
2023年4月3日

当庫同一店内あて 当庫他店あて 他金融機関あて

金　　額 金　　額 金　　額

初回受付時 １，１００円
（本体1000円 消費税100円）

６６０円
（本体600円　消費税60円）

８８０円
（本体800円　消費税80円）

　　　   ８８０円
           （本体800円　消費税80円）

個別取立１，１００円（※1）
           （本体1000円 消費税100円）

無　料 無　料 １，１００円
（本体1000円 消費税100円）

無　料 無　料 １，１００円
（本体1000円 消費税100円）

無　料 無　料 １，１００円
（本体1000円 消費税100円）

６６０円
（本体600円　消費税60円）

  不渡手形返却料

  その他特殊手数料 実　　　費

（※1）電子交換所不参加金融機関の手形・小切手および電子交換対象外証券等の個別取立の場合該当し
ます。

  代金取立手数料 ８８０円
（本体800円　消費税80円）

振込・送金の組戻料

  取立手形組戻料

取立手形店頭呈示料 ６６０円
（本体600円　消費税60円）

６６０円
（本体600円　消費税60円）

為替自動振込
（定額自動送金） ３３０円

（本体300円　消費税30円）

３３０円
（本体300円　消費税30円）

６６０円
（本体600円　消費税60円）

送金手数料
(送金小切手）

４４０円
（本体400円　消費税40円）

４４０円
（本体400円　消費税40円）

ATMおよびタブレット
テレホンバンキング 無　料 ３３０円

（本体300円　消費税30円）

５５０円
（本体500円　消費税50円）

インターネットバンキング
ファームバンキング
ホームバンキング

 無　料 ３３０円
（本体300円　消費税30円）

５５０円
（本体500円　消費税50円）

    為 替 事 務 取 扱 手 数 料 一 覧 表　

振込区分

窓口扱い ５５０円
（本体500円　消費税50円）

５５０円
（本体500円　消費税50円）

８８０円
（本体800円　消費税80円）
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カードあり カードなし

