
各種手数料一覧（２０１９年８月２９日現在） 

 

■法人・個人事業主のお客さま用 

 

○振込手数料                                       (税込) 

 
変更前 

（２０１９年９月３０日迄） 

変更後 

（２０１９年１０月１日以降） 

振込方法 振込金額 当行宛 他行宛 振込金額 当行宛 他行宛 

ATM 

（当行ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ） 
－ 無料 ２１６円  無料 ２２０円 

ATM 

（現金）※６ 

５万円未満 ２１６円 ４３２円 ５万円未満 ２２０円 ４４０円 

５万円以上 ４３２円 ６４８円 ５万円以上 ４４０円 ６６０円 

(※６)現金による振込は一部 ATM での取扱いとなります。また、現金での振込限度額は１０万円となります。 

(注)店舗では、原則振込を受付しませんが、やむを得ず、取扱う場合には、ATM (現金)の手数料額+２２０円 

(税込)が手数料額となります。 

 

○振込関連手数料                                     (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

振込組戻手数料 

振込変更手数料 
６４８円 ６６０円 

 

○当行 ATM 利用手数料                                  (税込) 

ご利用カード ご利用時間帯 変更前 変更後 

ｲｵﾝﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞ 終日 無料 無料 ※７ 

(※７)他行宛の振込には別途手数料がかかります。 

(注)ご利用いただけるその他提携金融機関カードの時間帯、手数料、サービス内容などは、それぞれ異なります。 

当該提携金融機関にお問い合わせいただくか、ATM の画面でご確認ください。 

 

○カード関連手数料                                    (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

ｲｵﾝﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞ発行手数料 無料 無料 

代理人ｶｰﾄﾞ発行手数料 無料 無料 

ｲｵﾝﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞ再発行手数料 １，０８０円 １，１００円 

代理人ｶｰﾄﾞ再発行手数料 １，０８０円 １，１００円 

(注)磁気・IC チップ不良・氏名変更(口座名義人の氏名変更)・券面磨耗によるｲｵﾝﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞ再発行手数料は 

無料となります。 

  



○証明書発行手数料                                                                        (税込) 

手数料種類 発行書式 変更前 変更後 

残高証明書 

定例発行 ３２４円 ３３０円 

個別発行 ７５６円 ７７０円 

英文 １，６２０円 １，６５０円 

お客さま等ご指定書式 １，６２０円 １，６５０円 

履歴証明書 
個別発行 １，６２０円 １，６５０円 

お客さま等ご指定書式 ５，４００円 ５，５００円 

取引明細証明書 当行所定 ４３２円／通 ４４０円／通 

お取引明細書 当行所定 無料 無料 

 

○ローン手数料                                                                            (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

ﾛｰﾝ取扱手数料 無料 無料 

金利変更手数料 無料 無料 

一部繰上返済手数料 無料 無料 

全額繰上返済手数料 無料 無料 

その他条件変更手数料 無料 無料 

融資返済予定表再発行手数料 無料 無料 

代金取立手数料 

当所・他所 

(本支店あり・なし) 
６４８円 ６６０円 

他所至急 １，０８０円 １，１００円 

 

○不動産調査手数料                                                                        (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

本登記 無料 無料 

仮登記(含む保留) 無料 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ファームバンキングサービス 

(１)汎用コンピューター利用の場合                                                           (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

初期契約料 １０８，０００円 １１０，０００円 

照

会

サ

ー

ビ

ス 

月額基本料 ２１，６００円 ２２，０００円 

従

量

料

金 

月間 1 件～1,000 件未満 ５，４００円 ５，５００円 

月間 1,000 件～3,000 件未満 １０，８００円 １１，０００円 

月間 3,000 件～5,000 件未満 １６，２００円 １６，５００円 

月間 5,000 件以上 ２１，６００円 ２２，０００円 

資金移動サービス(月額基本料金) １０，８００円 １１，０００円 

 

(２)パソコン                                                                               (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

初期契約料 ５４，０００円 ５５，０００円 

照

会

サ

ー

ビ

ス 

月額基本料 １０，８００円 １１，０００円 

従

量

料

金 

月間 1 件～1,000 件未満 ５，４００円 ５，５００円 

月間 1,000 件～3,000 件未満 １０，８００円 １１，０００円 

月間 3,000 件～5,000 件未満 １６，２００円 １６，５００円 

月間 5,000 件以上 ２１，６００円 ２２，０００円 

資金移動サービス(月額基本料金) １０，８００円 １１，０００円 

 

(３)振込手数料                                       (税込) 

 変更前 変更後 

振込方法 振込金額 
当行宛 

他行宛 振込金額 
当行宛 

他行宛 
同一支店 本支店 同一支店 本支店 

総合振込 

振込振替 

５万円未満 １０８円 ２１６円 ５４０円 ５万円未満 １１０円 ２２０円 ５５０円 

５万円以上 ２１６円 ４３２円 ７５６円 ５万円以上 ２２０円 ４４０円 ７７０円 

給与振込 － １０８円 １０８円 ３２４円 － １１０円 １１０円 ３３０円 

 

 

 

 

 

 

 



○入金照合サービス                                                                        (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

初期手数料 １０８，０００円 １１０，０００円 

月額基本料 １０８，０００円 １１０，０００円 

月額専用口座使用料 １口座あたり３円    １口座あたり３円 ※７ 

(※７)月額専用口座使用料は利用口座数×３円×消費税１０％ 

 

○イオン銀行ビジネスネットサービス 

(１)基本手数料                                                                             (税込) 

手数料種類 変更前 変更後 

初期契約料 無料 無料 

月額利用料 ２，１６０円 ２，２００円 

 

(２)振込手数料                                       (税込) 

 変更前 変更後 

振込方法 振込金額 
当行宛 

他行宛 振込金額 
当行宛 

他行宛 
同一支店 本支店 同一支店 本支店 

総合振込 

振込振替 

５万円未満 無料 無料 ２１６円 ５万円未満 無料 無料 ２２０円 

５万円以上 無料 無料 ４３２円 ５万円以上 無料 無料 ４４０円 

給与振込 － 無料 無料 ２１６円 － 無料 無料 ２２０円 

 

○その他 

当行が定める上記に記載のない他手数料についても、２０１９年１０月１日以降は消費税率を一律１０％ 

といたします。 

 

以 上 


