
（2022年 4月 1日 現在） 

各手数料には10％の消費税が含まれております。 

 

各種手数料一覧表 

■ 窓口の振込手数料（1 件あたり） 

 
組合員 組合員外 

同一店内 本支店宛 他の 
金融機関宛 同一店内 本支店宛 他の 

金融機関宛 
5万円未満 

無料 無料 
６６０円 ２２０円 ３３０円 ６６０円 

5万円以上 ８８０円 ４４０円 ５５０円 ８８０円 

■ 視覚障がいのある方の窓口の振込手数料（1 件あたり） 

 
組合員 組合員外 

同一店内 本支店宛 他の 
金融機関宛 同一店内 本支店宛 他の 

金融機関宛 
5万円未満 

無料 無料 
２７５円 

無料 
１１０円 ４４０円 

5万円以上 ４４０円 ２２０円 ６６０円 
＊お振込の際は、「身体障害者手帳」をご持参ください。 
＊振込依頼人は、「身体障害者手帳」をご持参のご本人名義に限らせていただきます。 

■ 給与振込手数料（1 件あたり） 
 同一店への振込 本支店への振込 他行への振込 

振込依頼書 
（総合振込用紙を含む）を利用した場合 無料 無料 １６５円 

■ その他振込に関する手数料（1 件あたり） 

定額自動送金取扱手数料（振込手数料が別途必要になる場合があります。） １１０円 

送金・振込の組戻し手数料 １，１００円 

■ ATM 振込手数料（1 件あたり） 

 
組合員 組合員外・他行カード 

同一店内 本支店宛 他の 
金融機関宛 同一店内 本支店宛 他の 

金融機関宛 
5万円未満 

無料 無料 
２７５円 

無料 
１１０円 ４４０円 

5万円以上 ４４０円 ２２０円 ６６０円 
 * 他行カードによるＡＴＭでの振込は別途ＡＴＭ利用手数料が加算されます。 

■ 当組合ＡＴＭ利用手数料（1 件あたり） 

ご 利 用 時 間 
当組合カード 他行カード 

出金 入金 出金 入金 

平 日 

8：00～8：45 
無料 

無料 

２２０円 ２２０円 

8：45～18：00 １１０円 １１０円 

18：00～21：00 １１０円 ２２０円 ２２０円 

土曜日 
（祝日を除く） 

8：00～9：00 
無料 

２２０円 ２２０円 

9：00～14：00 １１０円 １１０円 

14：00～21：00 １１０円 ２２０円 ２２０円 

日曜日、祝日 
12/31～1/3 8：00～21：00 １１０円 ２２０円 ２２０円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同一店・当組合本支店の振込みについて 
窓口の場合   
・同一店への振込とは、受取人口座のある店での振込をさします。 
・本支店への振込とは、受取人口座のある店以外からの振込をさします。 

ＡＴＭの場合  
・同一店への振込とは、お振込に利用されるキャッシュカードの発行店と受取人口座のある店が同じ場合をさします。 
・本支店宛の振込とは、お振込に利用されるキャッシュカードの発行店と受取人口座のある店が違う場合をさします。 

 
■ セブン銀行共同設置ＡＴＭ利用手数料 

セブン銀行共同設置ＡＴＭ利用手数料については、「当組合カードのご利用時間帯・ご利用手数料一覧表」をご覧ください。 

 



（2022年 4月 1日 現在） 

各手数料には10％の消費税が含まれております。 

 

各種手数料一覧表 

 

■ インターネット・ビジネスバンキング 

振込・振替手数料（1 件あたり） 

 
組合員 組合員外 

同一店内 本支店宛 他の 
金融機関宛 同一店内 本支店宛 他の 

金融機関宛 

５万円未満 
無料 無料 

２７５円 
無料 無料 

２７５円 

５万円以上 ４４０円 ４４０円 
 

＜ビジネスバンキング＞ データ伝送をご利用の場合 

 
総合振込 給与振込 

同一店内 本支店宛 他の 
金融機関宛 同一店内 本支店宛 他の 

金融機関宛 

５万円未満 
無料 無料 

２７５円 
無料 

５万円以上 ４４０円 

■月額手数料 

インターネットバンキングサービス 無料 

ビジネスバンキングサービス基本手数料 １契約 １，１００円 

ビジネスバンキングサービスデータ伝送利用料 １契約 １，１００円 

 

