
令和 3 年 8 月 
お客さま各位 

甲府信用金庫 
 

振込手数料の改定（一部引き下げ）について 

 
甲府信用金庫は、金融機関相互間手数料に替えて信用金庫内国為替制度運営費が導入されることに伴

い、下記のとおり他行あて振込手数料を改定（一部引き下げ）させていただきます。 
 

記 
 
１. 改正日 

令和 3 年 10 月 1 日（金） 
 

２. 改正内容（税込み） 

振込方法(※1) 振込金額 振込先(※2) 改正前 改正後 引下幅 
ATM 利用振込手数料 3 万円未満 他行あて 550 円 495 円 ▲55 円 
(現金・他行ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ使用) 3 万円以上 他行あて 770 円 660 円 ▲110 円 
ATM 利用振込手数料 3 万円未満 他行あて 440 円 385 円 ▲55 円 
(当金庫ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ使用) 3 万円未満(会員) 他行あて 330 円 275 円 ▲55 円 
 3 万円以上 他行あて 660 円 550 円 ▲110 円 
 3 万円以上(会員) 他行あて 550 円 440 円 ▲110 円 
ホームバンキング・ 3 万円未満 他行あて 440 円 385 円 ▲55 円 
ファームバンキング・ 3 万円未満(会員) 他行あて 330 円 275 円 ▲55 円 
テレフォンバンキング 3 万円以上 他行あて 660 円 550 円 ▲110 円 
利用振込手数料 3 万円以上(会員) 他行あて 550 円 440 円 ▲110 円 
インターネットバンキング 3 万円未満 他行あて 330 円 275 円 ▲55 円 
利用振込手数料 3 万円以上 他行あて 550 円 440 円 ▲110 円 
為替自動振込システム 3 万円未満 他行あて 440 円 385 円 ▲55 円 
（定額自動送金） 3 万円未満(会員) 他行あて 330 円 275 円 ▲55 円 
利用振込手数料 3 万円以上 他行あて 660 円 550 円 ▲110 円 
 3 万円以上(会員) 他行あて 550 円 440 円 ▲110 円 

※1：帳票を利用した振込手数料に変更はありません。 
※2：当金庫本支店あての振込手数料に変更はありません。 

以上 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
営業統括部 お客さま相談窓口 0120-512-038（平日 9:00～17:00） 



