
ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」終了
および固定電話のIP網移行に伴う代替サービスのご案内
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概要について

ＮＴＴ東日本㈱、ＮＴＴ西日本㈱は、 2024年1月にISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」の終

了および、固定電話のIP網移行を予定しています。

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

INSネット
デジタル通信モード

固定電話のIP網化
（INS,アナログ）

ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」の終了および、固定電話のIP網移行により、INSネット・固定

電話を利用した当行EBサービスを引き続きご利用いただくには、今回ご案内の代替サービスへの切替を実

施いただく必要がございます。2023年9月までに切替えを完了していただきますよう、お願い申し上げます。

お客さまにおかれましては、新サービスへの切替えをご検討いただくことと併せて、余裕をもった切替手続きを実

施いただくようお願い申し上げます。

なお、サービスによっては回線の敷設を要すものもあり、切替えまでに時間がかかる場合もございますので、お早

めのご検討をよろしくお願い申し上げます。

▲2024年1月
終了

2024年1月よりIP網化※

1

※全国銀行協会で実施した実証実験ではデータ送信時の通信速度が遅くなる、不安定になる等の事象が確認されております。
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影響を受ける当行サービスについて
ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」の終了、および、固定電話のIP網移行に伴い、
下記のサービスについて代替となるサービスへの切替えが必要となります。

2

①ちばぎんオンラインデータ伝送サービス

②ちばぎんパソコンバンクサービス※

③集金代行サービス（ISDN回線をご利用の場合）

④C-NET代金回収サービス

※VALUX回線にてパソコンバンクサービスをご利用中のお客さまは切替不要です。
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代替サービスについて3

ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」終了及び固定電話のIP網移行について代替サービスとなるサー

ビスは以下の通りです。ご検討のポイントを参考に2023年9月末までに代替サービスへの切替えを完了し

ていただくよう手続きをお願いします。各サービスの詳細は、「５.代替サービス詳細」をご参照ください。

＜代替サービス一覧＞

※1 VALUXとはNTTデータが提供するインターネット接続の端末認証サービスです。詳細は、P9を参照ください。
※2 Connecureとは、NTTデータが提供するインターネットや他のネットワークから物理的・論理的に遮断された閉域ネットワークです。

詳細は、P7を参照ください。

対象サービス 代替サービス ご利用形態 ご検討のポイント

ちばぎんインターネット

EBサービス＜Web－EB＞

ブラウザを使用した

インターネット通信

当行口座を中心にファームバンキングをご利

用のお客さま

ちばぎんパソコンバンク

サービス(VALUX接続)※1

VALUXが利用可能な専用ソフ

トを使用したインターネット通信

当行の他に複数の銀行でファームバンキング

をご利用のお客さま
※集金代行サービスについては、提供開始が確定

次第ご案内いたします。

ちばぎんインターネット

EBサービス＜Web－EB＞

ブラウザを使用した

インターネット通信

今後、ソフトの更新作業が不要です。

ただし、月額料金が発生します。

ちばぎんパソコンバンク

サービス(VALUX接続)※1

VALUXが利用可能な専用ソフ

トを使用したインターネット通信

これまでと同様の操作が可能です。
※提供開始が確定次第ご案内いたします。

C-NET代金回収サービス

ちばぎんオンライン

データ伝送サービス

オンラインデータ伝送サービス
(AnserDATAPORT方式)

自社ホストコンピューターと当行を

閉域回線で接続(Connecure)※2

・コンピューター接続でご利用中のお客さま

・大量のデータ送信をご利用中のお客さま
※2022年7月提供開始予定

現在、ちばぎんパソコンバンクサービス(VALUX接続)にて継続してご利用いただけるよう検討中です。

提供開始時期が確定次第、改めてご案内いたします。

ちばぎんパソコンバンクサービス
(集金代行サービスを併用のお客さま含む)

集金代行サービス

(単独でご利用のお客さま)
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切替手続きの概要4
代替サービスへの変更契約手続きについて
本ご案内以降、ISDN回線「INSネット(ディジタル通信モード)」終了までの期間で代替となる各サービスへ
の切替えのご検討をお願いいたします。当行との変更手続きの流れについては概ね下記の通りとなります。