■ でんさいネット関係手数料（オンライン利用） 

月額基本手数料 1契約 １，１００円 

オンライン 
利用手数料 

①発生記録請求 
当組合宛 1件 ３３０円 

他行宛 1件 ４４０円 

②譲渡記録請求 
（でんさい割引を含む） 

当組合宛 1件 ３３０円 

他行宛 1件 ４４０円 

③分割（譲渡）記録請求 
（でんさい割引を含む） 

当組合宛 1件 ３３０円 

他行宛 1件 ４４０円 

単独保証記録請求 1件 ２２０円 

変更記録請求 1件 ２２０円 

支払等記録請求 1件 ２２０円 

でんさい決済手数料 1件 ２２０円 
※上記取引を書面にて依頼された場合は、代行手数料 1,100円（消費税込）をいただきます。ただし、でんさい割引は対象外とします。 

■ でんさいネット関係手数料（書面利用） 

書面利用 
手数料 

譲渡記録請求 1件 ２，２００円 

特例開示請求 1件 ３，３００円 

残高証明書（都度発行方式） 1件 ３，８５０円 

残高証明書（定例発行方式） 1件 
（発行の都度） １，６５０円 

変更記録請求 1件 ２，２００円 

支払不能情報照会（利用者等） 1件 ２，７５０円 

口座間送金決済の中止（組戻し） 1件 １，１００円 

 
 

 



（2022年 4月 1日 現在） 

各手数料には10％の消費税が含まれております。 

 

各種手数料一覧表 

 

■ 貸金庫･夜間金庫利用手数料 

貸金庫 
利用手数料 
（年間） 

一般 

第 1種 ６，６００円 

全
自
動 

 

第 4種（小型） １１，０００円 

第 2種 １０，５６０円 第 5種（中型） １６，５００円 

第 3種 １３，２００円 第 6種（大型） ２２，０００円 

夜間金庫 
利用手数料（月間） ５，５００円 

入金帳発行手数料（１冊） ５，５００円 
※貸金庫手数料を月額で計算する場合の少数点以下は切り捨てとします。 
 

■ 小切手帳・手形帳代金及び署名鑑サービス 

 小切手帳 1冊（50枚） ６６０円 

 約束手形帳 1冊（25枚） ４４０円 

 為替手形帳 1冊（25枚） ４４０円 

署名鑑サービス 

署名鑑登録料 登録 1回につき ５，５００円 

小切手帳 1冊（50枚） ８８０円 

約束手形帳 1冊（25枚） ５５０円 

為替手形帳 1冊（25枚） ５５０円 

■ マル専当座預金手数料 

 マル専当座預金開設取扱い手数料（割賦販売通知書） 1通あたり ３，３００円 

 マル専手形用紙 1枚あたり ５５０円 

 

■ 取立手数料 

代金取立 

本支店宛 1件 ４４０円 

他の 
金融機関宛 

名古屋手形交換所分 1件 ４４０円 

名古屋手形 
交換所分以外 

普通扱い 
（集中取立） 1件 ８８０円 

至急扱い 
（個別取立） 1件 １，１００円 

店頭 
入金取立 

本支店宛 
無料 

 他の 
金融機関宛 

名古屋手形交換所分 

名古屋手形交換所分以外 1件 ９９０円 

その他 

取立手形組戻し料 1通 １，１００円 

取立手形店頭呈示料 1通 １，１００円 

不渡手形返却料 1通 １，１００円 

 

■ 取次手数料 

地方税 
取次手数料 

  組合員 組合員外 

営業地区 無料 無料 

営業地区外 無料 
納付金額５万円未満 1件 ６６０円 

納付金額５万円以上 1件 ８８０円 

 



（2022年 4月 1日 現在） 

各手数料には10％の消費税が含まれております。 

 

各種手数料一覧表 

 

