
令和5年1月4日現在

手数料金額(消費税込み)

当店あて 330円

他店あて 330円

600円

当店あて 550円

他店あて 550円

他金融機関あて（電信、文書） 770円

当店あて 無料

他店あて 110円

他金融機関あて 380円

当店あて 無料

他店あて 330円

他金融機関あて 550円

当店あて 220円

他店あて 220円

他金融機関あて 490円

当店あて 440円

他店あて 440円

他金融機関あて 660円

当店あて 無料

他店あて 110円

他金融機関あて 270円

当店あて 無料

他店あて 330円

他金融機関あて 440円

当店あて 無料

他店あて 110円

他金融機関あて 380円

当店あて 無料

他店あて 330円

他金融機関あて 550円

当店あて 無料

他店あて 330円

他金融機関あて 600円

当店あて 無料

他店あて 550円

他金融機関あて 770円

他金融機関あて 440円

他金融機関あて 330円

他金融機関あて 110円

給与振込

紙の振込明細持込の場合

ＤＶＤ持込の場合

法人インターネットバンキング・ＦＢ

法人インターネットバンキング
ＦＢ・ＨＢサービス
ＤＶＤ持込

３万円未満
当金庫本支店あて

３万円以上
当金庫本支店あて

自動振込サービス

３万円未満
当金庫本支店あて

３万円以上
当金庫本支店あて

当金庫本支店あて

個人インターネットバンキング

３万円未満
当金庫本支店あて

３万円以上
当金庫本支店あて

ＡＴＭ

当金庫
キャッシュカード

３万円未満
当金庫本支店あて

３万円以上
当金庫本支店あて

他行庫
キャッシュカード

３万円未満
当金庫本支店あて

３万円以上

各種商品・サービス等にかかる手数料等のご案内

○振込手数料（１件につき）

お取扱内容

窓口
（総合振込を含みます）

３万円未満
当金庫本支店あて

他金融機関あて（電信、文書）

３万円以上
当金庫本支店あて



手数料金額(消費税込み)

無料

1,100円

手数料金額(消費税込み)

550円

手数料金額(消費税込み)

660円

他金融機関あて 330円

550円

1,100円

1,100円

無料

1,100円

無料

1,100円

無料

1,100円

手数料金額(消費税込み)

預入 8:00～21:00 無料

8:45～18:00 無料

上記以外の時間 110円

預入 無料

払出 110円

8:45～18:00 無料

上記以外の時間 110円

土曜・日曜・祝日 預入、払出 8:00～21:00 110円

8:45～18:00 110円

上記以外の時間 220円

土曜・日曜・祝日 預入※、払出 8:00～21:00 220円

8:45～18:00 110円

上記以外の時間 220円

8:45～18:00 110円

上記以外の時間 220円

土曜・日曜・祝日 預入、払出 8:00～21:00 220円

8:45～18:00 無料

上記以外の時間 110円

9:00～14:00 無料

上記以外の時間 110円

日曜・祝日 キャッシング 9:00～21:00 110円

ゆうちょ銀行のカード
平日

預入

払出

クレジット・信販・生保他の提
携会社カード

平日 キャッシング

土曜日 キャッシング

他信用金庫のカード
平日 預入、払出

銀行、信組、労金、
ＪＡのカード
※預入は、第二地銀、信組、労金の
カードのみ可能！

平日 預入※、払出

キャッシュカード種類 取扱時間

当金庫のカード

平日
払出

土曜日
日曜日・祝日

8:00～21:00

（注）当金庫に『給与』または『公的年金』の振込を指定している場合、「毎日無料」！

取立手形・送金の組戻料
当金庫当店あて取立の組戻の場合

不渡手形返却料
当金庫当店あて取立の不渡返却の場合

取立手形店頭呈示料

○当金庫ＡＴＭ利用手数料（１件につき）

振込の訂正手数料 他金融機関あて、当金庫他店あて

振込の組戻料 振込組戻し後、その資金で再振込を行う場合

（注）当金庫当店あて振込の組戻の場合（再振込の場合を含む）

○その他の為替手数料（１件につき）

お取扱内容

送金手数料（送金小切手１枚につき） 他金融機関あて

個別予約振込取消手数料 （注）発信済の場合は組戻しとなります

個別取立（注）

　（注）電子交換所不参加金融機関の手形・小切手、電子交換対象外証券等

〇地方税納付取次手数料（納付書1枚につき）

お取扱内容

地方税（指定金融機関等になっていないもの）

代金取立
手数料

小切手
手   形

当金庫当店あて

当金庫他店あて
660円

他金融機関あて

○代金取立手数料（１件につき）

お取扱内容



○金種指定払戻手数料（１回当り）

払戻枚数 手数料金額(消費税込み)

