
【実施日】
　　2019年8月1日(木)

【主な改定内容】

※ご不明な点は当金庫窓口または事務部(℡028-633-5500)までお問い合わせください。

2019 年７月吉日 

栃木信用金庫 

お客様各位 

 

 

 

平素より格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。 

栃木信用金庫では、2019 年 8 月 1 日(木)より各種手数料を改定させていただきますのでお知らせいたします。 

今後とも、お客様にご満足いただけるよう、更なるサービスのご提供に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を

賜りますようお願い申し上げます。 

各種手数料改定のお知らせ 

■ＡＴＭ手数料 (円)

税抜 税額 総額
平日 ８時４５分から１８時００分まで ― ― 無料
平日 その他の時間帯 (100) (8) 108
土曜 ９時００分から１４時００分まで (100) (8) 108
土曜 その他の時間帯 (100) (8) 108
日曜・祝日 全時間帯 (100) (8) 108
平日 ８時４５分から１８時００分まで ― ― 無料
平日 その他の時間帯 (100) (8) 108
土曜 ９時００分から１４時００分まで (100) (8) 108
土曜 その他の時間帯 (100) (8) 108
日曜・祝日 全時間帯 (100) (8) 108

①ゼロネット(加盟信用金庫カード) (円)

税抜 税額 総額
出
金

平日 ８時４５分から１８時００分まで ― ― 無料

②とちまるネット(足利銀行、真岡信組、那須信組カード) (円)

税抜 税額 総額
出
金

平日 ８時４５分から１８時００分まで ― ― 無料

■為替手数料 (円)

税抜 税額 総額 税抜 税額 総額 税抜 税額 総額
3万円未満 (300) (24) 324 (300) (24) 324 (600) (48) 648
3万円以上 (500) (40) 540 (500) (40) 540 (800) (64) 864
3万円未満 (500) (40) 540 (500) (40) 540 (800) (64) 864
3万円以上 (700) (56) 756 (700) (56) 756 (1,000) (80) 1,080
3万円未満 ― ― 無料 ― ― 無料 (300) (24) 324
3万円以上 ― ― 無料 ― ― 無料 (500) (40) 540
3万円未満 (100) (8) 108 (100) (8) 108 (500) (40) 540
3万円以上 (300) (24) 324 (300) (24) 324 (600) (48) 648

FB･HB(ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｲﾝﾀ‐ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを含む) 3万円未満 ― ― 無料 ― ― 無料 (200) (16) 216
データ伝送　,為替自動振込 扱 3万円以上 ― ― 無料 ― ― 無料 (400) (32) 432

3万円未満 ― ― 無料 (100) (8) 108 (200) (16) 216
3万円以上 ― ― 無料 (100) (8) 108 (400) (32) 432

訂正手数料 (1,000) (80) 1,080
組戻手数料 (1,000) (80) 1,080

宇都宮交換所(当地) 1通 (200) (16) 216
当金庫内 同一店舗 1通 ― ― 無料

上記以外 1通 (200) (16) 216
宇都宮交換所以外(他所) 1通 (800) (64) 864

至急扱い 1通 (1,000) (80) 1,080
代手・商手･担保手形 宇都宮交換所(当地) 1通 (800) (64) 864

当金庫内 同一店舗 1通 (200) (16) 216
上記以外 1通 (200) (16) 216

宇都宮交換所以外(他所) 1通 (800) (64) 864
至急扱い 1通 (1,000) (80) 1,080

不渡手形返却料 1通 (1,000) (80) 1,080
取立手形組戻料 1通 (1,000) (80) 1,080
異議申立手数料 (5,000) (400) 5,400
ＨＢ･アンサーサービス基本料 月額 (1,000) (80) 1,080
個人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ基本料 月額 ― ― 無料
法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ(WEB-FB)ｻｰﾋﾞｽ基本料（総振・口座振替） 月額 (3,000) (240) 3,240
法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ(WEB-FB)ｻｰﾋﾞｽ基本料（給振） 月額 ― ― 無料
データ伝送基本料（総振・口座振替） ※ＨＢアンサーサービス基本料を含む 月額 (3,000) (240) 3,240
データ伝送基本料（給振） ― ― 無料
為替自動振込契約料（定額自動送金）　 ※振込手数料はＦＢ・ＨＢと同額 1契約 (500) (40) 540

他行向け税金・公共料金取次料 1件 (500) (40) 540
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■手形・小切手等手数料 0.08 (円)

