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手数料一覧 
 

  為替手数料 

  預金関連手数料 

  融資関連手数料 他 
 

 

 

各種手数料には消費税 10％相当額が含まれております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新の手数料一覧表は店頭・ホームページでご覧いただけます 

 

お問い合わせ先 

0120-60-1130 

【受付時間】平日 9:00～17:00 

https://www.aosyn.co.jp/ 
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①-１振込手数料 

振込の種類 金額区分 
手数料 

窓口利用 自動振込サービス 

当
金
庫
あ
て 

当店あて 
5万円未満 220円 

0円 
5万円以上 440円 

本支店あて 
5万円未満 330円 

5万円以上 550円 

FB ・ ファクシミリ ・ 

インターネットバンキング 

5万円未満 
0円  

5万円以上 

他
行
庫
あ
て 

電信扱い 
5万円未満 660円 330円 

5万円以上 880円 550円 

文書扱い 
5万円未満 660円  

5万円以上 880円  

FB ・ ファクシミリ ・ 

インターネットバンキング 

5万円未満 220円  

5万円以上 440円  

給
与
振
込 

(

他
行
庫
あ
て
） 

帳票扱い 330円 

FB ・ ファクシミリ ・ 

インターネットバンキング 
110円 

振込組戻 880円 

※ FB専用機・パソコンソフトによるファイル伝送サービス(総合振込）の他行庫あて手数料は金額に関係なく 330円です。 
 

①-2振込手数料（ATM） 

振込の種類 金額区分 

手数料 

現金 当金庫カード 他行庫カード 

当
金
庫
あ
て 

当店あて 
5万円未満 

0円 330円 
5万円以上 

本支店あて 
5万円未満 

5万円以上 

他行庫あて 
5万円未満 

660円 
390円 

660円 
5万円以上 550円 

※ 他行庫カードご利用の場合は別途手数料がかかる場合がございます。 
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②送金手数料 

他行庫あて 
普通扱い 至急扱い 

660円(送金小切手） 880円(電信送金) 

送金組戻 660円 

  

③外国送金関連手数料（消費税は非課税） 

送金組戻手数料 4,000円 

送金内容変更手数料 3,000円 

※ 上記のほか、お取引内容により別途手数料がかかる場合があります。 

※ 外国為替業務取扱終了に伴い、外国送金関連手数料は 2023年 4月 30日に廃止となります。 

 

④代金取立手数料 

（電子交換所）当金庫あて本支店（当店含む） 220円 

（電子交換所）他行庫あて 880円 

個別取立(電子交換所に不参加の金融機関あて含む) 1,100円 
  

不渡手形返却 

手形・小切手 1枚につき 880円 預り・取立手形組戻 

取立手形店頭呈示 

異議申立預託手続き 手形・小切手 1枚につき 1,100円 

  

⑤手形・小切手類手数料(署名判を含む） 

種類 内容 手数料 

当座小切手帳 1冊 50枚 3,300円 

約束手形帳 1冊 25枚 
1,650円 

為替手形帳 1冊 25枚 

マル専手形交付 1枚につき 
1,100円 

自己宛小切手 1枚につき 

署名判登録手数料 

署名判登録 
新規登録時 

1件 5,500円 
登録判変更時 
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⑥金種類指定払戻手数料・両替手数料 

種類 希望金種の枚数 手数料 

金種類指定払戻＊1、＊2 

窓口両替＊1,＊3 

1枚～100枚 550円 

101枚～500枚 880円 

501枚～1,000枚 1,100円 

1,001枚～ 1,000枚ごとに 1,100円加算 
 

窓口での各種交換＊4 

・旧貨幣、汚損・破損した現金の交換 

・同一金種の新券への交換 

・記念硬貨からの交換 

1枚～100枚 550円 

101枚～500枚 880円 

501枚～1,000枚 1,100円 

1,001枚～ 1,000枚ごとに 1,100円加算 
 

両替機 
1枚～500枚 300円 

501枚～ 500枚毎に 300円を加算 

＊1 ： 当金庫口座をお持ちのお客さまは一日 1回 100枚まで無料です。 

通帳(通帳アプリ)、証書、キャッシュカード等を窓口にご提示ください。 

＊2 ： 受付ごとの希望金種類指定払戻合計枚数により算定します。 

＊3 ： ご持参の現金金種、または両替後のご希望金種のうち多い方の枚数で算定します。 

＊4 ： 当金庫口座をお持ちのお客さまは無料です。通帳(通帳アプリ)、証書、キャッシュカード等を窓口にご提示ください。 

 

⑦硬貨取扱手数料 

種類 金種の枚数 手数料 

硬貨＊1、＊2 

1枚～50枚 無料（一日 1回まで） 

51枚～100枚 550円 

101枚～500枚 880円 

501枚～1,000枚 1,100円 

1,001枚～ 1,000枚ごとに 1,100円加算 

＊1 ： 当金庫口座をお持ちのお客さまは一日 1回 100枚まで無料です。 

通帳(通帳アプリ)、証書、キャッシュカード等を窓口にご提示ください。 

＊2 ： 口座入金のほか、定期預金の預入、振込、納税、各種料金の収納等を硬貨で行う場合も、硬貨の枚数に応じて手数

料が必要となります。（お取引内容によっては別途、振込手数料や地方税取扱手数料が必要となります。） 

手数料は計数する硬貨とは別にご用意ください。 

 