100枚以下 無料

101枚～500枚 440円

501枚～1,000枚 660円

1,001枚～2,000枚 990円

990円＋

1,000枚毎に330円加算

○両替手数料（窓口、１回当り）

両替枚数 手数料金額(消費税込み)

100枚以下 無料

101枚～500枚 440円

501枚～1,000枚 660円

1,001枚～2,000枚 990円

990円＋

1,000枚毎に330円加算

○大量硬貨入金手数料（入金・振込・税金・各種料金納付）

硬貨入金枚数 手数料金額(消費税込み)

300枚以下 無料

301枚～500枚 440円

501枚～1,000枚 660円

1,001枚～2,000枚 990円

990円＋

1,000枚毎に330円加算

○夜間金庫手数料（使用料）

手数料金額(消費税込み)

5,500円

○貸金庫手数料（使用料）

手数料金額(消費税込み)

６か月毎にお支払いいただきます。 第１種 56×248×540 4,620円

第２種 75×248×540 5,280円

第３種 150×248×540 7,920円

第４種 300×248×540 13,200円

・同時（同日）に複数回入金の場合は１回として枚数を合計します
・募金、寄付金、義援金は除きます

2,001枚以上

お取扱内容

月額使用料

お取扱内容 種類、サイズ（高さ×幅×奥）

・ご持参枚数又は交付枚数のいずれか多い方の枚数とします

・両替代金を一旦入金後、直ちに金種指定しての払戻しも対象です

・汚損した現金および記念硬貨の交換については無料です
2,001枚以上

お取扱内容

お取扱内容

・同時（同日）に複数回払戻の場合は１回として枚数を合計します
・１万円札は除きます

2,001枚以上

お取扱内容

・１回に両替する紙幣と硬貨の合計枚数とします

・同時（同日）に複数回両替の場合は１回として枚数を合計します



○個人インターネット・モバイルバンキングサービス手数料

手数料金額(消費税込み)

無料

○法人インターネットバンキングサービス手数料

手数料金額(消費税込み)

1,100円

2,200円

1,100円

○その他のバンキングサービス手数料

手数料金額(消費税込み)

アンサー月額基本手数料 1,100円

ＦＢ・ＨＢ・アンサー ホームユース使用

月額基本手数料 パソコン使用

○個人情報開示手数料

手数料金額(消費税込み)

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先  660円

預金残高（科目、口座番号、残高） 660円

借入残高（科目、口座番号、残高） 660円

その他 660円

　　　　　　 ● 郵送による回答をご希望の場合は、別途郵送料（レターパックプラス520円）をいただきます。

○その他の手数料

手数料金額(消費税込み)

１冊・１枚 1,100円

１口座 11,000円

小切手帳 １冊 2,200円

約束手形帳 １冊 1,100円

為替手形帳 １冊 1,100円

マル専手形用紙 １枚 550円

１枚 550円

マル専口座開設料 １口座 11,000円

スウィング手数料 貯蓄預金 ⇔ 普通預金 １回 110円

都度発行 １通 660円

継続発行 １通 440円

定形外発行 １通 2,200円

１件 1,100円

１件   660円

１件 1,100円相続預金取引明細表発行手数料

通帳、証書、キャッシュカード・ローンカード再発行手数料 （注）名義変更を除く

当座預金口座開設手数料

当座小切手・
手形用紙代金

自己宛小切手用紙代

残高証明書発行手数料

取引明細表発行手数料
個人以外

個人は「通帳未記入取引明細」の発行のみを対象

660円

１項目毎

お取扱内容

お取扱内容

開示
情報

左記一括

取引明細
但し、取引明細票が複数枚となる場合は１
枚につき２２円を加算

「お客様カード」再発行手数料

お取扱内容

ＦＡＸ使用

照会、振込・振替利用
3,300円

上記＋総合振込、給与振込、口座振替利用

お取扱内容

月額基本手数料

お取扱内容

月額基本手数料
オンライン（照会、振込・振替、税金・料金収納）のみ利用

オンライン＋データ伝送（総合振込、給与振込、口座振替）利用



○融資手数料

手数料金額(消費税込み)

