
商品概要説明書   ２０２３年３月１日現在 

 各種手数料等 

１． 内国為替手数料 

（１口または１通につき） 

（１）振込手数料 

（２）送金手数料 

（３）取立手数料（電子交換） 

（４）店頭小切手入金手数料 

（電子交換） 

（５）給与振込手数料 

（６）特殊扱手数料 

２． 外国為替手数料 （１口につき） 

（１）送金手数料 

（２）電信料金 

（３）その他の手数料 

３．その他各種手数料・代金 

(１枚または１通または１件につき) 

（１）発行手数料 

（２）再発行手数料 

（３）小切手用紙・手形用紙代金 

（４）手形・小切手署名判印刷サービス 

金額には、消費税１０％が含まれています 

※1つの店舗に複数の拠点が同居する店舗内店舗間のお振り込みは同一店内あてとしてお取り扱いいたします 

当行本支店あて  …４４０円 

他行あて 普通扱(送金小切手) …６６０円 

取立手形  …４４０円 

当行の小切手  …無  料 

他金融機関の小切手  …４４０円 

他行あて  …４４０円（愛知銀行あては無料） 

他行あて（ＥＢ扱）    …１６５円（愛知銀行あては無料） 

・送金・振込の組戻料  …１，１００円 

・不渡手形返却料  …１，１００円 

・取立手形組戻料  …１，１００円（但し、受託店あてに発送済の場合に限ります） 

・取立手形店頭提示料  …１，１００円 

 （ただし、受託銀行が遠隔地の店舗へ店頭提示して取立てる場合とします） 

＊ 取立費用が１，０００円以上のときは実費＋消費税１０％相当額をいただきます 

・その他特殊手数料    …実費＋消費税１０％相当額 

外国為替に係る手数料は、消費税の対象外です 

電信送金   …２，５００円 

電信送金  …２，０００円 

※上記手数料に加えて、外貨預金等から振り替えてその資金を送金する場合および円建で海外送金する場合 

取扱手数料…取扱送金金額の１/２０％（最低手数料１，５００円） 

・支払銀行手数料           …２，５００円 

（支払銀行での手数料徴求区分を「送金依頼人」とした場合の手数料） 

・内容変更手数料           …１，５００円（電信料は別途いただきます） 

・組戻手数料             …２，５００円（電信料は別途いただきます） 

金額には、消費税１０％が含まれています 

・自己宛小切手   …５５０円 

・日銀小切手  …１，１００円 

・当行所定の残高証明書（定期発行）    …５５０円 

・当行所定の残高証明書（都度発行）    …７７０円 

・既経過利息証明書  …５５０円 

・当行所定外の残高証明書 …１，１００円 

・監査法人指定の残高証明書 …３，３００円 

・当行所定の取引履歴明細表   …７７０円 

・当行所定外の取引履歴明細表   …１，１００円 

・その他の証明書   …１，１００円 

・個人情報開示手数料  …８８０円 

・通帳・契約証等  …１，１００円 

・キャッシュカード等各種カード  …１，１００円 

・特定口座年間取引報告書  …７７０円 

※暗証番号操作ミス・磁気障害・汚損・婚姻や相続による名義変更・移管等によるキャッシュカードなどの

各種カードの再発行手数料は不要 

・当座小切手帳 １冊(５０枚)   …１，１００円 

・約束手形帳  １冊(５０枚)  …１，１００円 

・為替手形帳 １冊(５０枚)  …１，１００円 

・マル専手形１枚  …５５０円 

・署名判登録手数料  …５，５００円 

・署名判変更登録手数料 …３，３００円 

３万円未満 ３万円以上

同一店内あて ３３０円 ５５０円

当行本支店あて（※２） ３３０円 ５５０円

他行あて電信扱 ６６０円 ８８０円

他行あて文書扱 ６６０円 ８８０円

同一店内あて １１０円 １１０円

当行本支店あて（※２） ２２０円 ３３０円

他行あて電信扱 ４４０円 ６６０円

他行あて文書扱 ４４０円 ６６０円

同一店内あて ２２０円 ４４０円

当行本支店あて（※２） ２２０円 ４４０円

他行あて ５５０円 ７７０円

同一店内あて（※１） 無料 無料

当行本支店あて（※２） １１０円 ３３０円

他行あて ４４０円 ６６０円

同一店内あて 無料 無料

当行本支店あて（※２） １１０円 ３３０円

他行あて ３８５円 ５５０円

同一店内あて 無料 無料

当行本支店あて（※２） １１０円 ２２０円

他行あて １６５円 ２２０円

（※１）○ご利用のＡＴＭと同一支店の口座にお振み込みされる場合

○お持ちのカードと同一支店の口座にお振り込みされる場合

（この場合当行すべてのＡＴＭでお取り扱いされても手数料は無料です）

（※２）○当行本支店あてには愛知銀行あてを含む

エレクトロニック・バンキング（ＥＢ）

（中京ビジネスダイレクト等）

<中京>ダイレクトねっと版

（個人向けインターネットバンキング）

窓口扱い

自動送金扱い

ＡＴＭ

（現金扱い）

ＡＴＭ

（キャッシュカード扱い）



（５）エレクトロニック・ 

バンキング導入手数料 

（６）エレクトロニック・ 

  バンキング月間基本手数料 

（７）公金取次手数料 

（８）貸金庫 

（９）夜間金庫 

（１０）不動産担保取扱手数料 

（１１）ローン 

（１２）窓口両替手数料 

（１３）多量硬貨によるあるだけ入金 

（１４）両替機手数料 

（１５）未利用口座管理手数料 

（１６）当座預金開設手数料 

（１７）破産管財人・相続財産管理人 

口座開設手数料 

４．当行が契約している指定紛争解決機関 

・当座小切手帳 １冊(５０枚)  …１，１００円 

・約束手形帳  １冊(５０枚)    …１，１００円 

・為替手形帳  １冊(５０枚）  …１，１００円 

・ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ …１１０，０００円 

・ファームバンキング …３，３００円(ご利用方法により手数料が異なる場合があります) 

