
商品・サービス
○創業支援ローン
「ちばしんきん創業支援ローン」
　平成29年11月27日より、新たに創業する、ま
たは、創業後1年未満の法人および個人事業主の
方を支援するために「ちばしんきん創業支援ロー
ン」の取り扱いを開始しました。

○個人事業者専用ビジネスローン
「あきない君500」
　平成29年4月1日より個人
事業者専用のビジネスロー
ン「あきない君500」の取
り扱いを開始しました。個
人事業者の資金ニーズにス
ピーディーに対応します。

○私募債の受託
「信用金庫保証付私募債」
　当金庫はお客様の発行する私募債の受託を開始
しました。
　お客様の多様化する資金ニーズに対応するため、
今後も私募債の引き受けを積極的に行い、地域企
業の発展に貢献してまいります。

○マンション管理組合専用ローン
「ちばしんきんマンション管理組合専用ローン」
　平成29年7月20日よりマンション管理組合専用
ローン「ちばしんきんマンション管理組合専用
ローン」の取り扱いを開始しました。マンション
の「耐震改修」「大規模修繕」等の資金ニーズに
対応できる商品です。

○しんきん相続信託・しんきん暦年信託
「こころのバトン・こころのリボン」
　ご自分の将来やご家族の未来をサポートするた
めに、しんきん相続信託「こころのバトン」とし
んきん暦年信託「ここ
ろのリボン」の取り扱
いを開始しました。

株式会社AHC様発行の私募債を受託し、記念の盾を贈呈しました。
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■預金積金商品一覧
預金の種類 お預かり期間 お預け入れ金額 特　　　　　　　色

総
合
口
座

普通預金
出し入れ自由 1円以上

普通預金または無利息型普通預金にお利息の有利な定期預金をセットし
て〈貯める〉、給与・年金等の自動振込により〈受け取る〉、公共料金等
を〈支払う〉、いざという時に､ 定期預金残高の90％・最高500万円ま
で自動融資により〈借りる〉という4つの機能を1冊の通帳にセットした
大変便利な口座です。

無利息型普通預金

スーパー定期預金 3カ月・6カ月・
1年・2年・3年・4年・5年

1万円以上
1,000万円未満

期日指定定期預金 最長3年（据置期間1年） 1万円以上
300万円未満

変動金利定期預金 1年・2年・3年 1万円以上

大口定期預金 3カ月・6カ月・
1年・2年・3年・4年・5年 1,000万円以上

普通預金 出し入れ自由 1円以上 出し入れは自由。キャッシュカードのご利用が可能となっており、給与・
年金の受取や公共料金等の振替口座として幅広くご利用いただけます。

無利息型普通預金 出し入れ自由 1円以上 利息のつかない普通預金。預金保険制度により全額保護されます。

スーパー定期預金 1カ月・3カ月・6カ月・1年・
2年・3年・4年・5年※

1円以上
1,000万円未満

自由金利で確定利回りですから安心・確実、自由に選べる運用期間、更
に3年以上は半年複利（個人のみ）でますますおトクに運用できます。

期日指定定期預金 最長3年（据置期間1年） 100円以上
300万円未満

個人専用です。預入後1年を経過すると、１カ月以上前に満期日を指定すれ
ば、いつでも払い出しが可能です。お利息は、１年毎の複利計算で有利です。

大口定期預金 1カ月・3カ月・6カ月・1年・
2年・3年・4年・5年※ 1,000万円以上 金融市場の金利動向を考慮して金利が設定される自由金利定期預金です。

変動金利定期預金 1年・2年・3年 100円以上 預入日から6カ月毎に利率が見直される変動金利の定期預金です。期間3
年ものは半年複利（個人のみ）と単利扱いがあります。

貯蓄預金
（スーパーエッグ） 出し入れ自由 1円以上

普通預金感覚の、残高（10万円以上、30万円以上、50万円以上、100
万円以上）に応じて金利がアップする預金で、効率よく運用できます。
スウィングサービスもご利用いただけます。