各種手数料一覧表

同一店舗内あて ３万円未満  １件 １６５円 小切手帳・約束手形帳　発行手数料（５０枚綴り）  １冊 ２，２００円

３万円以上  １件 ３８５円 為替手形帳　発行手数料(２５枚綴り)  １冊 １，１００円

※電信・文書ともに同額 当金庫本支店あて ３万円未満  １件 ２２０円 自己宛小切手発行手数料  １枚 ６６０円

３万円以上  １件 ４４０円 マル専口座開設手数料
割賦販売
通知書１通

１１，０００円

他行あて ３万円未満  １件 ６６０円 マル専手形用紙代  １枚 １，１００円

（会員手数料　５５０円） 手形・小切手署名判印刷サービス新規登録・変更手数料  １回 ３，３００円

３万円以上  １件 ８８０円 キャッシュカード発行手数料（カード新規発行時） 無　料

（会員手数料　７７０円） キャッシュカード再発行手数料  １枚 １，１００円

同一店舗内あて 無　料

当金庫本支店あて ３万円未満  １件 １１０円 通帳・証書（契約の証を含む）再発行手数料  １通 １，１００円

３万円以上  １件 ３３０円 ※アプリ通帳から紙通帳への切替えを含みます。

他行あて ３万円未満  １件 ３８５円 旅行クーポン券決済手数料  １枚 １，１００円

（会員手数料　２７５円） 異議申立手数料  １件 ３，３００円

３万円以上  １件 ５５０円 未利用口座管理手数料　  年間1口座 １，３２０円

（会員手数料　４４０円）

同一店舗内あて １１０円

当金庫本支店あて ３万円未満  １件 ２２０円 残高証明書 定期発行  証明書１通 ５５０円

３万円以上  １件 ４４０円 都度発行  証明書１通 ５５０円

他行あて ３万円未満  １件 ４９５円  証明書１通 ３，３００円

３万円以上  １件 ６６０円 英文発行  証明書１通 １，１００円

同一店舗内あて 無　料 住宅取得に係る借入金年末残高等証明書  証明書１通 無料

当金庫本支店あて ３万円未満  １件 １１０円 融資証明書 事業性以外のもの  証明書１通 ６，６００円

３万円以上  １件 ２２０円 事業性に関わるもの  証明書１通 ２２，０００円

他行あて ３万円未満  １件 ３８５円 その他当金庫が発行する入金証明書、利息計算書および帳票写し  証明書１通 ５５０円

（会員手数料　２７５円） ※個人情報保護法に基づく開示請求  請求１件 １，１００円

３万円以上  １件 ５５０円  １枚 １１０円

（会員手数料　４４０円）  １枚 ５５０円

同一店舗内あて 無　料 調査手数料  １枚 ５５円

当金庫本支店あて ３万円未満  １件 １１０円  １枚 ５５円

３万円以上  １件 ２２０円

他行あて ３万円未満  １件 ２７５円

３万円以上  １件 ４４０円 テレホンファクシミリサービス  月額（１契約） １，１００円

同一店舗内あて　　　  １件 １１０円 ※ＨＢ契約がある場合は無料です。

当金庫本支店あて ３万円未満  １件 １１０円 ＡＮＳＥＲ  月額（１契約） １，１００円

３万円以上  １件 ２２０円 ホームバンキング（ＨＢ）  月額 １，１００円

他行あて ３万円未満  １件 ３８５円 テレホンバンキング 無　料

（会員手数料　２７５円） インターネットバンキング（個人） 無　料

３万円以上  １件 ５５０円 インターネットバンキング（法人）  月額 １，１００円

（会員手数料　４４０円）  月額 １，１００円

帳票渡し 無　料  月額 ２，２００円

ＦＤ・データ伝送 無　料 総合振込・照会  月額 ２，２００円

※「給与振込契約書」に
基づく振込に限ります。

帳票渡し 無　料 給与振込・照会  月額 ２，２００円

ＦＤ・データ伝送 無　料 口座振替・口座振替結果照会  月額 ２，２００円

他行あて 帳票渡し  １件 ４４０円

（会員手数料　３３０円）

ＦＤ・データ伝送  １件 ３３０円 預金口座振替基本手数料  月額 ２，２００円

（会員手数料　２２０円） ※帳票による引落しで、取扱件数が５０件未満の場合に必要です。

振込・送金組戻手数料／振込・送金訂正変更手数料  １件 ６６０円 預金口座振替手数料 ＩＢデータ伝送・ＦＤによる引落  請求１件 ８８円以上