「証書貸付」繰上償還・完済、条件変更手数料

一部繰上げ償還手数料 22,000円

全部繰上げ償還手数料 33,000円

一部繰上げ、全部繰上げ償還手数料 5,500円

一部繰上げ、全部繰上げ償還手数料 5,500円

5,500円

不動産担保取扱手数料

１０百万円未満 11,000円

１０百万円以上 22,000円

１０百万円未満  5,500円

１０百万円以上１億円未満 11,000円

１億円以上２億円未満 22,000円

２億円以上 33,000円

住宅ローン 5,500円

住宅ローン以外 11,000円

融資取扱手数料

住宅ローン 33,000円

全国保証付住宅ローン（不動産担保取扱手数料含む） 55,000円

その他融資手数料

融資証明書発行手数料 5,500円

融資残高証明書発行手数料＜住宅取得控除用＞（１通） 220円

手形貸付・証書貸付用紙代 10円

2,200円

条件変更手数料

新規の
場合

住宅ローンの担保権

住宅ローン以外の担保権

変更の
場合

債務保証料
保証額の１％または右記の金額のいずれか高い金額
とする。ただし、保証額の４％以内とする

お取扱内容

住宅ローン

固定金利選択型(特約期間内)
(H21.6.8以降の取扱が対象)

上記以外

住宅ローン以外



○でんさい利用手数料

手数料金額(消費税込み)

月額基本手数料 （注）法人ＩＢ契約者は「無料」 1,100円

加入者ＰＣ操作 220円

代行（店頭受付） 550円

代行（店頭受付） 550円

無料

加入者ＰＣ操作 110円

代行（店頭受付） 550円

加入者ＰＣ操作 220円

代行（店頭受付） 550円

代行（店頭受付） 550円

加入者ＰＣ操作 無料

代行（店頭受付） 550円

代行（店頭受付） 3,300円

都度発行 代行（店頭受付） 4,400円

定例発行 代行（店頭受付） 2,420円

加入者ＰＣ操作 110円

代行（店頭受付） 550円

加入者ＰＣ操作 無料

代行（店頭受付） 550円

　　〃　 〃 （でんさいネット処理） 代行（店頭受付） 2,200円

加入者ＰＣ操作 無料

代行（店頭受付） 無料

加入者ＰＣ操作 無料

代行（店頭受付） 550円

口座間送金決済取消 代行（店頭受付） 550円

加入者ＰＣ操作 110円

代行（店頭受付） 550円

加入者ＰＣ操作 無料

代行（店頭受付） 550円

当金庫処理 代行（店頭受付） 1,100円

でんさいネット処理 代行（店頭受付） 2,200円

当金庫処理 代行（店頭受付） 1,100円

でんさいネット処理 代行（店頭受付） 2,200円

支払不能情報照会 でんさいネットで発行 代行（店頭受付） 3,300円

○信託契約事務にかかる取扱手数料

契約数 手数料金額(消費税込み)

相続信託、暦年信託
新　規　契　約

１契約あたり ３３，０００円

※追加、中途解約は無料といたします。

変更記録承諾

支払等記録（口座間送金決済外）

支払等記録承諾

訂正・回復（顧客起因による）
（支払不能通知の訂正除く）

支払不能通知の訂正・取消
（顧客起因による）

お取扱内容

お取扱内容

利用手数料
（１件）

発生記録（債務者・債権者請求）

発生記録取消（債権者等からの依頼）

入金手数料

譲渡記録

全額譲渡

分割譲渡記録

譲渡記録取消（債権者等からの依頼）

代行（店頭受付） 1,650円

単独保証記録

変更記録

債権内容の変更に係るもの

属性のみの変更

開示
通常開示

特例開示（でんさいネットで発行）

残高証明書
（でんさいネットで発行）

貸倒引当金繰入事由に係る証明書（でんさ
いネットで発行）

都度発行