積
立
定
期
預
金

単利確定日型 1年以上30年以下 1,000円以上 毎月の積み立てをスーパー定期預金でお預かりする積立預金です。ボー
ナス時の上乗せ積立もできます。どなたでもご利用いただけます。

複利確定日自継型 1年以上30年以下 1,000円以上
毎月の積み立てを預入日から満期日までの期間に応じ、スーパー定期預
金および期日指定定期預金でお預かりする積立預金です。ボーナス時の
上乗せ積立もできます。個人の方のみご利用いただけます。

複利エンドレス自継型 期間の定めはございません 1,000円以上 毎月の積み立てを期日指定定期預金でお預かりする積立預金です。ボー
ナス時の上乗せ積立もできます。個人の方のみご利用いただけます。

定期積金
（スーパー積金）

6カ月・1年・2年・3年・
4年・5年 1,000円以上 毎月一定額を積み立てて、大きく貯める計画預金・目的預金にピッタリ

の月掛け預金です。

当座預金 出し入れ自由 1円以上 取引に安全で便利な小切手・手形がご利用いただけます。

通知預金 7日以上 1万円以上 短期間の資金運用に有利な預金です。

納税準備預金 お預入れは自由
お引出しは納税時 1円以上 納税資金専用の預金です。お利息は普通預金より有利で、かつ非課税の

特典があります。

財
形
預
金

財産形成期日指定
定期預金 3年以上積立 1,000円以上 勤務先の財形制度を通じて、毎月の給料やボーナスから指定の金額を天

引きします。貯蓄目的はご自由です。

財産形成年金預金 5年以上積立 1,000円以上 毎月の給料から天引きして将来の年金資金を貯める預金で、財形住宅預
金との合計額元本550万円までの利息は非課税の適用が受けられます。

財産形成住宅預金 5年以上積立 1,000円以上 毎月の給料から天引きして将来の住宅資金を貯める預金で、財形年金預
金との合計額元本550万円までの利息は非課税の適用が受けられます。

外貨普通預金 期間の定めはございません 1米ドル以上 米ドルでご預金をお取扱いしています。為替相場の変動により、為替リ
スクが発生することがあります。別途、取扱手数料が必要となります。

外貨定期預金 3カ月・6カ月・1年・その他、
各預金契約により

30万円相当の
米ドル以上

米ドルでご預金をお取扱いしています。為替相場の変動により、為替リ
スクが発生することがあります。別途、取扱手数料が必要となります。

※お預かり期間については満期日指定方式もご利用いただけます。（期間1カ月超～5年未満）
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■融資商品（主な個人向けローン）
融資の種類 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保・保証人など

