
【 平成２ ６ 年４ 月改定版】

手数料のご案内

（ 平成26年4月1日現在）



　為替手数料
振込手数料 宛て先等

当組合あて 自店あて

他店あて

他行あて 文書扱い　(注1)

電信扱い

組合員優遇〔電信扱い〕

視覚障がい または 当組合あて 自店あて

その他の障がいを 他店あて

お持ちの方の振込手数料 他行あて

ＡＴＭ振込手数料　(注2) 当組合あて 自店あて

他店あて

他行あて

給与振込手数料 当組合あて 自店あて

他店あて

他行あて 電信(フリコミ・サキフリ)扱い

定額自動送金手数料 当組合あて 自店あて

他店あて

他行あて

個人向け 当組合あて 自店あて

インターネットバンキング・ 他店あて

モバイルバンキング振込手数料 他行あて

法人向け 当組合あて 自店あて

インターネットバンキング 他店あて

振込手数料 他行あて

法人向け 当組合あて 自店あて

インターネットバンキング 他店あて

データ伝送振込手数料 他行あて

代金取立手数料 支払場所 取立区分

同地扱い 自店あて

(同一手形交換所内) 当組合本支店あて

他行あて

隔地扱い 他行あて普通扱い

(同一手形交換所外) 他行あて至急扱い

その他手数料 振込の組戻し料/取立手形組戻し料/

取立手形店頭提示料/不渡手形返却料

  諸取扱手数料
当座預金関連 一般口座 小切手帳  1冊50枚

約束手形帳/為替手形帳  1冊25枚

マル専口座 口座開設手数料  1口座

マル専手形用紙代  1枚

自己宛小切手発行手数料  1枚

通帳・カード・証書等再発行手数料  1件

出資証券喪失再発行手数料  1通 

残高証明書等発行手数料 融資証明 証明金額5千万円以下  1通 

証明金額5千万円超 1億円以下  1通

証明金額1億円超    2億円以下  1通 

証明金額2億円超  1通

支払利息証明  1通

残高証明 当組合所定様式の証明  1通

住宅資金の年末残高証明  1通

当組合所定様式以外の証明  1通

324円   
3,240円   

5,400円   
10,800円   
21,600円   
32,400円   

540円   
540円   

540円   
3,240円   

540円   
540円   

2,160円   
2,160円   

216円

割引手形･担保手形

864円   

216円
648円 648円
864円 －

1,080円

無　料

216円

324円 108円
648円 432円
ご入金

無　料 216円
216円

無　料

432円 324円

無　料

432円 324円

無　料

648円 432円
108円
216円
432円

無　料

432円 324円

無　料

432円 324円

648円 432円
756円 540円
648円 432円

振込金額 3万円以上 3万円未満

324円 216円
432円 216円



  諸取扱手数料(続き)

取引履歴発行手数料  1口座 216円   

債務保証書発行手数料  1通 1,080円   
個人情報 取引履歴に関する情報を含まない開示請求  1回 1,080円   

開示手数料 取引履歴に関する情報を含む開示請求  1回 1,620円   
夜間金庫利用手数料  1ヵ月 6,480円   
貸金庫使用料　(注3) Ⅰ （ 6ｃｍ×26ｃｍ×45ｃｍ）  年間 7,020円   

Ⅱ (12ｃｍ×26ｃｍ×45ｃｍ）  年間 14,040円   
Ⅲ (18ｃｍ×26ｃｍ×45ｃｍ）  年間 21,060円   
Ⅳ （24ｃｍ×26ｃｍ×45ｃｍ）  年間 28,080円   

個人向けインターネットバンキング・モバイルバンキング利用手数料  年間 　１契約当り 1,296円   

法人向けインターネットバンキング 照会・振込(振替)  1ヵ月 　１契約当り 1,080円   
利用手数料 照会・振込(振替)・データ伝送  1ヵ月 　１契約当り 3,240円   

でんさいサービス 当組合あて 他行あて

発生記録手数料  1件 324円 　 648円 　
譲渡記録手数料  1件 324円 　 648円 　

株式・出資払込手数料 払込総額5千万円未満  1件

払込総額5千万円以上  1件

窓口両替手数料 紙幣・硬貨枚数 　     1枚 ～    50枚  1回 無    料   

      51枚 ～  300枚  1回 108円 　
　　301枚 ～  500枚  1回 216円 　
　  501枚 ～1,000枚  1回 324円 　
　1,001枚 ～  1回

両替機 一般の両替 当組合のｷｬｯｼｭ

利用手数料 ｶｰﾄﾞによる両替

紙幣・硬貨指定枚数 　     1枚 ～    50枚  1回 100円　 無料(１日１回のみ)