(税抜) (税額) 総額
小切手 50枚(1冊)　 (2,000) (160) 2,160

至急扱い (4,000) (320) 4,320
約束手形 50枚(1冊)　 (2,000) (160) 2,160
為替手形 50枚(2冊)　 (2,000) (160) 2,160
マル専当座口座開設

マル専手形発行 1枚

手形小切手 署名判登録・変更手数料 (5,000) (400) 5,400
自己宛小切手　 1枚 (1,000) (80) 1,080

■キャッシュカード新規発行手数料 (円)

税抜 税額 総額
法人・個人キャッシュカードの新規発行 ― ― 無料

■再発行手数料 (円)

税抜 税額 総額
通帳・証書・カードの紛失による再発行（盗難を除く、申告） (1,000) (80) 1,080

■口座振替手数料 (円)

税抜 税額 総額

しんきん自動振替サービス 振替手数料 （電子媒体） 請求1件につき (200) (16) 216

（上記以外） 請求1件につき (300) (24) 324

停止 請求1件につき (300) (24) 324

Ｔ－ＮＥＴ 基本手数料 １回あたり (2,000) (160) 2,160

振替手数料 （電子媒体） 請求１件につき (150) (12) 162

（上記以外） 請求1件につき (200) (16) 216

停止 請求1件につき (200) (16) 216

口座振替 振替手数料 （電子媒体） 請求1件につき (100) (8) 108

※振替先が栃木信用金庫のみ （上記以外） 請求1件につき (300) (24) 324

停止・解除 請求1件につき (300) (24) 324
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■その他手数料 (円)

税抜 税額 総額
貯蓄預金支払回数超過手数料 (100) (8) 108
取引履歴照会手数料 1口座 10枚まで (1,000) (80) 1,080

10枚超1枚につき (100) (8) 108
定期預金 証書式作成手数料(新規作成、通帳式からの切り替え)※預金担保含む 1枚当たり　　 (1,000) (80) 1,080

項目

■証明書発行手数料 0.08

※同時に複数通の残高証明書を発行する場合は1通とみなす。(ただし同一の残高証明書を複数通発行する場合を除く) (円)

税抜 税額 総額
①残高証明書 営業店窓口発行(※相続、住宅ローン初回発行含む) 　１通 1,000 80 1,080

自動発行 　１通 300 24 324
会計監査人制定用紙 　１通 3,000 240 3,240

②融資証明書 　１通 10,000 800 10,800
③株式払込保管金証明書 保管金500万円以上

保管金500万円未満

④その他証明書(利息証明書等諸証明書) 　１通 1,000 80 1,080

■夜間金庫 (円)

税抜 税額 総額
①基本料金(月額) 6,000 480 6,480
②利用料金(入金帳１冊) 10,000 800 10,800
③紛失による鍵・バックの交換等 実費

項目

払込額：2.0/1,000＋消費税

払込額：2.5/1,000＋消費税

項目

■円貨両替手数料
※金種指定の払戻しを含む

※本人の通帳、キャッシュカードの提示により1日1回50枚まで無料

※利用は1日1回まで (円)

両替機

税抜 税額 総額 (税込)

1 枚～50枚 500 40 540 無料
51 枚～100枚 500 40 540 300

101 枚～500枚 500 40 540 300
501 枚～1,000枚 1,000 80 1,080 600

1,001 枚～1,500枚 1,500 120 1,620 900
1,501 枚～2,000枚 2,000 160 2,160 ―
2,001 枚～(500枚ごと) 500 40 540 ―

■硬貨入金手数料
※1日に複数回分けて入金する場合は合算する。

※硬貨の枚数を計測した時点で手数料確定。入金取り止めの場合も手数料発生。

※募金・義援金の入金は無料。 (円)

税抜 税額 総額
1 枚～100枚 ― ― 無料

101 枚～500枚 500 40 540
501 枚～1,000枚 500 40 540

1,001 枚～2,000枚 1,000 80 1,080
2,001 枚～(1,000枚ごと) 500 40 540

■個人情報開示請求手数料
※基本的項目

　(一括情報)氏名、住所、生年月日、電話番号、口座番号

　(個別情報)勤務先情報、所得額、家族情報、取引履歴、メールアドレス (円)

税抜 税額 総額
基本的項目※ １項目につき 1,000 80 1,080
その他項目 １項目につき 1,000 80 1,080

項目

項目
窓口等

項目

：手数料改定