住
宅
ロ
ー
ン

住宅ローン
（保証会社付）
◦（一社）しんきん保証基金保証
◦全国保証㈱保証

◎……住宅の新築・増改築、土地購
入資金
◎建売・中古住宅の購入資金
◎住宅ローン等の借換資金など

1億円以内 原則35年以内
＊最長50年以内

◦……担保／土地・建物に第1順位の抵当権を設定させて
いただきます。

◦……保証人／保証会社が保証いたしますので、原則と
して不要です。

※ご本人の団体信用生命保険加入が必要です。

住宅ローン
（保証料不要型）

5,000万円以内

最長35年以内
＊……………他行住宅ローン
借換え・中古マ
ンション購入の
場合は所定の期
間内とします。

◦……担保／土地・建物に第1順位の抵当権を設定させて
いただきます。

◦……保証人／配偶者を連帯保証人とさせていただきま
す。

※ご本人の団体信用生命保険加入が必要です。

3大疾病保障特約付
住宅ローン
◦（一社）しんきん保証基金保証
◦全国保証㈱保証

1億円以内

最長35年以内
＊……満75歳となる
誕生日の前月
末までに住宅
ローン完済

◦……担保／土地・建物に第1順位の抵当権を設定させて
いただきます。

◦……保証人／保証会社が保証いたしますので、原則と
して不要です。

※……3大疾病保障特約付団体信用生命保険に加入いただ
ける方がご利用になれます。

フラット35
◦住宅金融支援機構買取型

8,000万円以内 35年以内

◦……担保／住宅ローン債権の譲受人である住宅金融支
援機構が土地・建物に第１順位の抵当権を設定い
たします。

◦……保証人／原則として不要です。
◦……原則として住宅金融支援機構団体信用生命保険加
入が必要です。

借
り
換
え
ロ
ー
ン

住まいる
いちばんネクストＶ
◦全国保証㈱保証

◎他行住宅ローン借換資金
注）……土地のみの借換はお取扱い

できません。

1億円以内
※担保評価額の

200％以内
35年以内

◦……担保／対象となる土地・建物に第1順位の抵当権を
設定させていただきます。

◦……保証人／当金庫所定の保証会社が保証いたします
ので、原則として不要です。

※ご本人の団体信用生命保険加入が必要です。

リ
フ
ォ
ー
ム
ロ
ー
ン

無担保住宅ローン
◦（一社）しんきん保証基金保証

申込人が居住（居住予定を含む）
し申込人もしくは家族が所有して
いる自宅、または家族が居住（居
住予定を含む）し申込人が所有
している自宅に関する次の資金
◎……自宅の購入資金、新築資金、
建て替え資金、リフォーム（増
改築・修繕）資金、購入等に
伴う諸費用
◎……自宅の購入資金やリフォーム
資金等の借換

1,500万円以内 20年以内
◦……担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

商品利用に当たっての留意事項
○それぞれの商品につきましては、その内容や規定をよく確認のうえ、ご不明な点がございましたら当金庫の窓口や職員へ何なりとお申し出下さい。
○……ローンの種類によりましては、本人であることを証明するもの（運転免許証など）、所得を証明するもの（源泉徴収票、公的収入証明書など）、利用目的を証明
するもの（見積書等）などをご提出していただくことがあります。また、審査の結果お客様のご希望に添えない場合がございます。

○ローンのご利用に当たりましては、ご利用残高などに注意され、ご返済に無理のないよう計画的なご利用をお勧めいたします。

商品・サービス
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■融資商品（主な個人向けローン）
融資の種類 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保・保証人など

カ
ー
ラ
イ
フ
ロ
ー
ン

カーライフローン
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……新車・中古車・オートバイ、
電動アシスト自転車の購入、
パーツやオプション購入・取
付費用、車検、自動車保険料、
修理費用、免許取得費用など
◎……就職内定者の方にもご利用い
ただけます。

1,000万円以内 10年以内
◦……担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

カーライフローン・
エコ
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……エコカー（電気自動車、ハイ
ブリッド自動車、低燃費かつ
低排出ガス）購入費用など

1,000万円以内 10年以内
◦担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

個
人
ロ
ー
ン

お手軽くん登場！
助っ人くん参上！
◦㈱クレディセゾン保証

◎……ご自由です。（お使いみちは確
認させていただきます。）
＊……ただし、事業性資金にはご利
用いただけません。

10万円以上
200万円以内

（1万円単位）
5年以内 ◦担保／不要です。

◦保証人／㈱クレディセゾンが保証いたします。

真打くん見参！
◦オリックス・クレジット㈱保証

◎ご自由です。
＊……ただし、事業性資金にはご利
用いただけません。

10万円以上
800万円以内

（1万円単位）
10年以内

◦担保／不要です。
◦……保証人／オリックス・クレジット㈱が保証いたし
ます。

個人ローン
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……お使いみちは自由です。ただし、
事業性資金や旧債返済のため
にはご利用いただけません。

500万円以内 10年以内
◦担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

教育ローン（証書貸付）
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……受験費用、学習塾や予備校の
費用、下宿費用（敷金・礼金・
家賃）、交通費、学校への納付
金、引越費用、教材費など

