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～事業者様向けインターネットバンキングの月額手数料が１年間無料～
株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治)は、事業者様向けインターネットバンキングの月額手数料を
1 年間無料とする「新型コロナ対策事業者応援キャンペーン」を開始しますので、下記のとおりお知
らせいたします。
このキャンペーンは、休日や夜間も非対面で資金移動等が可能なインターネットバンキングの月額
手数料を 1 年間無料とするもので、より多くの事業者さまにご利用いただくことで、接触機会の低減
による感染拡大の防止を図ってまいります。
当行は、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むことで、お客さまと従業員の安全確保に努め
てまいります。
記
○対象期間
2020 年 5 月 15 日（金）～2020 年 9 月 30 日（水）
○新型コロナ対策事業者応援キャンペーン
項

対

特

目

内

容

象

対象期間中に以下のインターネットバンキングをお申込みされた事業者さま
・いよぎんインターネットＥＢ（Ａプラン・Ｂプラン）
・外為インターネットバンキング
※いよぎんインターネットＥＢについては、帳票事前作成サービス「AGENT for
Business」にて申込書を作成した場合に限らせていただきます。

典

＜いよぎんインターネットＥＢ＞
Ａプラン 1,100 円（税込）
、Ｂプラン 3,300 円（税込）が 1 年間無料
＜外為インターネットバンキング＞
5,500 円（税込）が 1 年間無料

※ 帳票事前作成サービス「AGENT for Business」
入出金伝票やインターネットバンキング申込書などを Web 上で作成できるサービス。従来手書き
であった書類関係がパソコンで作成可能となり、経理担当者の事務負担軽減につながります。
なお、同サービスでの外為インターネットバンキングの申込はできません。

以
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事業者様向けインターネットバンキング「いよぎんインターネットＥＢ」

新型コロナウイルスの感染拡大防止は、「接触機会の削減」が対策のひとつです。
伊予銀行では、非対面で資金移動等が可能となるインターネットバンキングをより
多くの事業者さまにご利用いただけるよう、月額手数料「１年間」無料キャンペーンを
実施しております。
是非とも、この機会にインターネットバンキングのご利用を検討ください。

休 日 ・ 夜 間 も
ご利用可能です！
ご 来 店 不 要 で
安心・スピーディな
お 手 続 き ！
窓 口 扱 い に 比 べ て
振込手数料がお得です！

「いよぎんインターネットＥＢ」サービス内容

１年間
無 料
※詳細は当行ホームページまたは商品パンフレットにてご確認ください。

＜キャンペーン適用に関する注意点＞
・2020 年 9 月 30 日（水）受付分まで適用。
・キャンペーン適用は、
「帳票事前作成サービス『AGENT for Business』
」にて作成いただいた申込書での
ご契約に限ります。
『AGENT for Business』の利用手順については裏面をご確認ください。

＜帳票事前作成サービス「AGENT for Business」ご利用手順＞
■ アクセス方法
①当行ホームページ（https://www.iyobank.co.jp）
にアクセスし、「法人・個人事業主のお客さま」
をクリック

②緑色のバナー「AGENT for Business」をクリック
※お使いの OS、ブラウザによって表示位置は異なります。

③入口バナーをクリック

■ 申込書作成手順
①「いよぎんインターネッ
トＥＢ申込」をクリック
当行ホームページから
申込書を作成します。
作成にかかる目安時間
は 15～30 分程度です。

※一部操作画面を省略しております。

②プランを選択
お申し込みされる
プ ラン を選 択し てく だ
さい。
※ゼロプランとは、照会（残高・
入出金明細）専用プランです。
月額手数料「無料」でご利用いた
だけます。

