
口座維持手数料が

無料
振込手数料が

安い
デビットカードで

キャッシュ
バック

24時間
365日

ネットバンキング
利用可能

法人のお客さま

GMOあおぞらネット銀行を利用するメリット
のご紹介

１%最大



GMOあおぞらネット銀行の強み

あおぞら銀行の「銀行経営ノウハウ」× GMOインターネットグループが持つ「テクノロジー」

銀行 と IT の融合

すべてはお客さまのために。No.1 テクノロジーバンクを目指して

ユニークで専門性の高い金融サービスを提供
フィンテックへの挑戦で新たなビジネス分野を開拓

総合インターネットグループとしての強みを生かし
金融事業を新たなステージに引き上げる

進化する「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」として
～あおぞらは より "あおぞら"らしい銀行へ～

インターネットをさらに便利に、豊かに。
新たなネット金融サービスでお客さまを笑顔にしたい。
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振込先 手数料

提携ATMから24時間365日※お取引いただけます。
提携ATM 提携ATM手数料

振込手数料

入金

110円／回 110円／回

月5回まで 0円
6回目以降

110円／回

0円

110円／回 0円

出金 残高照会

通   常

振込料金とくとく会員※

※振込料金とくとく会員のご利用には、500円の月額利用料がかかります。

※システムメンテナンス中は除く

当社宛て

他行宛て

GMOあおぞらネット銀行の強み

75円 /件　カスタマーステージによって最大 20 回まで無料

135円 /件一
律月額利用料

無料

145円法人・個人事業主口座

個人口座

法人（振込料金とくとく会員） 500円

一
律

一
律

振込件数が
多い方は

こちらがお得！
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便利でおトクなサービスラインアップ

忙しい経営者、経理ご担当者のみなさまをお手伝いする各種サービスをご用意！

る
け
預

設
開

う
使
に
ク
ト
お

う
使
に
利
便

最短即日口座開設
オンラインで法人口座開設
申込手続きが完了

法人紹介プログラム
お知り合いの法人さまをご紹介いただくことで
各種特典を付与するプログラム

円定期預金
魅力的な好金利で、確実に貯められる
円定期預金

API振込・入金サービス
銀行APIを利用した
即時入出金、振替サービス

円普通預金
パソコンやスマートフォンから
手軽にお手続き可能

定額自動振込
指定した振込日に自動で振込

振込・振替
業界最安値水準※のおトクな振込手数料
※2022年5月1日時点　当社調べ

振込料金とくとく会員
500円の月額利用料で各種サービスの優遇が
受けられる

経費削減

Visaビジネスデビットカード
ご利用額の1.0％がキャッシュバックされる
おトクなカード

経費削減

振込入金口座（バーチャル口座）
手間のかかる入金照合作業を
スムーズにし、入金管理を省力化

業務効率化

業務効率化

電子証明書
電子証明書でセキュリティ強化

スマートフォンアプリ
スマートフォンで
ご利用いただけるアプリを提供

GMOあおぞらFX
外貨投資や為替のリスクヘッジ手段など、
ビジネスの資産運用にもご活用いただけます

freee入出金管理アプリ※

他行を含む複数銀行の口座残高や明細をまとめて管理
※正式名称は「freee 入出金管理 with GMOあおぞらネット銀行」です。
　freee株式会社が提供するサービスです。　

ポイントサービス
対象となるお取引で貯めて使える、
おトクなサービス

外貨預金
外貨に強い当社だからできる
「好金利・低い為替手数料」

複数口座
代表口座1つにつき19口座まで
追加で開設が可能

ビジネスID管理
口座の利用権限を設定
することで安心してお取引

総合振込
大量の振込を一度にお手続き
事前にお客さまが作成した振込データをアップロード
いただくことで、最大9,999件のお振込が可能

口座振替
大切なお支払いは便利な口座振替で

かんたん組込型金融サービス
業務効率化・エンドユーザーの
利便性向上に寄与

API接続サービス
非金融事業者を含む連携企業さまの

預金債権保全くん
融資の保全強化にお悩みの債権者さま向け
債権保全高度化サービス業務効率化、新規ビジネス開発、

利便性向上を支援

融
金
型
込
組

業務効率化 ビジネス創出

業務効率化 ビジネス創出

経費削減

経費削減

経費削減

業務効率化 ビジネス創出

業務効率化 ビジネス創出

・る
り
借

る
す
化
金
資

P14

あんしん10万円
10万円の融資枠を法人口座に標準装備
※所定の条件があります。

ビジネスサポートサービス
お客さまのビジネスに役立つ
提携サービスをご紹介

GMOあおぞらビジネスローン
お客さまの入出金データを活用した
先進的なビジネスローン

あんしんワイド
口座の入出金データで資金調達、
必要な資金をいつでも借りられる融資枠型ローン

GMOあおぞら立替払い
資金立替と銀行APIを活用した
振込業務代行をあわせて提供
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法人口座開設申込

