
1/4 

 

 

 

令和 1 年 9 月 

お客様 各位 

三条信用金庫 

 

消費税率引上げに伴う手数料等改定のお知らせ 

 

 当金庫は、令和 1 年 10 月 1 日からの消費税率引上げに伴い、各種商品・サービ

ス等にかかる料金・手数料につきまして、下記のとおり改定させていただきます

のでお知らせいたします。 

 お客様には何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

記  
１．改定事由 

  消費税法の改正により、令和 1 年 10 月 1 日より消費税率が 8％から 10％に

引上げられるため、手数料等について改定させていただきます。 

 

２．改定日 

  令和 1 年 10 月 1 日取扱い分より 

 

３．改定内容 

  各種商品・サービス等にかかる消費税込みの手数料等の金額を改定させてい

ただきます。今回の改定は消費税率の変更分を反映させていただくものであ

り、税抜価格の変更はございません。 

 

４．その他 

  ご不明な点などございましたら、最寄りのお取引店または次の連絡先までお

問い合わせください。 

  

   【お客様相談室】 

     フリーダイヤル 0120-31-3534 

     受付時間    平日 9：00～17：00 

以上 
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各種手数料のお知らせ 
いつも「さんしん」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当金庫では、各種手数料を下記のとおりとさせていただいております。 

 

令和１年１０月１日現在 

■振込手数料（１件につき） 

               振込金額 

振込先 
３万円未満 ３万円以上 

当金庫宛 

同一店宛 
ＡＴＭ利用 

キャッシュカード    １１０円    １１０円 

現 金    １１０円    １１０円 

窓口利用    ２２０円    ４４０円 

本支店宛 
ＡＴＭ利用 

キャッシュカード    １１０円    ２７５円 

現 金    １１０円    ３３０円 

窓口利用    ３３０円    ５５０円 

県内信金あて 
ＡＴＭ利用 

キャッシュカード    １１０円    ２７５円 

現 金    １１０円    ３３０円 

窓口利用    ３３０円    ５５０円 

他行あて 

（県内信金以外） 

ＡＴＭ利用 
キャッシュカード    ３３０円    ５５０円 

現 金    ４４０円    ６６０円 

窓口利用    ６６０円    ８８０円 

●会員の特例 ※下記当金庫会員の振込手数料を参照ください 

●ＡＴＭによる振込は、平日 8：00～8：45 および 18：00 以降、土曜日は 14：00 以降、

日曜、祝日にご利用の場合は、振込手数料とは別に１件につき１１０円の時間外手数料

が掛かります。 

 

 

■当金庫会員振込手数料（１件につき） 

               振込金額 

振込先 
３万円未満 ３万円以上 

当金庫宛 

同一店宛 
ＡＴＭ利用 

キャッシュカード       無料     無料 

現 金   １１０円  １１０円 

窓口利用   ２２０円   ２２０円 

本支店宛 

ＡＴＭ利用 
キャッシュカード   １１０円  ２２０円 

現 金   １１０円  ３３０円 

窓口利用（注）   ３３０円 
  ５５０円 

  （３３０円） 

県内信金あて 
ＡＴＭ利用 

キャッシュカード   １１０円  ２２０円 

現 金  １１０円  ３３０円 

窓口利用  ３３０円  ５５０円 

他行あて 

（県内信金以外） 

ＡＴＭ利用 
キャッシュカード  ３３０円  ５５０円 

現 金  ４４０円  ６６０円 

窓口利用  ６６０円  ８８０円 

●ＡＴＭによる振込は、平日 8：00～8：45 および 18：00 以降、土曜日は 14：00 以降、

日曜、祝日にご利用の場合は、振込手数料とは別に１件につき１１０円の時間外手数料

が掛かります。 

  （注）同一交換地域の当金庫本支店宛振込で窓口利用３万円以上の場合、括弧内の手数料

となります。 
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■取立手数料(同一手形交換所内) （１通につき） 

内 容 種  類 金 額 

取立手数料 
割引手形・担保手形 ２２０円 

代金取立手形・受入証券 １１０円 

不渡手形返却料 割引手形  ・担保手形 

代金取立手形・受入証券 
６６０円 

取立手形組戻料 

 