③必要事項を入力

④申込書を印刷

画面上のナビゲー
ションに沿って、契約者
さまの名義、住所、連絡
先およびご利用される
口座等の情報をご入力
ください。

入力内容に誤りがない
か確認後、申込書を印刷
し、必要箇所に捺印して
ください。

■ よくあるご質問
●申込書が印刷できない
印刷する前に「申込内容を保存」をクリックしてください。保存後でなければ、印刷ボタン
がクリックできない仕様となっています。
●マスタ登録の提出方法がわからない
マスタ登録の提出方法は次の３通りです。①既存ＥＢサービスマスタを使用する（ＥＢサ
ービス既契約先に限る、提出書類なし）、②ＣＳＶ出力用テンプレートを使用する、③既存の
振込依頼書を使用する（振込依頼書の写しをご提出ください）。

＜ お問い合わせ ＞
いよぎんＥＢセンター
0120-86-1714 （受付時間/銀行営業日 9：00－17：00）

2020 年 5 月 15 日時点

いよぎん外為インターネットサービス

新型コロナ対策
事業者応援キャンペーン

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、非対面で資金移動が可能であるインターネットバンキングの有用性が広がって
おります。当行においても、お客さまの事業継続支援の一環として、より多くのお客さまに当行のインターネットバンキング
をご利用していただくことを目的に本キャンペーンを行うことにいたしました。
当行では、今後も新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りながら、様々な決済サービスの提供に努めてまいります。

【キャンペーン内容】
2020年5月15日～2020年9月30日に

1年間
月間利用料5,500円
新規でご契約いただくと、

SHIFT

とさせていただきます。

を無料

（税込）

外為インターネットバンキングで送金すると？

▶窓口よりおトクにできる！
▶送金当日※でも窓口に行かずに
依頼できる！

※送金当日は11：00までご依頼いただけます。
※詳細は裏面をご参照ください。

まずは体験版でお試しください
法人・個人事業主の
お客さま
伊予銀行
ホームページ

外為インターネットサービスで利用できるサービス
輸入信用状受付
サービス

外国送金受付サービス

外貨預金振替
サービス
為替予約
サービス

サービスの詳細は、「いよぎん外為インターネットサービス」
のパンフレットをご参照ください。

各種照会
サービス

外為インターネットサービスで送金をするメリット
1.手数料がおトク

外為
インターネット
サービス

窓口
海外他行向送金にかかる手数料
送金日

お客さま口座
引落日基準

送金手数料
支払銀行手数料
手数料依頼人負担
の場合

海外他行向送金にかかる手数料
送金日

送金手数料

外為インター ネ ット
サービスをご契約い
ただき、送金を依頼
いただいた場合

4,500円
3,000円

送金手数料

お客さま口座
引落日基準

2,500円

送金手数料
支払銀行手数料
手数料依頼人負担
の場合

2,000円

※外国送金にかかる手数料については消費税はかかりません

2.送金したい！と思ったら、当日でも、会社のパソコンからでも、送金の依頼ができる
送金依頼

送金指定日の前営業日の
16：00まで

送金指定日の前営業日16：00
～送金指定日当日11：00
5月20日（水）に他行向け発信まで完了したい場合の受付可能時限

お客さま
口座からの
お引落し日

送金指定日

5月20日（水）に伊予銀行受付（お口座からの引落し処理）
まで完了したい場合の受付可能時限※

送金指定日

5月19日（火）
他行への
発信日

送金指定日

送金指定日の翌営業日

11:00
※

16:00

5月20日（水）
11:00

16:00

の時間帯に受け付けたものについては、他行向け発信は翌営業日となります。
（この例では5月21日(木)）

外為インターネットサービスを始めるには
お申し込みからご利用開始まで
①お申し込み

当行所定の申込書に
ご記入のうえ、お取引
店にご提出ください。

②ご利用開始のお知らせ

ご利用開始関連
書類を、お届けの
ご住所に郵送します。

③初期設定

伊予銀行のホーム
ページにアクセスし、
パスワードの初期
設定を行ってください。

＜お問い合わせ先＞
伊予銀行 国際部
TEL:0120-14-8975（フリーダイヤル）
受付時間 9:00～17:00（銀行休業日は除きます）

④ご利用開始

手続き完了！

すぐご利用になれます。

(2020年5月15日現在）