オンラインで必要書類の提出可能
eKYC＊による代表者さまの本人確認手続きが可能

口座開設の進捗状況やお申込内容、当社からのお知らせなどをWebから確認可能

法人口座開設時に必要となる「履歴事項全部証明書（登記簿謄本）」は当社にて取得

最短即日で法人口座が開設可能 ※1
ハンコレス、ペーパレス、郵送レス最短即日の口座開設が可能※2

＊eKYC(electoronic ｠Know Your Customer の略で、オンラインで本人確認を行う仕組み）

※1 代表者さまと取引責任者さまが同一で、自撮り動画（セルフィ―動画）で本人確認を行った場合です。 
※2 代表者さまと取引責任者さまが異なる場合は取引責任者への権限委任状へ実印の押印が必要となる場合があります。 

4



振込料金とくとく会員

500 円の月額利用料で振込手数料が一律135円 /件と安価に

振込料金とくとく会員振込手数料比較

銀行A
（660円/件）

（229 円 / 件）
銀行 B

振込料金とくとく会員

 約79万円

約27万円

約17万円 約62万円 削減約62万円 削減

振込件数が
増えれば増えるほど

コストダウン！

一律 円 /件135 円500

振込件数が ないなら少

振込件数が いなら多

振込料金とくとく会員

月額利用料振込手数料

一律 円 /件145 ー月額利用料振込手数料

初回お申込月は月額利用料が無料！

その他、振込料金とくとく会員なら、提携ATMの出金手数料やVisaビジネスデビットカードの追加発行手数料の優遇なども受けられます。
※当該ページの料金はすべて税込金額です。

※月間振込件数 100 件×12カ月
※2022 年 4月20日時点の他行宛て3万円以上の振込手数料をもとに計算

経費削減

振込料金とくとく会員 https://gmo-aozora.com/business/service/aozoraprime.html
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Visaビジネスデビットカード

いつでもご利用金額の最大1％をキャッシュバック！

法人のお客さまのご利用状況

与信審査

なし
年会費が

無料
1日の利用限度額の設定が可能

500万円1,000円～
（1,000円単位）

損害補償

第三者不正利用の補償

万円1,000
還元率業界最高水準
※2022 年 9月現在 当社調べ

経費削減

2021 年 12月ご利用分当社集計
（1カ月間のご利用金額が 1,000 万円以上のお客さまのご利用情報を除外して集計）

※納税、公共料金等の一部ご利用についてはキャッシュバック率が異なります。「Visaビジネスデビットカード」の詳細はGMOあおぞらネット銀行のWebサイト（https://gmo-aozora.com/business/service/card.html）をご覧ください

※

備品・
商品購入

広告費

74％
12％

備品・商品購入 広告費

交通・出張旅費郵便費

公共料金・税金 その他

飲食費

インターネット関連サービス
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24 時間 365日インターネットバンキング

専用アプリやPCで残高照会や振込が 24時間365日利用可能です。

365日
24時間

専用アプリもご用意！

業務効率化

※当社メンテナンス時間は除きます。
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2022 年 5月より最大 1,000 万円までのお借入が可能な
新たな法人向けビジネスローン商品「あんしんワイド」の提供を開始しています。

必要書類は？

決算書・事業計画書 不要 ご利用可能

審査にかかる
時間は？ 審査申込～お借入まで創業初年度でも

借りられる？

最短２営業日程度
初年度決算を迎えていない方
直近の決算が赤字の方

融資枠（極度額）の範囲内で
申込方法は？

24 時間・365 日、申込からいつ借りて
返せばいい？

オンライン完結いつでもお借入・返済可能

担保・保証人は？ 担保・
保証人不要 ご契約まで

8

あんしんワイド https://gmo-aozora.com/business/financing/anshinwide.html

直近7カ月分の入出金明細のみ！

あんしんワイド（融資枠型）ビジネスローンNEW

「融資枠型ビジネスローン」

金利口座の入出金取引データで資金調達
必要な資金をいつでも借りられる

0.9% ～12.0% 年
利

借入限度額 1,000万円最
大



freee 入出金管理 with GMOあおぞらネット銀行 https://gmo-aozora.com/business/service/cashmanagement.html