■ 両替手数料 

＜窓 口＞ 
お持ち帰り又はご持参いただく合計枚数のいずれか多いほうの枚数 

紙幣・硬貨合計の両替枚数 手数料金額 

50枚以下 無料 

51枚～500枚 ５５０円 

501枚～500枚毎に ５５０円加算 
 
①以下の場合は上記の対象とさせていただきます。 
・新札など、同一金種への両替の場合 
  ※但し、記念硬貨への両替、汚損紙・硬貨の両替については無料とする。 
・金種を指定した現金ご出金の場合 
・金種を指定したつり銭の場合 
・多量硬貨（50枚超）による預金口座へのご入金またはお振込の場合 
②得意先係による受付の場合も対象となります。 
③一回のご来店で受付を分けて行う両替は、実質的に同じ両替とみなし、両替枚数を合算させていただきます。 
④一日に何回かご来店して両替される場合は、当組合が実質的に同じご来店とみなした場合に つきましては、｢紙幣＋硬貨の合計枚数｣に加算し、両替手数料
の対象とさせていただきます。 

 

■ 各種手数料 

残高証明書 
発行手数料 

当組合所定用紙 1通 ３３０円 

当組合所定用紙以外 1通 ８８０円 

監査法人調査 1通 ２，２００円 

取引証明書 発行手数料 1通 ２２０円 

自己宛小切手 発行手数料 1枚 ５５０円 

再発行手数料 証書・通帳・ 
キャッシュカード・ローンカード 1件 １，１００円 

口座振替 手数料 1件 １１０円 

後見制度支援預金 
口座開設手数料 ５，５００円 

口座管理手数料（2年目以降より年間） ３，３００円 

取引明細表発行手数料 
発行１回につき 
（ただし、発行期間が 12 ヶ月を超える場合は 12 ヶ月を１回と
します） 

８８０円 

個人データ開示手数料 １回につき 1通 １，１００円 

国債 口座管理手数料 無料 

未利用口座管理手数料（年間） １，３２０円 

株式払込手数料 

払込総額 5,000万円未満 
払込総額の 0.3％（一括払込の場合 0.25％）+消費税 

払込総額 5,000万円以上 
払込総額の 0.2％+消費税 

 

 

 

 

 

 



（2022年 4月 1日 現在） 

各手数料には10％の消費税が含まれております。 

 

各種手数料一覧表 

 

■ 融資関係手数料 

 
 
 

住宅ローン 
事務取扱手数料 

１契約あたり（融資金額 1,000万円以上） 
（ただし、全国保証㈱保証付を除く） ５５，０００円 

 

証書貸付条件 
変更手数料 

 
※消費者ローン（保証
付）返済は除く。 

※重複する場合は１件と
みなします。 

 

期限延長、金利引下げ、 
毎月または賞与返済額の変更 ５，５００円 

一部繰上げ、全額返済 
 ※他行借換により返済する場合 返済元金×２％＋消費税 

固定金利 
選択型 

特約期間中一部繰上げ返済・全額返済 
※他行借換により返済する場合は 2％ 返済元金×０．５％＋消費税 

固定金利再選択 １１，０００円 

特約期間中における条件変更 
（上記２項目以外を対象） ３３，０００円 

事務手数料 上記以外 ３３，０００円 

債務者および保証人の
変更手数料 
（1債務者あたり） 

※回収新規扱いとする場合
は無料です。 

※当組合の要請に基づき、
債務者や保証人の変更を
行う場合は無料です。 

債務引受による債務者変更 ５，５００円 

保証人の脱退または脱退加入 ５，５００円 

保証人の加入 無料 

融資証明書 発行手数料（１通） １１，０００円 

償還予定表 再発行手数料（１件） ３３０円 

不動産担保事務 
取扱手数料 

新規設定 

賃貸用不動産の場合 １１０，０００円 

賃
貸
用
不
動
産
以
外 

設定額 5,000万円未満 ４４，０００円 

設定額 5,000万円以上 ５５，０００円 

・設定金額の変更   
・追加担保 （ただし、新規設定時の追加条件を履行する場
合は除きます。） 

 *設定金額の変更と追加担保同時の場合は１件とします。 
２２，０００円 
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