⑧地方税取扱手数料 

種類 内容 手数料 

当金庫が取扱金融機関に 

指定されていない税金納付 
1件につき 880円 
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⑨再発行手数料(喪失に伴う場合) 

種類 内容 手数料 

通帳・証書 1冊・枚 

1,100円 

キャッシュカード 

1枚 

個人インターネットバンキング画像認証カード 

法人インターネットバンキングお客様カード 

ローンカード 

融資金ご返済予定表 

その他再発行手数料 
 

⑩証明書発行手数料（残高・支払利息・住宅取得控除・その他） 

種類 内容 手数料 

定例発行証明書 1通 550円 

都度発行証明書
＊2 1通 1,650円 

個別発行証明書＊1・2 1通 2,750円 

＊1 ： お客さまの指定書式による証明書発行が対象となります。 

     （例：監査法人や信託銀行からの指定文書への記載等、店頭設置機器での発行ができない証明書） 

＊2 ： 都度発行証明書、個別発行証明書の郵送返却には別途 550円の手数料がかかります。 

※ 過去 10年を超えるお取引の証明書発行はできません。 

 

⑪お客さまの依頼に基づく書類発行手数料 

種類 内容 手数料 

移動元帳(預金・融資）の写し 

発行依頼書１枚につき 550円 伝票の写し 

その他 

※ 発行した書類の郵送返却には別途 550円の手数料がかかります。 

※ 過去 10年を超えるお取引の証明書発行はできません。 

 

⑫取次帳発行手数料 

種類 内容 手数料 

入金帳・振込帳・代金取立帳 1冊 550円 

※ 発行後 1年間経過した取次帳は使用できません。 

※ 当座預金入金帳は対象外です。 
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⑬ホットラインサービス 

種類 内容 手数料 

個人インターネットバンキング 
＊1 月額 0円 

法人インターネットバンキング ＊2 

月額 2,200円 
ファクシミリ振込サービス 

アンサー通知・資金移動サービス 

データ伝送サービス 

登録振込サービス 月額 4,400円 

登録振込依頼書追加発行手数料 1件につき 440円 

＊1 ： 画像認証カードの再発行には再発行手数料として 1,100円必要となります。 

＊2 ： お客様カードの再発行には再発行手数料として 1,100円必要となります。 

 

⑭貸金庫・夜間金庫 

種類 内容 手数料 

貸金庫 

A 13,200円 

B 19,800円 

C 26,400円 

夜間金庫 
基本手数料 年間 66,000円 

専用入金帳 1冊 50枚 7,700円 

   

⑮個人情報保護法に基づく開示請求手数料 

開示を依頼する情報 内容 手数料 

氏名、住所、電話番号、生年月日 左記一括 550円 

科目、口座番号、取引残高 特定日毎 550円 

取引履歴 1 ヶ月分＊1 550円 

上記以外の情報 1項目毎 2,200円 

＊1 ： 期間は歴月ベースで計算します。 

 

⑯その他諸手数料 

種類 内容 手数料 

マル専口座開設 開設の都度 3,300円 

株式払込 
1,000万円未満 22,000円 

1,000万円以上 払込金×0.330％ 

決済用預金に係わる変更手続 1件につき 1,100円 

有通帳変更（再変更） 1件につき 1,100円 
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⑰ATM利用手数料   

カードの種類 利用時間 手数料 

当金庫カード 

（入金） 

平日 

すべて 0円 

土曜日 

日曜・祝日 

（出金） 

平日 

土曜日 

日曜・祝日 稼働時間内 110円 

他信用金庫カード 

（入出金） 

平日 
8：45～18：00 0円 

8：45までと 18：00以降 110円 

土曜日 
稼働時間内 110円 

日曜・祝日 

都市銀行 信託銀行 

地方銀行 農協カード 

（出金） 

平日 
8：45～18：00 110円 

8：45までと 18：00以降 220円 

土曜日 
稼働時間内 220円 

日曜・祝日 

第二地銀 信用組合 

労働金庫 イオン銀行 

ゆうちょ銀行カード
＊1、2 

（入出金） 

平日 
8：45～18：00 110円 

8：45までと 18：00以降 220円 

土曜日 
稼働時間内 220円 

日曜・祝日 

クレジットカード
＊3 

（出金） 

平日 
8：00～18：00 0円 

18：00以降 110円 

土曜日 
14：00まで 0円 

14：00以降 110円 

日曜・祝日 稼働時間内 110円 

＊1 ： 一部、入金のお取り扱いができない金融機関もございます。 

＊2 ： ゆうちょ銀行カードの土曜日 9：00～14：00は手数料 110円です。 

＊3 ： 手数料無料のクレジットカード会社もございます。 
 
※ １２月３１日～１月３日は曜日にかかわらず、日曜・祝日の扱いとなります。  
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⑱-1融資関連手数料 