1,000万円以内 16年以内
◦担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

しんきんカードローン
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……お使いみちは自由です。ただし、
事業性資金にはご利用いただ
けません。

最高100万円
※定額返済

3年以内
※更新審査あり

◦担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

しんきんきゃっする500
◦信金ギャランティ㈱保証

最高500万円
※残高スライド返済 3年以内

※……原則、自動
更新

◦担保／不要です。
◦……保証人／信金ギャランティ㈱が保証いたします。シルバーきゃっする

◦信金ギャランティ㈱保証
最高50万円
※定額返済

教育カードローン
◦（一社）しんきん保証基金保証

◎……就学する学校等への納付金、
就学にかかる付帯費用（受験
費用、教材費、下宿費用（敷
金・礼金・家賃）、交通費、引
越費用等）など

500万円以内

15年以内
（……当座貸越期間：
元金据置最長
5年）
※……6年制大学等
の特例あり
※更新審査あり

◦担保／不要です。
◦……保証人／（一社）しんきん保証基金が保証いたしま
す。

商品利用に当たっての留意事項
○それぞれの商品につきましては、その内容や規定をよく確認のうえ、ご不明な点がございましたら当金庫の窓口や職員へ何なりとお申し出下さい。
○……ローンの種類によりましては、本人であることを証明するもの（運転免許証など）、所得を証明するもの（源泉徴収票、公的収入証明書など）、利用目的を証明
するもの（見積書等）などをご提出していただくことがあります。また、審査の結果お客様のご希望に添えない場合がございます。

○ローンのご利用に当たりましては、ご利用残高などに注意され、ご返済に無理のないよう計画的なご利用をお勧めいたします。
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■各種サービス一覧
サービスの種類 サービスの内容

自動支払
公共料金などのお支払いをご指定の預
金口座から自動的に引き落として納付
先へ支払います。

定額自動振込

家賃や駐車料金のように、毎月（ある
いは数カ月に一度）一定額を振込む場
合自動振込サービスをご利用下さい。
ご指定日にご指定の預金口座から引き
落として相手方へ確実に振込みます。

給与振込

毎月のお給料やボーナスが、勤務先か
ら直接お客様の預金口座へ振込まれる
サービスです。安全な上に必要なだけ
引出すようにすれば、計画的な使い方
ができ、振込まれた日から利息がつき
有利です。

年金・配当金等
自動受取

厚生年金や国民年金などの各種年金や
配当金などが一度の手続きで、毎回自
動的にお客様の預金口座に振込まれ、
安全確実にお受取りいただけます。ま
た、振込まれたその日から利息がつき
ますので、ムダがありません。

内国為替

全国の金融機関とオンラインで結ばれ
ており、ご指定の預金口座に迅速・確
実にお振込みができます。手形や小切
手の取立ても行っております。

国際業務
外国送金・輸出手形の買取・取立てな
ど貿易金融サービスをご利用いただけ
ます。

サービスの種類 サービスの内容

貸金庫
預金証書・権利証などの重要書類、貴
金属などの貴重品を安全確実にお預か
りいたします。

夜間金庫
当金庫の営業時間終了後、売上代金な
どをその日のうちにお預かりし、翌営
業日にご指定の預金口座に入金します。

テレホン
バンキング

入出金明細・預金残高の照会・振込・
振替などを専用フリーダイヤルでご利
用いただけます。（携帯電話でのご利
用は有料回線となります。）

モバイル
バンキング

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイか
ら入出金明細・預金残高の照会・振
込・振替などをご利用いただけます。

インターネット
バンキング

事業所・ご家庭のパソコンから入出金
明細・預金残高の照会・振込・振替な
どがご利用いただけます。

Pay-easy
口座振替
受付サービス

口座振替の申込手続を、印鑑なしに
キャッシュカードと暗証番号だけで行
えます。

しんきん携帯電子
マネーチャージ
サービス

お客様の預金口座から携帯電話の「お
サイフケータイ」に、その場でチャー
ジ（入金）できるサービスです。

商品・サービス
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■各種サービス一覧
サービスの種類 サービスの内容

