
消費税率の変更に伴う手数料の改定について 
 

主 な 諸 手 数 料  等 

●振込手数料         ●口座振替手数料 

●ＡＴＭ利用手数料      ●各種証明書発行手数料 

●ローン・融資関係手数料   ●でんさい手数料 

●夜間金庫利用料       ●貸金庫使用料 

●両替手数料         ●代金取立手数料 

●インターネットバンキング手数料 

●手形・小切手等発行手数料   

●通帳・証書・カード再発行手数料 

●その他の手数料等 

 

 
 

 

 

 

平素は、東春信用金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、この度の消費税法の一部改正により、令和元年１０月１日から消費

税が８％から１０％に変更されることになりました。 

 これに伴い、消費税が課税される下記の諸手数料等についても新消費税率

（１０％）を適用させていただきますので、ご理解、ご協力をお願い申し上

げます。 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 



３万円未満 ３万円以上

　融資証明書発行       １１，０００円

消費税率の変更に伴い、令和1年10月1日より手数料が変更となります。

　５０百万円以上       ８８，０００円

　事業性証書貸付繰上返済手数料
　（全額・一部繰上）

　１件につき       　５，５００円

　その他手数料

　繰上返済以外の変更契約         ５，５００円

　証書貸付条件変更（平成29年1月4日から適用）         ５，５００円

　収益物件取扱手数料
　商品物件取扱手数料（R1.7.1～）
　（不動産担保調査手数料含む）

　３０百万円未満       ６６，０００円

　５０百万円未満       ７７，０００円

　全額繰上返済　（固定金利型)       ３３，０００円

　全額繰上返済　（変動金利型） 　　　　５，５００円

　住宅ローン繰上返済手数料

　一部繰上返済　（返済金額１００万円以上） 　　　　　　無　料

　一部繰上返済　（返済金額１００万円未満）         ５，５００円

　住宅ローン融資手数料
　事務手数料       ５５，０００円

　事務手数料（保留地ローン）       １１０，０００円　

　アパートローンおよび収益物件融資
　繰上返済手数料

　一部繰上返済       ２２，０００円

　全額繰上返済       ３３，０００円

　消費者カードローンカード 　　　　　　無　料
　カードローン

　事業者カードローンカード         １，１００円

　５０百万円以上       ５５，０００円

　追加設定・極度額変更・順位変更・債務者変更・債務者追加       ２２，０００円

      ３３，０００円

　５０百万円未満       ４４，０００円

融資関連手数料

　不動産担保調査（住宅ローン除く）

　３０百万円未満

　他金融機関発行の預金通帳・証書等の取立 　　　　　８８０円

　他所交換
  普　　通 　　　　　８８０円

  至　　急　（速 達 扱）

  本  支  店 　　　　　２２０円

　名古屋交換 　　　　　４４０円

代金取立手数料

　代金取立
　(割引手形取立・　譲渡担保手形取立を含む)

　当庫
  同一支店 　　　　　無　料

　他金融機関あて ４９５円 ７１５円

　当金庫本支店あて １６５円 ２７５円　為替自動振込
　(１件あたり）

　当金庫同一店内あて   ５５円   ５５円

３３０円 ５５０円

　　　１，１００円

　他金融機関あて

　窓口取扱　（電信扱・文書扱） ６６０円 ８８０円

　ＡＴＭ取扱（現金・カード） ４４０円 ６６０円

　ＥＢサービス

　ＥＢサービス １１０円 ２２０円

　ＡＴＭ取扱（現金・カード） １１０円 ２２０円　当金庫本支店あて

　窓口取扱 ３３０円 ５５０円

　ＥＢサービス 無　料 無　料

  カード 無　料 無　料
　ＡＴＭ取扱

  現　金 １１０円 ２２０円

　振込
　（１件あたり）

　当金庫同一店内あて

　窓口取扱 ２２０円 ４４０円

主 要 諸 手 数 料 一 覧 表
（手数料には消費税が含まれています)

振込手数料
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　EBサービス基本料金

　（月額）
　※振込には別途為替

　手数料が必要です。

　