      51枚 ～  500枚  1回 100円　
　  501枚 ～1,000枚  1回 200円　
　1,001枚 ～1,500枚  1回 300円　

融資繰上げ返済 消費者ローン 一部繰上げ返済  1回 5,400円   

手数料 全額繰上げ返済 5,400円   

住宅ローン 一部繰上げ返済  1回 10,800円   
全額繰上げ返済 10,800円   

うち固定金利・変動金利 一部繰上げ返済  1回 54,000円   

選択型で固定金利適用中 全額繰上げ返済 54,000円   
融資条件変更 住宅ローン、 金利引下げ／期間延長／

手数料 収益物件融資、 住宅ローン見直し手数料  1回 5,400円   

マイライフローン等 固定金利切替手数料　（注4）

担保事務取扱   資金使途（調査対象土地面積） 近隣地区 遠隔地

手数料 (根)抵当権の新規設定 保証会社の保証付き住宅ローン  1取引 54,000円   64,800円   
(根)抵当権の追加設定 その他非事業性資金  1取引 21,600円   32,400円   
根抵当権の譲受  事業性資金（1,000㎡未満）  1取引 43,200円   54,000円   

 事業性資金（1,000㎡以上）  1取引 54,000円   64,800円   
根抵当権の極度変更/一部解除

(根)抵当権の順位変更

注1：他行あて振込の文書扱いは、付帯物件付きの振込と国庫金振込および公金振込を対象としています。

注2：ＡＴＭ振込は、カードのみの取扱いです。現金扱いでは取扱いできません。

注3：貸金庫使用料は、本店営業部のものを記載しています。

注4：固定金利切替手数料は、固定金利・変動金利選択型住宅ローンで固定金利に切り替える場合を対象としてます。

※各手数料は、消費税相当額を含んでいます。　　詳しくは窓口にてお問い合わせください。

払込総額×3÷1,000×1.08
払込総額×2÷1,000×1.08

 500枚ごとに324円加算

 1取引 21,600円   21,600円   



　ATM利用手数料① 当組合のＡＴＭをご利用の場合

ご利用カード 広島銀行 ゆうちょ銀行 その他

(通帳) カード カード カード

取引 引き出し 引き出し 引き出し 引き出し 引き出し

振込 振込 振込 振込

ご利用時間帯 預け入れ 預け入れ 預け入れ 預け入れ(注)

平     日   8:00 ～  8:45 108円
  8:45 ～18:00 無 料 無 料 108円 無 料 108円 108円
18:00 ～20:00 108円 216円 108円 216円 216円
20:00 ～21:00

土 曜 日   9:00 ～14:00 無 料 無 料 108円
14:00 ～17:00 108円 108円 216円

日曜日･祝日   9:00 ～17:00 108円 無 料 108円 216円 108円 216円 216円
※上記のご利用時間帯は、最長稼働ＡＴＭで記載しており、キャッシュコーナーによって異なる場合があります。

※共同出張所では、シシンヨーカード・通帳による“預け入れ”はできません。

 （一部の共同出張所では入金ネット提携金融機関としてカード入金が可能ですが、手数料が必要となります。）

※シシンヨー通帳での取引は、“預け入れ”と“通帳記帳”のみとなります。

※残高照会、暗証番号の変更、通帳記帳は無料でご利用いただけます。

※“振込”ではＡＴＭ振込手数料が別途必要です。この手数料は為替手数料欄に記載しています。

注 他行カードによる“預け入れ”は入金ネット提携金融機関(信用組合、第二地方銀行、信用金庫、労働金庫)に

　　限ります。（もみじ銀行(第二地方銀行)は提携外となっています。）

　ATM利用手数料② コンビニ等に設置されている他行ＡＴＭをご利用の場合

利用ＡＴＭ

お取引
ご利用時間帯

平     日   7:00 ～  8:00
  8:00 ～  8:45
  8:45 ～18:00
18:00 ～20:00
20:00 ～21:00
21:00 ～22:00

土 曜 日   8:00 ～  9:00
  9:00 ～14:00
14:00 ～17:00
17:00 ～19:00

日曜・祝日   8:00 ～　9:00
  9:00 ～17:00
 17:00 ～19:00 

※セブン銀行、イオン銀行のＡＴＭでは、法人カードはご利用できません。

※ビューカードのＡＴＭ(エキナカＡＴＭ「ＶＩＥＷ ＡＬＬＴＥ」)では、法人カード、ローンカードはご利用できません。

　 同ＡＴＭでの総合口座の当座貸越は、定期預金極度内でご利用いただけます。

（平成26年4月1日現在）

216円

216円

108円

108円

108円
216円

無 料

無 料 108円

216円

216円

108円

ビューカードのＡＴＭ

引き出し

108円

216円

引き出し 引き出し

預け入れ 振込

108円
216円

無 料 216円 108円 216円

セブン銀行のＡＴＭ イオン銀行のＡＴＭ

シシンヨー 信用組合提携カード

カード/通帳 （しんくみお得ねっと）

無 料

108円
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