
（円）

　小切手  (１冊５０枚綴）　　　　　　 署名判印刷付 2,160

　約束手形(１冊５０枚綴）　　　　　 署名判印刷付 2,160

　為替手形(１冊５０枚綴）　　　　　 署名判印刷付 2,160

　マル専当座口座開設 10,800

　マル専手形発行　（１枚につき） 署名判印刷付 1,080

　手形小切手 署名判登録手数料 無料

　自己宛小切手　　（１枚につき）　 540

　法人用キャッシュカード発行手数料 無料

　再発行手数料 ＊注1   通帳･証書・カード １件 1,080

　ＡＴＭ時間外延長手数料

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 108

土曜 ９時００分から１４時００分まで 無料

土曜 その他の時間帯 108

日曜・祝日 全時間帯 108

入金 無料
　他金融機関ＡＴＭ利用料　＊注2 108
　貯蓄預金支払回数超過手数料 108
　取引履歴照会・取引履歴検索・コム検索手数料　 １口座 1,080
　円貨両替手数料  ＊注3 　100枚まで 無料
　円硬貨整理手数料 　101枚～500枚 216

　501枚～1,000枚 432
1,001枚～2,000枚 648
2,001枚～(1,000枚ごと) 432

注1 ・ 現物がない場合、手数料をいただきます。 ただし、盗難の場合は無料です。
注2 ・ 別途、他金融機関が定めるＡＴＭ時間外延長手数料が必要となる場合があります。

・

・

注3 ・ 両替機は無料です。（逆両替を含む）

同一店内 本支店

432  540  864

216  324  648

無料　 無料 432

無料　 無料 216

無料 108  432

無料 108  216

無料 216  540

無料 108  324

216  324  648

108  324  540

1件 1,080

自金庫 1件 432

1件 648

1件 864

組戻料 1件 1,080

代金取立 1通 216

1通 無料

　他　行 1通 864

1通 1,080

商手･担保手形の同一交換所取立手数料 当金庫あて 1件 216

　　　　〃　　　　　　他行宛手数料 1件 864

不渡手形返却料 1通 1,080

取立手形組戻料 1通 1,080

ＨＢ･アンサーサービス基本料 月額 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 3,240
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）　＊注5 月額 3,240

データ伝送基本料（給振） 無料
為替自動振込契約料 １契約につき 216

他行向け税金・公共料金取次料　＊注6 1件 540

注4 ・

注5 ・ 3,240円にＨＢアンサーサービス基本料を含みます。

注6 ・

ＡＴＭ振込は１取引あたり次の金額です。
ＣＤカード利用時は 大500万円まで。
現金振込は10万円まで。 (機種により取扱できない場合があります)

当金庫が収納代理金融機関に指定されていない市町村等の税金・公共料金の納付を取
り次ぐ場合に必要となります。

取　立

現金扱い

他　行

　当金庫内

その他

至急（個別）

普通（集手）

送　金

３万円以上

　同一交換所

組戻料

普通扱

電信扱

３万円未満
口座振替

ＡＴＭ振込
　　　　＊注4

３万円以上

３万円未満

しんきんゼロネットサービスにより、全国の信用金庫は相互にＣＤネット利用料が無
料(所定時間内)になります。ただし、本サービスの対象とならないＡＴＭが一部ござ
います。

とちまるネットにより、足利銀行、真岡信用組合、那須信用組合は相互に利用料が無
料（所定時間内）になります。ただし、法人カードはご利用できません。

手数料（消費税を含む）項　目　・　内　容

出金

平日･土日・祝日

テレホンバンキング

電信･文書
３万円未満

３万円未満

３万円未満

３万円以上

項　目　･　内　容

３万円以上

３万円以上

振　込

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),
データ伝送　,為替自動振込 扱

窓  口  扱

他行宛

手数料（消費税を含む）

消費税率改正に伴う各種手数料改定のご案内
　平成２６年４月１日から、消費税の税率が５％から８％に改正されることに伴い、
各種商品・サービス等にかかる手数料を改定させていただきます。
　主な手数料は次の通りです。

【 預 金 業 務 】

【 為 替 業 務 】 （単位：円）

【 各 種 手 数 料 一 覧 】　　　　　　　　　　



　カードローン発行手数料 無料
　住宅ローン条件変更　　残高500千円未満の場合は、免除とする。

①全額繰上げ返済手数料 50万円未満 無料
50万円以上～500万円未満 21,600
500万円以上～10百万円未満 32,400
10百万円以上 43,200