キャッシュカード

カード１枚で当金庫の本支店はもとよ
り全国の提携金融機関で現金のお引出
しができます。さらに、しんきんゼロ
ネットサービス時間帯にご利用になれ
ば、全国の信用金庫で手数料無料でご
利用いただけます。法人カードもご利
用いただけます。

デビットカード

「J-Debit」のマークのある加盟店で、
お買い物などのご利用代金をキャッ
シュカードでお支払いいただけます。
日曜・祝日・時間外と幅広い時間帯で
ご利用いただけます。

クレジットカード
しんきんVISA、JCBなど各種カードの
決済口座として当金庫の預金口座をご
利用いただけます。

C-NET
しんきん代金
回収サービス

売掛代金・会費等を他の金融機関の集
金先口座から振替えることにより、お
客様の集金業務を代行するサービスで
す。

ファーム
バンキング・
ホーム
バンキング

事務所あるいはご自宅に居ながらにし
てご指定の預金口座から当金庫あるい
は他の金融機関の預金口座にお振込み
できるサービスです。

コンビニATM
サービス
セブン銀行

お近くのセブンイレブン等のコンビニ
エンスストア店内に設置されたATMで、
キャッシュカードでのお預け入れ・お
引き出しなどのATMサービスがご利用
いただけます。（所定の手数料が必要
となります。）

サービスの種類 サービスの内容

株式・出資払込 法人の設立・増資時の株式・出資払込
の取扱いをいたします。

投資信託 預金以外の資金運用のお手伝いをいた
します。

国債 長期保有の安定した資金運用にお役立
てください。

確定拠出年金

加入者がご自身で年金資産を運用し、
その運用成果に応じて将来受け取る年
金額が変動する新しい年金制度です。
企業型の導入、個人型加入のお手伝い
をいたします。

損害保険

住宅ローンに伴う、長期総合住宅火災
保険「しんきんグッドすまいる」・債
務返済支援保険「しんきんグッドサ
ポート」等によりお客様の安心をお手
伝いいたします。この他、海外旅行傷
害保険はインターネットでお申込みい
ただけます。

ネット口座振替
受付サービス

パソコンや携帯電話を利用して、収納
機関のインターネットサイトで預金口
座振替の契約申込を行うことができま
す。

でんさいネット
サービス

でんさいネット（株式会社全銀電子債
権ネットワーク）を利用して提供する
新しい決済サービスです。インター
ネット（PC）等を通じて、電子記録債
権を記録・管理する電子債権記録機関
の記録原簿へ電子記録をすることで、
安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡を
行うことができます。
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主な手数料一覧 ※下記手数料には消費税８％
　相当額が含まれています。 （平成30年6月末現在）

□振込手数料

振込の種類 区…　　分 窓口利用
ATM利用

キャッシュカード扱い 現金扱い

当
金
庫
あ
て

同一店あて
５万円未満 216円 無料 108円
５万円以上 432円 無料 324円

他店あて
５万円未満 324円 108円 108円
５万円以上 540円 216円 324円

他行庫あて
５万円未満 648円 324円 432円
５万円以上 864円 540円 648円

※文書扱いは、窓口利用と同一料金となります。
※……キャッシュカード扱いの場合「同一店あて」とは、振込先口座がキャッシュカード発行店と同
一店の場合です。
※当金庫以外のキャッシュカードをご利用の場合、別途「ATMご利用手数料」が必要になります。