＜ちばぎんインターネットEBサービス＜Web－EB＞＞

①本サービスの概要、ご契約料
金、必要手続のご確認

②サービス種類、オプションサー
ビスのご確認

【３ヶ月前】

①お取引店にて、
Web－EBのお申込

【２ヶ月前】

①ID・パスワードの初期設定、
電子証明書の取得

②サービス利用完了届書の
ご記入およびご郵送

③ワンタイムパスワードの受領
④データ移行

【１ヶ月前】

＜ちばぎんパソコンバンクサービス(VALUX接続)＞

①当行サービスの概要、ご契料
金、必要手続のご確認

②接続用のパソコン等の機器
のご準備・ご確認。

【３ヶ月前】

①NTTデータ「VALUX」サービ
スへのお申込

②当行へのパソコンバンクサー
ビス(VALUX接続)の申込

③VALUX対応ソフトのご準備

【２ヶ月前】

①VALUX対応ソフトへの登録
及び接続テスト・データ移
行(担当者が訪問します)

【１ヶ月前】

①当行サービスの概要、ご契約
料金、必要手続のご確認

②NTTデータ閉域回[Connecure」
サービスメニューのご検討

③貴社システム部門様での切替
スケジュール調整

【6ヶ月前】

①貴社、接続用ソフトウェアの
ご準備

②NTTデータ閉域回線
[Connecure」 お申込

※当行へのオンラインデータ伝送サー
ビスお申込可能時期は調整中です

【5ヶ月前】

①Connecure回線疎通
のご確認

②当行データ伝送設定
情報のご確認

③接続テスト

【１ヶ月前】

＜ちばぎんオンラインデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)＞

各
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
開
始
月
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代替サービスの詳細について（１）5

〔インターネットEBサービス＜Web－EB＞〕
〇サービス概要

本サービスは、インターネットを通じて、照会、振込・振替、税金・各種料金払込み等がご利用いただける
サービスです。

＜基本サービス＞

①照会サービス

②振込・振替サービス
③税金・各種料金払込みサービス(Pay-easy)

ーー以下、オプションサービスーー

④データ伝送サービス
⑤外為サービス
⑥電子メール通知サービス
⑦でんさいサービス

＜高機能版＞

上欄記①～④のサービス
および、全銀照会・承認機能がご利用可能です。

〇主な、サービスご利用時間〇ご利用可能サービス

ご利用時間

残高照会

入出金明細

振込入金明細

振込・振替

振込・振替のご照会・

予約の取消

税金・各種料金

払込み
〈Pay-easy〉のお支払い

月曜日～金曜日

8:00~18:00(※2)
※当座預金からの払込みは15:30まで

総合振込

給与/賞与振込

地方税納入

代金回収サービス

サービス種類

照会

サービス

毎日　0:00～24:00(※1)

振込・振替

サービス

データ伝送

サービス

(※3)

月曜日～金曜日

8:00~23:50

土曜･日曜･祝日

8:00~19:00

※1 日曜日21:00~翌日8:00、1月1日~3日、5月3日～5日、
その他休止日を除く。

※2 1月1日~3日、5月3日～5日、その他休止日を除く。
※3 別途、承認時限がございます。詳しくは、ホームページ

をご確認ください。
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代替サービスの詳細について（２）5

〔パソコンバンクサービス(VALUX接続)〕
〇サービス概要

本サービスは、これまでのパソコンバンクサービスを、NTT

データが提供するVALUXサービスを通じて接続する

ことでご利用いただけます。

※回線の変更のみであり、サービス内容に変更はございま
せん。

VALUXに対応したEBソフトは、当行にて販売しております。

〇当行取扱いソフト

OFFICE BANK Value(㈱ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ製)

※ご契約前にNTTデータ社とVALUXの契約が必要です。
また、VALUXご利用には別途お申込手続やVALUXご
利用料金(初期費用、月額料金)の支払が必要になり
ます。