②返済条件変更手数料 期日短縮 3,240
  (一部繰上げ返済による変更を含む) 返済金額等変更等 5,400
③金利変更（引上げ除く） 3,240
④債務者・保証人変更 5,400
⑤固定金利選択(固定金利選択型住宅ローンの更新時) 5,400
⑥変動金利選択(固定金利選択型住宅ローンの更新時) 無料

　不動産担保事務取扱手数料(各種担保調査･保管･用紙代 等)
①新規設定 事業性資金 43,200

個人向けローン 10百万円以上 21,600
　 同 10百万円未満 10,800

②追加設定
(１)住宅ローン融資実行後 １年以内 無料

１年超 3,240
(２)上記以外融資実行(当初設定)後 １年以内 3,240

１年超 10百万円以上 21,600
10百万円未満 10,800

③極度額変更
(１)極度増額 事業性資金 43,200

個人向けローン 10百万円以上 21,600
同 10百万円未満 10,800

(２)極度減額 3,240
④その他の変更(債務者･担保物件･一部抹消･順位等の変更) 3,240
⑤抹　消 3,240

　動産担保事務取扱手数料 10,800
　融資実行手数料(各種信用調査･保管･用紙代 等)

①新規実行(割引・当貸を除く） 4,320
②新規実行･書替･条件変更（割引・当貸を除く）①以外

1,080
5,400

540
③個人ローンおよび住宅ローン(信用照会料＋実行手数料) 無料

　アパートローン全額繰上げ手数料 100百万円以上 648,000
　（金利選択型ローンの固定金利適用期間中に一括繰上げ返済をした場合） 100百万円未満 216,000

 50百万円未満 54,000
　事業性資金・返済予定表再発行 540
　口座維持手数料　事業性当座貸越 (年額基本料) 無料

　残高証明書 営業店窓口発行 　1通 756
事務集中センター発行 　1通 324
会計監査人制定用紙 　1通 2,160
相続時 （端末作成） 無料

　　（手書作成） 無料
　融資証明書 　1通 5,400
　その他証明書(利息証明書等諸証明書) 　1通 648
　夜間金庫使用料 基本料金(月額) 　 3,240

利用料金(入金帳１冊) 5,400
（　種　類　） 　(年額基本料金)
金庫型・簡易型・半自動 小型 税抜き 9,600 10,368 （月864）
半自動 中型・中大型 〃 12,000 12,960 （月1,080）
半自動 大型 〃 14,400 15,552 （月1,296）
全自動 小型 税抜き 12,000 12,960 （月1,080）
全自動 中型 〃 15,000 16,200 （月1,350）
全自動 大型 〃 18,000 19,440 （月1,620）
宇都宮営業部 小型 税抜き 3,000 3,240 （月270）
宇都宮営業部 中型 〃 4,000 4,320 （月360）
宇都宮営業部 大型 〃 5,000 5,400 （月450）
鍵の紛失による鍵箇所取替料 実費

　株式払込保管金証明書手数料 保管金500万円以上
保管金500万円未満

しんきん自動振替サービス 請求１件につき 216
Ｔ－ＮＥＴ 基本手数料 １回あたり 2,160

振替手数料 請求１件につき 162
新規登録料 初回のみ 162
媒体変換料 帳票作成時 54
金額修正･解約料 54

口座振替手数料 請求1件につき 108
　個人情報開示請求手数料 基本的項目 　１項目につき 756

その他項目 　１項目につき 1,080
月２～３回 8,640
月４～７回 17,280

  集金手数料 月８～11回 25,920
月12～15回 34,560
月16回以上 43,200

　現金届手数料 １回あたり 540

　

口
座
振
替

払込額：2.5/1,000＋消費税

払込額：2.0/1,000＋消費税

貸
金
庫
使
用
料

手数料（消費税を含む）

事業性純新規先

（１）事業性の新規実行および手貸期限延長

【 そ の 他 の 手 数 料 】 (単位：円)

（２) 事業性の条件変更（金利引上げを除く）　
（３）事業性の手形書替

手数料（消費税を含む）項　目　･　内　容

項　目　･　内　容
【 融 資 業 務 】 (単位：円)


	(預金・為替) (改定後) (2)
	（融資・その他・貸金庫) (改定後)

