 本支店口座あてのお支払い ３３０円／件 
３００円／件 

３０円／件 

 他行口座あてのお支払い ５５０円／件 ２５０円／件 

法人キャッシュカード発行手数料 

１,１００円 

契約料 月間基本料 

 JWEBOFFICE統合型 １１,０００円 ５,５００円 

 JWEBOFFICE統合型ライト １１,０００円 ３,３００円 

 JWEBOFFICEタイムリー型 － １,６５０円 

照会先：JWEBOFFICE照会センター 0120-70-3440 
  【受付時間】9:00～18：00（土日・祝日・銀行休業日を除く） 

（税込） 

（税込） 

（税込） 

照会先：最寄りの常陽銀行窓口まで 

照会先：でんさいネット 【URL】https://www.densai.net/inquiry/ 

https://www.densai.net/inquiry/