代金取立手数料  １件 ２２０円 ※取扱件数５０件以上を原則とします。 帳票による引落  請求１件 １１０円以上

出納代手手数料  １件 ０円 集金手数料

代金取立手数料  １件 ２２０円

出納代手手数料  １件 ０円 保護預り手数料 無　料

代金取立手数料  １件 ４４０円 株式払込金取扱手数料 払込金１千万円未満 　２２，０００円

出納代手手数料  １件 ２２０円 払込金１千万円以上 　４４，０００円

個別取立（至急扱い）  １件 １，１００円 株式払込金受付票  １枚 ２２０円

普通扱い  １件 ６６０円 出資証券再発行手数料  １枚 ５５０円

個別取立（至急扱い）  １件 １，１００円  １案件 １，１００円

 １件 １，１００円 県外地方税等取次料　※納付先が県外の自治体の場合に必要です。  納付書１通 ４４０円

不渡手形返却手数料／店頭呈示手数料／代金取立組戻手数料  １件 ６６０円 裏面もご覧ください。

※上記の手数料には消費税が含まれております。詳しくは当金庫の窓口までお問い合わせください。
令和3年10月1日現在

通知・照会
※ＨＢ契約がある場合は無料です。

振込・振替

取
立

手形・小切手代金
取立手数料

※当金庫と取引のあるお
客様で、他行扱いの自社
振り出しの小切手を当金
庫の自社口座に入金す
る場合は免除します。
（甲府手形交換所扱いに
限ります。）

給与・賞与
振込手数料

同一店舗内あて

◎ 口座振替関係・その他

手数料項目 手数料金額

当金庫本支店あて

機
能
サ
ー

ビ
ス

（
基
本
手
数
料

）

他行あて（県外）
出資証券分割手数料

ファームバンキン（FB)
データ伝送サービス

そ
の
他

口
座
振
替

照会・振込・振替定期預入・住所変更
受付・各種届出
照会・振込・振替定期預入・定期解約
予約・住所変更受付・マルチペイメント
オンラインサービス（照会・振込・振替・
ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄのみ）
データ伝送サービス（総合振込・給与
振込・口座振替のみ）
オンライン＋データ伝送サービス（全て
のサービス）

※公的機関は無料です。

同一店舗内あて

当金庫本支店あて

帳票利用
振込手数料

月平均集金回数×集金人数
×5,000円×集金・集計時間
＋消費税

※契約に基づく集金の場合に必要です。
※最低集金手数料月額は２２,０００円です。

※当金庫キャッシュカー
ド利用の場合

◎ 証明書関係

端末出力

証
明
書

※１契約でも全契約でも2,200円です。

手数料金額

手数料金額

会計監査法人等依頼人様が制定した
用紙による発行

ATM利用
振込手数料

ATM利用
振込手数料

※汚損、破損、紛失、盗難、暗証番号間違・失念による再発行に限ります。

発
行
・
再
発
行

手
形
・
小
切
手

※他行キャッシュカードま
たは現金利用の場合

◎ 為替関係

手数料項目 手数料金額 手数料項目

振
込

◎ 機能サービス関係

手数料金額手数料項目

振込入金・入出金明細・預金残高等
通知・照会

◎ 預金関係

取引履歴作成手数料

手数料項目

個人情報開示請求手数料

※公的機関は無料です。

※公的機関の調査による発行 当金庫の証明印を要する回答書

コピー/端末出力（閲覧を含む）

※お客様の依頼による発行

そ
の
他

為替自動振込
システム利用
（定額自動送金）
振込手数料

インターネットバンキ
ング（データ伝送
サービス含む）利用
振込手数料

ホームバンキング・
ファームバンキン
グ・　　　テレホンバ
ンキング
利用

そ
の
他

上記以外

他行あて（県内）

上記以外の取立可能な証券類（旅行ｸｰﾎﾟﾝ券）代金取立手数料



各種手数料一覧表

不動産担保設定手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３千万円以下  　３３，０００円 利用手数料 特大型 （内寸高さ２３ｃｍ超）  年間１個 ２６，４００円