　株式等払込手数料

　 払込金取扱総額に対して5,000万円以上 ２２０/１００，０００

　払込金取扱総額に対して5,000万円未満
　（但し、最低3,300円）

３３０/１００，０００

　　  　５５円

　振込用紙扱　他行あて 　  　２２０円

　フロッピー扱 (他行宛のみ) 　　  １１０円

　地方税取扱手数料　他金融機関に取次するもの（納付書1枚につき）　 　    ６６０円

　給与振込手数料

　振込用紙扱　本支店あて

　夜間金庫利用料
　夜間金庫利用料 （月額）　 　８，２５０円

　従量制料金 （入金取次帳　１冊）　 １６，５００円

　全自動型 （サイズ小）　 １１，０００円   ２，００１枚以上　

　全自動型 （サイズ中）　 １６，５００円

１，３２０円

　貸金庫使用料
　（年間）

　手動型　  ８，８００円 　１，５０１枚～２，０００枚　 １，７６０円

５００枚毎に
４４０円加算

　（＊）錦通支店におきましては、両替機を設置しておりますので窓口での
　　　　両替はお受けいたしません。何卒ご了承願います。
　　　　なお、手数料につきましては錦通支店にお問い合わせください。

　マル専当座口座開設  ３，３００円 　５０１枚 　～ １，０００枚　 　　８８０円

　マル専手形用紙 （１枚につき）　 　   ５５０円 　１，００１枚～１，５００枚

　　３３０円

　当座開設

　照会手数料 （当座・マル専当座開設）　 　   ２２０円 　５１枚　 　～　 ５００枚 　　４４０円

　当金庫所定以外用紙 　　８８０円 　上記以外のお客さま 　　３３０円

　監査法人調査 ２，２００円 　１１枚　 　～　 　５０枚

　　　無　料

　随時発行 　　４９５円

  両替手数料（＊）
　※硬貨(51枚以上)に
　よる入金・振込、およ
　び金種指定(11枚以
　上)の出金について
　も有料となります。

　１枚　～　１０枚

　当庫に口座をお持ち
　のお客さま

(１日１回限り)
　　　無　料

　取引履歴情報手数料　（１通（１枚）につき） 　　４４０円 　東春テレホン・サービス（通知） 　 　１，１００円

　残高証明書
　各種証明書

　定例発行 　　４９５円 　東春テレホン・サービス（照会） 　

  東春ＷＥＢ-ＦＢサービス 　２，２００円

　ローンカード再発行 １，１００円 　東春ファーム・ホームバンキング 　 　１，１００円

  口座振替手数料　(１件あたり)　 　　　５５円

　ＩＣキャッシュカード発行・更新 　　無　料   東春ＷＥＢバンキングサービス 　　　無　料

　署名判　　登録/変更 ３，３００円   個人情報開示手数料　 　　８８０円

　通帳・証書再発行

  不渡異議申立手数料　 ３，３００円

　摘要入力専用伝票 （一冊100枚） ５，５００円   送金・振込の組戻料 　　６６０円

　自己宛小切手発行 (１枚につき) 　 ５５０円

１，１００円

　為替手形帳 (一冊２５枚) 　 ５５０円   取立手形店頭呈示料 １，１００円

　不渡手形返却手数料 １，１００円

　約束手形帳 (一冊２５枚) 　 ５５０円   取立手形組戻手数料

　用紙交付料
　発行手数料

　小切手帳 (一冊５０枚) 　 ８８０円

　その他の諸手数料

　 ５５０円

　ＩＣキャッシュカード再発行　 １，１００円

１１０円

その他手数料

１１０円

　日曜日・祝日  ９：００ ～ ２１：００ １１０円 ２２０円 ２２０円 ２２０円

１１０円 無　料

１４：００ ～ ２１：００ １１０円 ２２０円 ２２０円 ２２０円

１１０円

　土曜日
 ９：００ ～ １４：００ 無　料 １１０円 １１０円

１１０円 無　料

１８：００ ～ ２１：００ １１０円 ２２０円 ２２０円 ２２０円

２２０円 ２２０円 １１０円

 ８：４５ ～ １８：００ 無　料 １１０円 １１０円

入金

　平　日

 ８：００ ～　 ８：４５

無　料

１１０円 ２２０円

ゆうちょ銀行キャッシュカード
提携クレジットカード

入金・出金
※本サービスで対象と ならない信金

ＡＴＭが一部ございます 払出

利用日 利用時間

当金庫
キャッシュカード

他信用金庫
キャッシュカード 提携金融機関

キャッシュカード

ＡＴＭ利用手数料
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