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※ネットバンクの詳細については裏面をご覧ください。



振込も照会もインターネットに
アクセスするだけ。

■残高照会
事前にお申込みいただいたご利用口座の残高がご
照会いただけます。

■入出金明細照会
事前にお申込みいただいたご利用口座の入出金明
細がご照会いただけます。

■振込・振替
事前にお申込みいただいたご利用口座から、当JA
（会）を含む全国のJA本支店および他行の国内本支
店への振込（電信扱い）・振替がご利用いただけま
す。また、振込・振替については、次の多様な方法を
ご利用いただけます。
①振込先口座を都度指定して行う振込・振替
②①の取引後に振込先口座を登録し、次回以降は登
　録情報をご選択いただくだけで振込・振替が可能
③事前に窓口でお申込みいただいた振込先口座へ、
　番号を指定いただくだけで振込・振替が可能

■振込・振替の処理状況
ご依頼いただきました振込・振替の処理状況につい
ては、いつでもご確認いただけます。

JAネットバンクのご利用開始まで

店頭などにご用意しております
「JAネットバンク利用申込書」をご入手ください。

お申込み手続き完了後、1～2週間程度で「JA
ネットバンク操作手引きの送付について（送付
状）」をお届けいたします。

「利用申込書（控）」、「JAネットバンク操作手引
きの送付について（送付状）」、「JAネットバンク
操作手引き」をご覧になりながら、パソコン、携
帯電話またはスマートフォンから初期設定を
行ってください。
※詳細については「JAネットバンク操作手引き」等をご覧
ください。

JAネットバンクご利用にあたっては本チラシ、
「利用規定」をご確認いただき、内容を了承され
たうえで、「JAネットバンク利用申込書」に必要
事項をご記入し、ご捺印いただき、お申込みく
ださい。
※ご捺印は、お取引口座のお届け印となります。

一度のお申込みで、パソコン、携帯電話、スマート
フォンでのサービスがご利用いただけます。

JAネットバンクのご利用開始！！
お問い合わせはお近くのJAまで、お気軽に！

●インターネットは、データの盗難、偽造、改ざんなど様々な危険、脅威
をはらんでおります。当JA（会）のJAネットバンクでは、こうした危
険、脅威からインターネット上のお客様の大切なお取引データを保
護するために、高度な暗号化技術（SSL128bit）を採用し、セキュリ
ティの確保、維持に取り組んでおります。
※「SSL128bit」とは…SSLとは、米国のネットスケープ社が開発した
インターネット回線を流れる顧客情報を、顧客のパソコンのブラウ
ザと企業などのサーバー間で暗号化する技術のことです。

※携帯電話では専用線を流れます（インターネット上を流れません）。
●当JA（会）のJAネットバンクでは、お客様のお取引時にご本人のご
確認を厳格にするため、1つのIDと2つのパスワード（①ログイン
ID、②ログインパスワード、③確認用パスワード）をお取引内容に応
じ、ご利用いただくこととしております。
※携帯電話では、ログインIDを使用いたしません。
●ログイン時の画面に、直近のログイン日時を表示します。ログインの
際には、毎回ご確認いただきますようお願いいたします。

●ログインしたまま離席した場合を考慮して、一定時間操作がない場
合は自動的にログアウトし、お取引を終了させていただきます。
●通常はパソコンによる取引をロックし、ご利用時のみ携帯電話によりロッ
クを解除するインターネットバンキングロック機能を搭載しています。

●ID・パスワード情報の不正利用を防止するため、ログイン時に都度
更新されるパスワードをご利用いただくワンタイムパスワード機能
を搭載しています。
●ID・パスワード情報の不正利用を防止するため、振込・振替や各種設定
変更時に確認用パスワードとは別に、あらかじめご登録いただいている
メールアドレスあてに送信される可変式パスワードを入力することに
よりお取引が可能になるメール通知パスワード機能を搭載しています。
●お客様の利用環境(利用されているパソコンやネットワークなど)を
総合的に分析し、普段と利用環境が異なり、お客様ご本人かを確認す
る必要があると判断した場合に、追加の認証を行う、リスクベース認
証機能を搭載しています。パソコン・スマートフォンにてご利用いた
だくすべてのお客様に登録を行っていただくことになります。

平成27年8月17日現在

セキュリティに対する取り組み

ネットで簡単お取り引き。
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