（根・普通抵当権設定）　　　　　 ５千万円以下  　４４，０００円 大型 （内寸高さ２３ｃｍ以下）  年間１個 １９，８００円

１億円以下 ６６，０００円 中型 （内寸高さ１３ｃｍ以下）  年間１個 １１,０８８円

１億円超 ８８，０００円 小型 （内寸高さ１０ｃｍ以下）  年間１個 ９，２４０円

物件追加設定手数料　　※住宅ローンでの追加設定は無料です。
抵当権
１件につき

３３，０００円 特大型 （内寸高さ２１ｃｍ以下）  年間１個 ３３，０００円

その他設定変更手数料
抵当権
１件につき

３３，０００円 大型 （内寸高さ１４ｃｍ以下）  年間１個 ２２，４４０円

中型 （内寸高さ１０ｃｍ以下）  年間１個 １６，５００円

根抵当権抹消手数料（全部・一部）
抵当権
１件につき

１１，０００円 正鍵料（カードを含む） 無　料

全自動貸金庫専用カード  １件 １，１００円

普通抵当権抹消手数料（全部・一部） 無　料 正鍵再交付料 電気錠貸金庫店舗  １鍵　 ２７，５００円

担保差替手数料
抵当権
１件につき

２２，０００円 一般錠貸金庫店舗  １鍵 １９，８００円

※極度額・設定額の変更を伴わない場合に必要です。 ※解約時の紛失を含みます。 全自動貸金庫店舗  １鍵 １３，２００円

有価証券担保設定手数料
設定
１件につき

５，５００円

有価証券担保設定変更（担保差替・債務者等）手数料
設定
１件につき

３，３００円

預金担保設定手数料
本人および関係者の
担保提供

無　料 基本手数料  年間１契約 ５２，８００円

上記以外の担保提供
設定
１件につき

５，５００円 上記以外の場合  年間１契約 ２６，４００円

その他担保等手数料（個別担保・根保担保）
設定・通知
１件につき

１１，０００円 専用入金帳  １冊 ７，７００円

（５０枚綴り） 上記以外の場合  １冊 ３，３００円

投入鞄利用料 ※月額料金は1/12の金額です。  年間１個 １１，０００円

火災保険質権設定手数料　  １件 １，１００円 外扉正鍵料 無　料

投入鞄再交付 ※解約時紛失、摩耗による交換を含みます。  １個 ４，９５０円

外扉鍵再交付 交換の場合  １鍵 １１，０００円

預金質権設定手数料  １件 １１，０００円 紛失の場合 実　費

証書貸付 借入日から６か月未満 無　料 投入鞄鍵再交付　 ※解約時紛失、摩耗による交換を含みます。  １鍵 ２２０円

借入日から６か月以上  １件 ３３，０００円 集金袋 無　料

住宅ローン 借入日から６か月未満 無　料 集金袋鍵 無　料

借入日から６か月以上
10年未満

 １件 ３３，０００円 入金帳（５０枚綴り）  １冊 　　１，１００円

借入日から10年以上
２０年未満

 １件 ２２，０００円 集金袋再交付 ※解約時紛失、摩耗による交換を含みます。  １個 ３，８５０円

借入日から２０年以上  １件 １１，０００円 袋鍵再交付 ※解約時紛失、摩耗による交換を含みます。  １鍵 ２２０円

借入日から６か月未満 無　料

借入日から６か月以上  １件 ５，５００円

期限前弁済手数料 証書貸付 両替手数料 １００枚まで 無　料

（１件あたり） １０１枚～３００枚 １１０円

３０１枚～５００枚 ２２０円

証書貸付 借入日から６か月未満 無　料 ５０１枚～１，０００枚 ３３０円

借入日から６か月以上  １件 １１，０００円 ※逆両替も含みます。 １，００１枚～２，０００枚 ６６０円

住宅ローン 借入日から６か月未満 無　料 ２，００１枚以降は１，０００枚増加ごとに ３３０円加算

借入日から６か月以上  １件 １１，０００円 大量硬貨取扱手数料 ５００枚まで 無　料

借入日から６か月未満 無　料 （１件あたり） ５０１枚～１，０００枚 ３３０円

借入日から６か月以上  １件 ５，５００円 １，００１枚～２，０００枚 ６６０円

２，００１枚～３，０００枚 ９９０円

３，００１枚～４，０００枚 １，３２０円

 １件 １１，０００円 ４，００１枚～５，０００枚 １，６５０円

（新）金利選択型住宅ローン金利制変更手数料  １回 ６，６００円

※当初借入時を除く固定金利制選択の都度必要です。