 

■取立手数料(異なる手形交換所間) （１通につき） 

内 容 種  類 金 額 

取立手数料 

本支店宛  ・指定地域宛（※） ４４０円 

他行宛 普通扱 ６６０円 

他行宛 至急扱 ８８０円 

不渡手形返却料 割引手形  ・担保手形 

代金取立手形・受入証券 
６６０円 

取立手形組戻料 

※指定地域：新潟県内、東京手形交換所、大阪、名古屋、横浜、札幌、

群馬中央、会津若松、富山の各手形交換所 

 

 

■手形小切手帳発行手数料（１冊につき） 

内 容 単  位 金 額 

小切手帳 １冊５０枚 ６６０円 

約束手形帳 １冊５０枚 ８８０円 

為替手形帳 １冊２５枚 ４４０円 

●署名鑑登録手形、小切手帳は各１１０円増となります。 

 

 

■残高証明書・各種証明書（１通につき） 

 金 額 

残高証明書 

都度申込による窓口発行 ５５０円 

継続発行（登録方式） ３３０円 

制定外書式による発行 ６６０円 

監査人からの制定外書式による発行 ２，２００円 

利息支払証明書等融資関係証明書 ５５０円 

融資証明書 ５，５００円 

当座照合表（定例発行分は除く）、預金取引明細照会

票、利息証明書等の各種照会票、証明書 
５５０円 

国民年金保険料口座振替引落確認のための預金取引

明細表（受付日より過去１０年間分） 
          無料 

 

 

■税金等納付手数料（１通につき） 

内    容 金 額 

国税、新潟県内の地方税・水道料金等 無料  

新潟県外の地方税・水道料金等（※） ４４０円 

    ※同一先への納付は、１通とします。 
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■窓口両替手数料（１回につき） 

両替枚数（紙幣・硬貨の合計枚数） 手数料金額 

１枚  ～    ４９枚 無 料  

５０枚  ～   ３００枚 １１０円 

３０１枚  ～   ５００枚 ２２０円 

５０１枚  ～ １，０００枚 ３３０円 

１，００１枚  ～ ２，０００枚 ６６０円 

２，００１枚  ～        

（１，０００枚未満の端数は１，０００枚単位切上げ） 

１，０００枚毎に 

３３０円加算 

●両替枚数は「お客様のご持参枚数合計」または「お客様のご希望枚数合計」の 

いずれか多い方の枚数とさせていただきます。 

●「汚損した現金・記念貨」、「同一の金種での交換」の両替は無料です。 

●金種を指定した窓口での事業性のご預金の払出し（金種指定支払い）については、

お取扱い枚数（１万円券はお取扱い枚数から除きます）に応じて、上記「窓口両替

手数料」を頂戴いたします。但し、給与・賞与の金種指定払出しは対象外になりま

す。 

 

 

■両替機利用手数料（１回につき） 

両替枚数（紙幣・硬貨の合計枚数） 手数料金額 

１枚  ～    ４９枚 ※１００円  

５０枚  ～   ５００枚 １００円 

     ５０１枚  ～ １，０００枚 ２００円 

１，００１枚  ～ １，６００枚 ３００円 

    ※利用枚数が４９枚以下の両替は、「当金庫のキャッシュカード」を使用することに

より、１人１日１回は無料です。（２回目以降は有料となります） 

 

 

■硬貨入金手数料（１回につき） 

入金枚数（硬貨の合計枚数） 手数料金額 

５００枚以下 無料 

５０１枚  ～ １，０００枚 ３３０円 

１，００１枚  ～ ２，０００枚 ６６０円 

２，００１枚  ～  

 ６６０円に 

１，０００枚毎に

３３０円加算 

   ●窓口および集金扱いで、入金口座が複数の場合も枚数は合算して１回とさせてい

ただきます。 

   ●個人消費者のご入金は無料です。 

 

・上記手数料には消費税が含まれております。 

・他の各種手数料や詳細につきましては店頭までお問い合わせください。 

 