他行を含む複数銀行の口座残高や明細をまとめて管理

複数の銀行口座の残高や入出金明細を
まとめて管理可能

職場でも、外出先でも、
パソコンやスマホで利用可能

無料で利用可能

特長
１

特長
2

特長
3

freee 入出金管理 with GMOあおぞらネット銀行便利

入出金明細

入出金明細にメモ情報を追加するこ
とができるため、明細のタグ付けや
検索がかんたんに行えます

明細検索

入出金明細の摘要やメモをフリー
ワードで検索し、探したい明細や
メモ情報をかんたんに確認するこ
とができます

カレンダービューで入出金予定をかん
たんに登録でき、支払い漏れを防止す
ることができます
当日時点の予定残高が確認でき、将来
の資金繰り管理もできます

入出金明細

メモ 青空商事

青空商事

カレンダー機能NEW
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サ
ー
ビ
ス
利
用

中小企業のDX推進をサポートDXサポート

サービス
ユーザーさま

組
込
サ
ー
ビ
ス銀行口座組込

・預金
・融資

・決済
・カード

サービス組込
金融関連部品

銀行 API
32 種類

かんたん組込型金融サービス 事業者さま

個人向けサービス業務 法人向けサービス

銀行APIをはじめ、専用カード、専用支店のほか、各種銀行機能を細分化しパーツとして、
幅広い業種・業態の企業さまのサービスに組み込んでいただきやすくした

「かんたん組込型金融サービス」を提供しています。
銀行パーツで企業のサービスに付加価値をもたらし、その先にいるエンドユーザーさまの

利便性向上に貢献するほか、企業のDX推進もサポートしております。
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かんたん組込型金融サービス https://gmo-aozora.com/pfbank/



預金債権保全くん

売掛先など

GMOあおぞら
ネット銀行

債権者

売掛金など 出金管理(返済)

融資

モニタリング質権設定承諾
（対抗要件具備）

債務者

当社口座

他行口座

出金管理
（資金移動）

質権設定

融資の保全強化にお悩みの債権者さまをサポートする、債権保全の高度化ソリューションサービスです。
債権者さまに以下の機能・価値を提供いたします。

・モニタリング…債権者・債務者ともに、債務者名義の当社口座の残高と入出金明細を常時ご確認いただけます
・出金管理…債務者が振込出金を行いたい場合に、債権者は振込を承認する権限を持つことができます
・質権の対抗要件具備…債権者が債務者名義の当社口座に質権を設定された場合、当社が質権設定の承諾を行うことで、債権者は対抗要件＊の具備が可能とな
ります

＊ 預金債権に質権が設定されていることを主張するための法的要件

ご利用例：売掛金担保融資を行う貸金業者さまによる活用

管理強化

預金債権保全くん https://gmo-aozora.com/business/service/hozen-kun.html
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GMOあおぞらネット銀行は、コーポレートビジョンに
「すべてはお客さまのために。No.1 テクノロジーバンクを目指して」を掲げ、

すべてのサービス・ソリューションにおいて、「安心」、「速さ」、「安さ」、「便利さ」、「新体験」の
5つの価値をお客さまにお届けすることを主眼においています。

すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して
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GMOあおぞらネット銀行の目指す姿
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会社概要

会社名 GMOあおぞらネット銀行株式会社 (英文名 : GMO Aozora Net Bank, Ltd.)

所在地 〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂 1-2-3　渋谷フクラス

設立 1994 年 2月28日　　※日債銀信託銀行として

沿革 1994 年 4月1日　日債銀信託銀行として開業

 2001 年 1月4日　あおぞら信託銀行に社名変更

 2018 年 6月1日　GMOあおぞらネット銀行に社名変更

 2018 年 7月17日　インターネット銀行事業開始

 2018 年 10月1日　信託業務をあおぞら銀行へ承継

資本金 172 億 9,003 万円（2021 年 5月現在）

 < 持株比率 >

 株式会社 あおぞら銀行　　91.20%

 GMOインターネット 株式会社　　4.40%

 GMOフィナンシャルホールディングス 株式会社　　4.40%

代表取締役会長 金子　岳人

代表取締役社長 山根　武



口座開設のご案内

口座開設はこちらからお願いします。

https://gmo-aozora.com/promotion/lp/business_account/＞