当座貸越契約・更新手数料　  １回  ５，５００円

各種ローンカード再発行手数料  １枚 １，１００円

「融資金ご返済予定表」再発行手数料  １件 ５５０円

確定日付設定手数料　※設定費用の実費が別途必要です。  １件 ２，２００円

※上記の手数料には消費税が含まれております。詳しくは当金庫の窓口までお問い合わせください。

裏面もご覧ください。

令和3年10月1日現在

※資金の性格（事業性・消費性・貯蓄
性等）に関らず、全てのお取引（入金・
出金・振込・納税等）を対象とします。

５，００１枚以降１，０００枚増加ごとに ３３０円加算

（お客様の依頼による債務者変更・追加、根抵当権譲渡・譲受、極度変更、順
位変更等の場合）※債務引受による債務者の変更・追加は無料です。

一部繰上返済
手数料

両
替

※新券等同一金種への交換、汚損現
金の交換、記念硬貨の交換は無料で
す。

※同一日に同一店舗で複数回の同じ
種類のお取引があった場合は、合計枚
数の手数料が必要です。

手数料項目 手数料金額

抵当権
１件につき※追加担保設定を伴う極度増額の増加額も対象で

す。

（新規の場合は略式質のみ）

繰
上
返
済

全額繰上返済
手数料

住宅ローン条件変更手数料

期限前に全額繰上返済された場合、上記「全額繰上返済
手数料」のほかに、当金庫所定の「期限前弁済手数料」が
かかる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせくだ
さい。

保証会社保証付ローン

そ
の
他

※汚損、破損、紛失、盗難、暗証番号間違・失念による再発行に限ります。

変
更

※据置・返済期間の延長・金利引き下げなどの場合に必要です。

※当座預金に係る当座貸越に限り必要です（預金担保・税理士当貸を除きま
す）。

事業性融資条件変更手数料（証書貸付・当座貸越） 申出１回
につき

※返済方法の変更・返済期間の延長・金利引下げの場合に必要です。
※お借入れの本数に関わらずお申出１回につき必要です。

※右欄の「関係者」とは、個人の場合は同居のご家
族、法人の場合は役員の方とします。

※売掛債権担保・動産担保・債権譲渡担保または債権譲渡通知の取扱いの際
に必要です。
※債権譲渡担保または債権譲渡通知はどちらか一方が必要です。

※預金担保貸付は無料で
す。

※預金担保貸付は無料で
す。

※新規設定時のみ（更新時は無料）です。
※当金庫または㈱ひまわりサポートの保険契約は無料です。
※質権設定条件については窓口までお問い合わせください。

保証会社保証付ローン

手数料項目

手数料項目

利用手数料（自動貸金庫）

※月額料金は1/12の金額です。

◎ 両替・大量硬貨関係

２２，０００円
大
量
硬
貨

※集計後の取引の取りやめや取引金
額の変更は、当初集計した枚数の手数
料が必要です。

※国・地公体による収用の場合は無料です。

※解約時紛失、摩耗による交換を含み
ます。

手数料項目

◎ 夜間金庫・無鑑査集金関係

当金庫で資金決済取引または給振元
受契約を伴わない場合

手数料金額

貸
金
庫

夜
間
金
庫

◎ 融資関係

当金庫で資金決済取引または給振元
受契約を伴わない場合

※月額料金は1/12の金額です。

◎ 貸金庫関係

※月額料金は1/12の金額です。

手数料金額

自動貸金庫カード再交付手数料

◎ ATM関係

無
鑑
査
集
金

担
保
・
質
権

手数料金額

当金庫 他信金 銀行・信組 ゆうちょ銀行

平　日 8:00~8:45 無料 無料 １１０円 ２２０円

8:45~18:00 無料 無料 １１０円 １１０円

18:00~21:00 １１０円 １１０円 ２２０円 ２２０円

土曜日 8:00~9:00 無料 無料 １１０円 ２２０円

9:00~14:00 無料 無料 １１０円 １１０円

14:00~21:00 １１０円 １１０円 ２２０円 ２２０円

日曜日・祝日 8:00~21:00 １１０円 １１０円 ２２０円 ２２０円
※当金庫のATMを利用した出金時の手数料です。
※入金時は、当金庫カードが全時間帯無料、他カードが出金時と同額です。

時間帯
ご利用のカード種類