・ビジネスダイレクト …３，３００円 

（資金移動・総合振込・給与振込の契約がない場合 …１，１００円） 

・外為web                          …３，３００円 

・テレホンサービス  

電話のみのご利用の場合 …無  料 

FAX通知をご利用の場合   …１，１００円（＋１回１１円） 

・〈中京〉ﾀﾞｲﾚｸﾄねっと版（個人向けｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ） …無  料 

・ＡｎｓｅｒＤＡＴＡＰＯＲＴ     …２２，０００円 

当行指定以外の地方公共団体および関連地方公営企業…６６０円 

年間使用料   …１１，８８０円 ～ ３１，６８０円（ケースのサイズ等により使用料が異なります） 

・月間基本料   …６，６００円 

・入金帳１冊   …１６，５００円 

・新規入担・追加入担・極度増額  …５５，０００円 

・資金使途が賃貸を目的とした賃貸住宅の土地購入、建物購入、建物建築、改築、リフォームおよび他行の 

借換資金の新規入担の場合    …１６５，０００円 

・消費者ローン取扱手数料 

・ 住宅ロ－ン取扱手数料(賃貸住宅ローンを含みます) 

 
新券を含む窓口両替（集金先からの両替依頼も含みます） 

・両替枚数     １枚   ～     ５００枚        ５５０円 

５０１枚   ～  １，０００枚  １,１００円 

１，００１枚以上、５００枚毎に５５０円加算 

・１～１０枚の両替手数料については、１日１回に限り、当行のキャッシュカード、または通帳のご提示によ

り「無料」とさせていただきます 

・お持込み枚数、お持ち帰り枚数のいずれか枚数の多い方を基準に手数料を申し受けます 

・実質両替（預金口座へご入金後、多量の硬貨等でご出金される場合等）につきましても、上記手数料を申し

受けます 

・５１枚以上の多量硬貨による預金口座へのご入金、預金口座からのご出金、およびお振り込みについても上 

記手数料を申し受けます 

・右記の両替は無料です     汚損紙幣・硬貨、記念硬貨、旧紙幣（聖徳太子の１万円札等）との交換 

…１，１００円 

・５１枚以上の多量硬貨による「あるだけ入金」は１，１００円と別途硬貨枚数に応じた手数料が必要になり

ます 

・両替機での取引を希望される場合は、一人１枚両替専用カードを発行します 

・両替枚数   １枚   ～      ５００枚  ３００円 

５０１枚   ～  １，０００枚  ５００円 

     １，００１枚以上     １回の利用は１，０００枚まで（再度操作していただきます） 

・年間 １，３２０円 

・普通預金口座（総合口座含む）を対象に、残高１万円未満で、最後のお預入れまたはお引出し（預金利息決

算、本手数料の引落しは除く）から２年以上、お預入れまたはお引出しがない場合にいただきます 

・ただし、同一のお取引店で他にお預かり資産（定期預金、投資信託、国債、保険契約、外貨預金）や、お借

入れがある場合は対象となりません 

…１１，０００円 

…１１，０００円 

・一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室  電話番号0570-017109 または03-5252-3772 

無料

（注1）お借り入れから１年以内に完済される場合は無料です

　　　　ただし、フリーローンはやわざ、住宅諸費用ローン、愛知県保険医協会・医師ローン、愛知県保険医協会・従業員住宅ローンは、

　　　　実行からの期間に関わらず無料です

一部繰上返済手数料

全額繰上返済手数料（注1）
５，５００円

返済方法変更手数料

期間短縮型（注2） ５,５００円

その他 １１,０００円

期間短縮型（注2） １６,５００円

その他 ２２,０００円

期間短縮型（注2） 無料

残高100万円未満 ５,５００円

残高100万円以上

1,000万円未満

残高1,000万円以上 ５５,０００円

５５,０００円

１１,０００円

１１,０００円

２２,０００円

３３,０００円

６,６００円

（注2） 期間短縮型とは、毎月のご返済額を変えずに返済期間のみを短縮する繰上返済方法です

（注3） お借り入れから１２か月以内に完済される場合は無料です

３３,０００円

変動金利期間中

固定金利特約期間中

窓口
一部繰上返済

全額繰上返済
（注3）

金利種類変更

ホームページ

融資条件の変更

変動金利期間中

固定金利特約期間中　

変動金利から固定金利へ変更

固定金利特約期間終了後、再度固定金利を選択

固定金利特約期間中に固定期間を変更する場合

債務者の変更（債務引受）

その他の条件変更　