種類 内容 手数料 

住
宅
ロ
ー
ン
関
連 

全額繰上返済 

（変動金利適用） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 
11,000円 

全額繰上返済
＊1

 

（固定金利適用） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 500万円未満 
33,000円 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高500万円以上1,000万円未満 
44,000円 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 1,000万円以上 
55,000円 

一部繰上返済 
割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 
11,000円 

返済方法の変更 

(住宅ローン再選択・条件変更等） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 
5,500円 

事
務
取
扱
手
数
料 

無保証住宅ローン 

55,000円 しんきん保証基金保証付住宅ローン 

MG保証㈱保証付住宅ローン 

MG保証㈱保証付住宅ローンプラス ご融資金額×1.10％ 

あおしん「フラット 35」 55,000円 

＊1 ： 2006（平成 18）年 4月 1日以降に借入または特約期間終了による再選択をされた方。 
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⑱-2融資関連手数料 

種類 内容 手数料 

プ
ロ
パ
ー
融
資
（
証
書
貸
付
）割
賦
返
済 

※ 

全額繰上返済 

（変動金利適用） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上経過で 

残高 100万円以上 
11,000円 

全額繰上返済 

（固定金利適用） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上経過で 

残高 100万円以上 500万円未満 
33,000円 

割賦返済実績 12 ヶ月以上経過で 

残高 500万円以上 1,000万円未満 
44,000円 

割賦返済実績 12 ヶ月以上経過で 

残高 1,000万円以上 
55,000円 

一部繰上返済 
割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 
11,000円 

返済方法の変更 

（条件変更等） 

割賦返済実績 12 ヶ月以上 

経過で残高 100万円以上 
5,500円 

不
動
産
担
保
関
連 

不動産担保事務（設定額 5,000万円未満） 一設定につき 33,000円 

不動産担保事務（設定額 5,000万円以上） 一設定につき 55,000円 

不動産担保事務（追加担保、債務者追加、

極度額変更等、担保に変更がある場合） 
一設定につき 11,000円 

不動産担保案件取下げ 一案件 16,500円 

担保抹消事務（抹消書類取寄せ手数料） 1回の抹消につき 5,500円 

担保抹消同行 
営業区域内 11,000円 

営業区域外 33,000円 

融資新規実行事務手数料 
借入金額 100万円以上かつ借入期間が 

1ヶ月を超える手形貸付・証書貸付 
550円 

融資取引に係わる証明書等発行手数料 5,500円 

※ プロパー融資（証書貸付）割賦返済とは、当金庫独自融資の内、保証協会保証付や保証会社保証付（個人ローンを含む）

を除くものをいう。 

※ 2013（平成 25）年 4月 1日以降に借入され、保証会社等の保証付を除くプロパー融資の割賦返済で、割賦返済実績が 

12 ヶ月以上経過し、現在融資残高 100万円以上が対象。 
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⑲「でんさいネット」サービス関連手数料 

基本手数料 

  パソコンによるお取扱い
＊1

 書面によるお取扱い 

月額基本手数料 0円 1,100円 

＊1 ： 法人インターネットバンキングサービスのご契約が必要です。（別途月額手数料が必要です） 

各種取引手数料（１件あたり） 

  パソコンによるお取扱い 書面によるお取扱い
＊2

 

発生記録 330円 660円 

譲渡記録
＊3

 220円 440円 

分割譲渡記録＊3 330円 660円 

変更記録
＊4

 220円 440円 

変更記録
＊5

 - 2,200円 

支払等記録 

（口座間送金決済以外） 
220円 440円 

通常開示請求 - 1,100円 

特例開示請求 - 3,300円 

残高証明書（都度） - 4,400円 

残高証明書（定例） - 1,650円 

貸倒引当金繰入 

事由に係る証明書 
- 1,650円 

支払不能情報照会 - 3,300円 

特定記録機関 

変更記録 
- 4,400円 

特定記録機関変更記録に伴う

開示内容の記録 
- 330円 

中小企業倒産防止共済制度に係る証明書発行請求 

(取引停止処分証明依頼) - 

1,100円 

（災害による支払不能証明依頼） - 

＊2 ： 「書面によるお取扱い」手数料につきましては、お取引の都度、お支払いいただきます。 

＊3 ： 当庫が「でんさい」を割引く場合、「でんさい」1件ごとに譲渡記録取引の手数料をいただきます。全て書面によるお取 

扱いとなり、全額譲渡の場合、「でんさい」1件あたり 440円、一部分割譲渡の場合、「でんさい」1件あたり 660円の 

手数料をお支払いいただきます。 

＊4 ： 発生記録以外の記録がされていない電子記録債権の変更記録請求の場合。 

＊5 ： 発生記録以外の記録がされている電子記録債権の変更記録請求の場合。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