□為替自動振込手数料

当
金
庫
あ
て

同一店あて
５万円未満

無料

取扱手数料
１回当り54円

５万円以上
会　　　員

他店あて
５万円未満 108円
５万円以上 216円
会　　　員 108円

他行庫あて
５万円未満 432円
５万円以上 648円
会　　　員 432円

□でんさいネットサービス

月額基本料
インターネットバンキング契約のお客様 無料
でんさいネット契約のみのお客様 1,080円

インター
ネット利用
（１件あたり）

発生記録
当金庫宛 324円
他金融機関宛 648円

譲渡記録
当金庫宛 162円
他金融機関宛 324円

分割譲渡記録
当金庫宛 324円
他金融機関宛 648円

保証記録 108円
変更記録 108円
支払等記録 108円
開示 無料

窓口扱い
（１件あたり）

各種書面請求のオンライン代行（利用
者属性変更は無料） 1,080円

各種書面請求のでんさいネットへの取次 2,160円
特例開示のでんさいネットへの取次 3,240円
残高証明（定例）発行のでんさいネッ
トへの取次 2,160円

残高証明（都度）発行のでんさいネッ
トへの取次 4,320円

パスワードロック解除 1,080円
通常開示 540円
でんさい割引
（当金庫への譲渡･分割譲渡） 216円

入金（１件あたり） 決済口座へのご入金 無料

□両替手数料
区分 窓口利用 両替機利用

1枚～ 49枚 無料 無料
50枚～ 500枚 324円 300円
501枚～1,000枚 540円 500円
1,001枚～2,000枚 1,080円 700円
2,001枚～ 1,000枚毎432円加算 －

※窓口利用の枚数は持込・持帰りのいずれか多い枚数です。

□融資関係手数料 　（　）内は会員料金
融資証明書（農地転用使用含む） １通 3,240円
当金庫資格証明書 １通 1,080円
当金庫印鑑証明書 １通 1,080円
融資関係用紙代（手形・金銭消費貸借契約証書・各種契約書） １通 108円
一般当座貸越契約更新口座維持 都度 3,240円
大型カードローン更新口座維持 都度 3,240円
融資利息
証明発行

当金庫書式（定型） １通 432円（324円）
定型外・監査法人用 １通 1,080円（972円）

住宅借入金等特別控除制度用証明書（再発行含む） １通 432円
ローンカード再発行（紛失の場合） １件 1,080円（972円）
スペシャル･大型･事業者カードローンの再発行 １件 3,240円
割賦返済金明細書再発行 １件 216円
住宅ローン新規取扱（注1） １案件 43,200円

住宅ローン
条件変更等

期日前
完済

変動金利期間中 １件 5,400円
固定金利期間中 １件 32,400円

一部繰上
返済

変動金利期間中 都度 3,240円
固定金利期間中 都度 21,600円

金利条件　変動⇒固定　固定⇒固定 選択都度 5,400円
返済方法・その他条件変更 都度 3,240円

フラット35
Ａパターン １案件 融資額×2.10％
Ｂパターン １案件 43,200円
Ｃパターン １案件 43,200円

不動産担保
調査等

一般融資新規調査・設定 １案件 54,000円
追加設定・
極度増額

一般融資で貸出を伴うもの １件 54,000円
貸出を伴わないもの １件 21,600円

根抵当権の移転・譲渡 １件 21,600円
順位変更・債務者変更・その他変更 １件 21,600円
遠隔地担保調査（注2） １件 10,800円
一部抹消（根抵当権・普通抵当権） １件 10,800円

不動産担保抹消（根抵当権の全部抹消） １件 1,080円
（注1）平成28年4月1日以降、住宅ローンをお申込（仮審査申込含む）されたお客様が対象です。
（注2）遠隔地担保調査手数料は調査地が取扱店の管轄登記所・隣接登記所以外の場合です。

□給与振込手数料

当
金
庫
あ
て

同一店あて
５万円未満

無料
５万円以上

他店あて
５万円未満
５万円以上

他行庫あて
５万円未満 216円
５万円以上 216円
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□HB・FB振込手数料