無料

1，000円

500枚毎に
500円加算

※１
窓口円貨両替枚数は、１日あたりの合計枚数とさせていた

だき、「ご持参された合計枚数」と「お受取りになる合計枚
数」のいずれか多い方となります。
※２

金種指定払戻手数料は、万円券を除いた金種枚数を基準と
して、（※１）と同様に１日あたりの合計枚数となります。

　円貨両替手数料（自動両替機手数料）

※１
　自動両替機手数料は、税込み（内税）とします。
※２

カードとは、当金庫で発行したキャッシュカードのことで
す。
※３

カードでのお取引（手数料無料）については、１日１回で
１００枚までの利用に限ります。１０１枚以上は、カード不
要です。（カードなしと同様の手数料）

枚　数

   １枚～50枚

51枚～500枚

501枚～1000枚

501枚～1000枚

1001枚以上

　        あぶくま信用金庫

預－２３

1001枚以上

窓　口

無　料

550円
（本体500円　消費税50円）

1，100円
（本体1，000円消費税100円）

500枚毎に
550円加算

101枚～500枚

500円

  多硬貨入金手数料 枚　数 窓　口

    諸　手　数　料　等　一　覧　表（２）　

2023年1月4日現在

　円貨両替手数料・金種指定払戻手数料

枚　数

   １枚～100枚

※１
硬貨入金枚数は、１日あたりの合計枚数となります。

※２
多硬貨受入は、預入金およびお振込み・各種払込みも含み

ます。ただし、税金と寄付金（寄付金は振込手数料免除のも
の）を除きます。

無　料

550円
（本体500円　消費税50円）

1，100円
（本体1，000円消費税100円）

500枚毎に
550円加算

   １枚～100枚

101枚～500枚

501枚～1000枚

1001枚以上



都度発行 ６６０円
（本体600円　消費税60円）

自動発行 ４４０円
（本体400円　消費税40円）

所定様式以外 １,１００円
（本体1,000円　消費税100円）

都度発行 ６６０円
（本体600円　消費税60円）

自動発行 ４４０円
（本体400円　消費税40円）

所定様式以外 １,１００円
（本体1,000円　消費税100円）

但し証明金額に対し 2/10,000×1.10
最低  ３，３００円

（本体3,000円　消費税300円）

最高３３，０００円
（本体30,000円消費税3,000円）

同意書・承諾書・登記関係で、下記の証明

書を必要とする発行手数料

　・当金庫資格証明書 １通 ２，２００円 （本体2,000円  消費税200円）

　・当金庫印鑑証明書 １通 ２，２００円 （本体2,000円　消費税200円）

１通 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

１通 １，１００円 （本体1,000円  消費税100円）

１設定 ２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

１設定 ３３，０００円 （本体30,000円  消費税3,000円）

１設定 ５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

抵当権・根抵当権の追加担保設定登記
（新規設定に伴う追加担保は除きます。）

根抵当権の極度増額・減額変更登記 １設定 ２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

１件 ５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

手形
貸付

１通 １，１００円 （本体1,000円　消費税100円）

５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

２，２００円 （本体2,000円　消費税200円）

２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

３３，０００円 （本体30,000円　消費税3,000円）

５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

元金残高×２％
（上限１１０万円）

（上限100万円　消費税１０万円）

５，５００円 （本体5,000円　消費税500円）

３０，８００円 （本体28,000円  消費税2,800円）

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

３３，０００円 （本体30,000円　消費税3,000円）

５５，０００円 （本体50,000円　消費税5,000円）

２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

２２，０００円 （本体20,000円  消費税2,000円）

１回につき １１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）

１枚 ３，３００円 （本体3,000円　消費税300円）

１通 ４４０円 （本体４００円　消費税40円）

１通 １，１００円 （本体1,000円　消費税100円）

１件 ５２５円償還管理手数料（県年金住宅資金譲受分）

割引手形取立手数料（他所他行）

割引手形取立手数料（他所僚店）

金利変更手数料（金利引下げの場合）

保証書発行手数料（新規発行のみ）

期間の延長・割賦金の変更手数料

（お客様からの申出により条件変更を行った場合）

融 資 事 務 取 扱 手 数 料 等 一 覧 表 

証
明
書
発
行
手
数
料

借入金残高証明書発行手数料
支払利息証明書発行手数料

１通

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書発
行手数料（住宅金融支援機構は除きます。）

１件

主債務の履行状況に関する情報提供書発行手数料

融資見込証明書発行手数料

一括繰上完済手数料

500万円以下

１通

固定金利特約期間延長手数料

住宅ローン（保証会社付）

１回

１回

県年金住宅資金譲受分/その他一部繰上

不
動
産
担
保
調
査
手
数
料

１設定

１回

500万円超1,000万円以下

1,000万円超

保証機関・既貸返済条件新規実行

抵当権・根抵当権の設定額　5,000万円以上1億円未満

住宅ローン

抵当権・根抵当権の設定額　5,000万円未満

抵当権・根抵当権の設定額　1億円以上

２２，０００円 （本体20,000円　消費税2,000円）

担保一部解除（道路等として公的機関に譲渡するために
解除する場合は除く）

1件 ５，５００円

県年金住宅資金譲受分

営業区域外担保物件調査手数料（調査費用を含みま
す。）

（本体5,000円　消費税500円）

他行借換によるもの

（本体10,000円　消費税1,000円）　

500万円以下

500万円超1,000万円以下

1,000万円超
県年金住宅資金譲受分/特別貸付のみ

その他
手数料

（お客様からの申出により条件変更を行った場合）

一部繰上償還手数料

１１，０００円 （本体10,000円　消費税1,000円）　

　　あぶくま信用金庫

２０２３年　４月１日現在

実行手数料

証
書
貸
付
諸
事
務
手
数
料

実行手数料 １件

事業資金

消費資金

開発行為に関する等の同意書発行手数料

１１，０００円

融—５６