※OSによっては、パソコンの買い替えが必要です。

VALUXについて、サービス・料金および申込手続等の詳細は(株)NTTデータへお問い合わせください。

VALUX
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

NTTﾃﾞｰﾀ VALUX
カスタマーセンタ

0570-041800(ナビダイヤル)／03-4334-1800

営業時間9:00～17:45

(土・日･祝日･12月31日～1月3日を除く)

https://www.valux.ne.jp

当行 当行

※ VALUX®は株式会社エヌ・ティ・ティ・データの登録商標です。

https://valux.ne.jp/
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代替サービスの詳細について（３）5

〔オンラインデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)〕
〇サービス概要(2022年7月サービス開始予定)
本サービスは、お客さまの汎用ホストコンピュータと当行をNTTデータ社の専用回線(Connecure※1)を介して
接続します。これまでのオンラインデータ伝送サービスと同様に、総合振込、給与・賞与振込、地方税納入、
預金口座振替、入出金明細・振込入金明細(全銀型)がご利用いただけます。
専用回線を利用いたしますので、高いセキュリティを確保できます。また、高速で大量のデータ送受信が可能と
なります。
Connecureでは、他行のファームバンクサービス(AnserDATAPORT対応版)と同じネットワークで接続いただ
くことが可能なため、NTTデータとは拠点単位に1本の回線の契約で他行利用が可能となります。※2

〇〇金庫〇〇金庫
(閉域IP網)

暗号化
(IPsec)

全銀
TCP/IP
広域IP網

最大1Mbps (※)

伝送
データ

照合
データ

お客さま

ホスト

当行

※1 Connecure®は株式会社エヌ・ティ・ティ・データの登録商標です。Connecureご利用にあたっては、別途NTTデータ社へのお申込手続やConnecure
ご利用料金(初期費用月額料金)の支払が必要となります。サービス概要はNTTデータ社のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

※2 他行でAnserDATAPORTサービスをご利用の場合、 Connecureのネットワーク設備を追加せず共用いただくことが可能ですが、一部設定
変更が必要となる場合がございます。詳しくはNTTデータ社にご相談ください。

＜Connecure回線のサービス、お申込、料金に関するお問い合わせ＞
株式会社ＮＴＴデータ ビジネスソリューション事業本部 ネットワークソリューション事業部 営業担当（Connecure窓口）

電話番号 : 050-5546-9751       メールアドレス : connecure_sales@kits.nttdata.co.jp

ホームページ : http://nws.jp.nttdata.com/connecure/

http://nws.jp.nttdata.com/connecure/
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料金体系一覧6

※1 別途、株式会社NTTデータ社との契約が必要になります。
※2 別途、所定のお振込手数料及び口座振替手数料がかかります。引落しは合算となります。
※3 既にパソコンバンクサービスをご利用のお客さまは契約料は必要ありません。
※4 振込入金明細、入出金明細、照会1データ毎に5.5円がかかります。残高照会は無料です。
※5 残高、振込入金明細、入出金明細、照会1データ毎に5.5円がかかります。
※6 2022年7月の取扱開始予定です。

インターネットEBサービス

＜Web‐EB＞

オンラインデータ伝送サービス

（AnserDATAPORT方式）※6

インターネット回線 閉域回線

なし Connecure回線契約

なし 165,000円

2,200円
データ伝送

3,300円

照会 なし
アンサー型

5.5円/1件※4

全銀型

5.5円/1件※5

全銀型

5.5円/1件※5

伝送※2 5.5円/1件

サービス名称 パソコンバンクサービス

回線 インターネット回線

外部接続契約※1 VALUX接続契約

初期費用

（契約料）
55,000円※3

月額基本料金

基本サービス

高機能版

11,000円
11,000円 22,000円

従量料金

なし

なし なし

※2021年10月29日時点 （税込）
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お問い合わせ先

店舗検索

お取引店にお問い合わせください。

お取引店の連絡先はホームページをご確認ください。
ホームページ https://www.chibabank.co.jp/
店舗検索 https://sasp.mapion.co.jp/b/chibabank/

代替サービスの詳細
ホームページ https://www.chibabank.co.jp/hojin/eb_service/

7

ちばぎんホームページ

https://www.chibabank.co.jp/
https://sasp.mapion.co.jp/b/chibabank/