当
金
庫
あ
て

同一店あて
５万円未満

無料５万円以上
会　　　員

他店あて
５万円未満 108円
５万円以上 216円
会　　　員 108円

他行庫あて
５万円未満 216円
５万円以上 432円
会　　　員 216円

※HB：ホームバンキング、FB：ファームバンキング

□HB・FB・法人IB月額基本料

アンサー契約
電話通知 無料
FAX通知 1,080円

FB・HB契約
資金移動 1,080円
データ伝送 3,240円

法人インターネット
バンキング

オンライン取引 1,080円
データ伝送 3,240円

※資金移動とデータ伝送両方ご契約の場合、データ伝送の金額となります。
※……法人インターネットバンキングでオンライン取引とデータ伝送両方ご契約の場合、データ伝送
の金額となります。
※基本料金は口座単位の金額です。

□金種指定払戻し手数料・大量硬貨入金手数料
区分 金種指定払戻し手数料※1 大量硬貨入金手数料※2

1枚～ 300枚 無料
無料

301枚～ 500枚 324円
501枚～1,000枚 540円 540円
1,001枚～2,000枚 1,080円 1,080円

2,001枚～ 1,000枚毎432円加算 1,000枚毎432円加算
※1：1万円券は枚数に含みません。
※2：事業性ではない入金の場合は、手数料はいただきません。

□保管手数料

夜間金庫

基本料金
（支払方法契約時に選択）

年額 51,840円
月額 4,320円

入金帳 １冊 5,400円

紛失
鍵 １個 5,400円
鞄 １個 5,400円

貸金庫

全自動式

特型 年額 38,880円
大 年額 30,456円
中 年額 22,680円
小 年額 16,200円

自動式
大 年額 21,600円
中 年額 16,200円
小 年額 10,800円

有人式
大 年額 16,200円
中 年額 10,800円
小 年額 7,560円

セーフティボックス（保護預り箱） 年額 12,960円

保護預り
基本料金 年額 1,944円
保護預り袋開封 １回 540円

国債保護預り 年額 無料

□代金取立手数料

交換所
扱い

東京手形交換所
即時入金 １件 無料
預り １件 216円

東京手形交換所以外 １件 756円
個別取立扱い １件 864円
取立手形組戻 １件 1,080円
送金・振込組戻 １件 864円
取立手形店頭呈示 交通費実費加算 864円
不渡手形返却 １件 1,080円
店頭返還 １件 3,240円
異議申立 １件 3,240円

□  テレホンバンキング、モバイルバンキング、 
インターネットバンキング振込手数料

当
金
庫
あ
て

同一店あて
５万円未満

無料５万円以上
会　　　員

他店あて
５万円未満 108円
５万円以上 216円
会　　　員 108円

他行庫あて
５万円未満 216円
５万円以上 432円
会　　　員 216円

□その他手数料 　（　）内は会員料金
マル専口座開設（当座預金） 都度 3,240円
マル専手形用紙代 １枚 864円
自己宛小切手（預金小切手） １枚 540円
小切手帳（50枚綴り） １冊 648円
約束手形（25枚綴り）・為替手形（25枚綴り） １冊 540円
署名判登録（手形・小切手面署名印刷サービス） １件 5,400円
署名判登録変更 １件 3,240円

再発行

通帳・証書
（紛失の場合） １件 1,080円（972円）

キャッシュカード
（紛失の場合） １件 1,080円（972円）

貸金庫カード １件 1,080円（972円）

残高証明書
当金庫書式（定型） １通 432円（324円）
定型外・監査法人用 １通 1,080円（972円）

取引明細書等 １枚 32円

自動
口座振替

Ｃ-ＮＥＴ
本支店あて １件 108円
他行庫あて １件 162円

庫内自振り １件 108円
学校自振り
（幼稚園・保育園等含む） １件 108円

データ変換
（給振・総振・口振）

紙ベース １回 2,160円
ＦＤベース １回 1,080円

個人データ開示手数料
基本項目 １通 1,080円
その他項目 １通 3,240円
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