
手数料一覧（2020年6月末現在）

※下記手数料には消費税が含まれています。

為替手数料

種　　類
内　容

当金庫あて 他行あて
同一店 本支店 電信 文書

振込
手数料

窓口利用
（注）

3万円以上 440円 550円 880円 880円
3万円未満 220円 330円 660円 660円

自動機利用
（現金）

3万円以上 220円 330円 660円 ー
3万円未満 110円 110円 440円 ー

自動機利用
（カード）

3万円以上 無料 無料 550円 ー
3万円未満 無料 無料 330円 ー

為替自動振込
3万円以上 110円 440円 770円 ー
3万円未満 110円 220円 440円 ー

OCR扱い
（登録振込）

3万円以上 220円 440円 770円 ー
3万円未満 110円 220円 550円 ー

インターネット
バンキング

3万円以上 無料 無料 660円 ー
3万円未満 無料 無料 440円 ー

ファーム
バンキング

3万円以上 無料 330円 660円 ー
3万円未満 無料 110円 440円 ー

給与振込
手数料

依頼書扱い 無料 無料 330円 ー
インターネットバンキング扱い
ファームバンキング扱い 無料 無料 165円 ー

代金取立
手数料

当金庫本支店 1枚あたり　　220円

他行あて
同地扱い 1枚あたり　　440円
他所扱い・至急 1枚あたり　1,100円
他所扱い・普通 1枚あたり　　880円

その他
諸手数料

振込・送金組戻料 660円 1,100円
取立手形不渡返却料 660円 1,100円
取立手形組戻料 660円 1,100円
取立手形店頭呈示料 660円 1,100円

地方税取次
手数料

他行あて
（振込書1枚につき）

3万円以上 — 880円
3万円未満 — 660円

（注）  視覚障がいのお客さまの場合は、自動機（ATM）利用扱いの手数料とさせていただ
きます。

融資関係手数料①
種　　類 内　容 金　額

不動産
担保

手数料

新規設定（保証会社の保証付住宅ローンを除く） 担保権1件につき 55,000円
譲受設定 担保権1件につき 55,000円
極度増額 担保権1件につき 55,000円
追加担保 担保権1件につき 55,000円
順位変更 担保権1件につき 11,000円
極度減額 担保権1件につき 11,000円
譲渡（注1） 担保権1件につき 11,000円
担保解除 無料
保証会社の保証付住宅ローン新規設定 担保権1件につき 22,000円

証書貸付
繰上返済
手数料

一部繰上返済（住宅ローン（注2）・
　　　 　アパート資金以外）（注3） 1債務あたり1回につき 5,500円

全額繰上完済（住宅ローン（注2）・
　　　 　　　　アパート資金以外） 1債務あたり 5,500円

一部繰上返済（住宅ローン（注2）・
　　　　　 　アパート資金）（注3）

1債務あたり1回につき
（融資後7年以内）

次の①、②の
いずれか低い金額
①22,000円
②返済元金の
　1％＋消費税

1債務あたり1回につき
（融資後7年超） 5,500円

全額繰上完済（住宅ローン（注2）・
　　　　　 　　　　アパート資金）

1債務あたり
（融資後7年以内） 33,000円

1債務あたり
（融資後7年超） 無　料

証書貸付条件変更手数料（注3）（注4） 1債務あたり1回につき 5,500円
証書貸付期限前弁済手数料（固定金利・固定金利選択型） 1件につき （注7）

債務者変更
手数料

債務者変更（不動産担保設定有り） 1件につき 55,000円
債務者変更（上記以外） 1件につき 11,000円

住宅ローン
（注2）固定
金利選択型
更新手数料

更新時における
固定金利の再選択（注5） 1債務あたり1回につき 5,500円

更新時における
変動金利住宅ローンの選択  無　料

融資関係手数料②
種　　類 内　容 金　額

住宅ローン（注2）の固定金利選択型の特約期間中に
おける金利体系の変更及び金利の更新手数料（注5） 1債務あたり1回につき 5,500円

流動資産担保
管理手数料

流動資産担保融資保証 個別保証 担保権1件につき 5,500円

根保証 担保権1件につき一律（年間） 11,000円
ABL 担保権1件につき一律（年間） 11,000円

アパート資金取扱手数料（新築・中古購入・肩代り・リフォーム資金） 1件につき 55,000円
預金担保手数料（確定日付をとる場合のみ） 1件につき 5,500円
ゴルフ会員権担保設定手数料 1件につき 5,500円
有価証券担保設定手数料 1件につき 5,500円
債務保証書発行手数料（変更保証書の発行を含む） 1件につき 1,100円
貸越専用口座型カードローン（注6）カード発行手数料 1件につき 1,100円
融資証明書
発行手数料

事業性資金 1件につき 11,000円
非事業性資金（住宅ローン（注2）等） 1件につき 1,100円

返済明細再発行手数料 1件につき 1,100円
情報提供書発行手数料 保証契約書1通につき 2,200円

（注1）保証協会への譲渡は除きます。
（注2）保証付住宅ローン及び住宅用資金を指します。
（注3）  一部繰上返済とそれに伴う返済額の変更又は返済期間の短縮が重なった場合は、

一部繰上返済にかかる手数料のみといたします。
（注4）条件変更項目が複数となった場合は5,500円といたします。
（注5）  金利体系の再選択又は変更と金利の変更が重なった場合は11,000円といたします。
（注6）  ワイド500・きゃっする・悠々カード・おまかせ君・ビジネスカードローンを指します。
（注7）  期限前に弁済する元本額×0.5％×期限前弁済日の翌日から最終弁済期限までの期

間に相当する日数（但し、固定金利適用期限のある場合は、その到来期限までの
期間に相当する日数）

でんさいネットサービス手数料
種　　類 金　額

インターネット 窓口
基本手数料（債務者利用の場合のみ）〈月間〉（注1） 1,100円 1,100円

発生記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

譲渡記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

分割（譲渡）記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

保証記録（譲渡記録に随伴しない場合） 330円 1,100円
変更記録（債権内容に係る場合） 330円 1,100円
支払等記録（口座間送金決済以外） 330円 1,100円
でんさい入金手数料（注2） 220円 220円

（注1）債務者利用の場合、初回利用月までは基本手数料は無料です。
（注2）  上記の手数料以外にも手数料及びでんさいネットへの費用がかかる場合がござい

ます。

その他の手数料①
種　　類 内　容 金　額

署名判サービス
ご利用

署名判登録手数料 初回登録/変更時 5,500円
小　切　手　帳 1冊（50枚綴り） 880円
手 　 形 　 帳 1冊（25枚綴り） 660円

署名判サービス
ご利用せず

小　切　手　帳 1冊（50枚綴り） 660円
手 　 形 　 帳 1冊（25枚綴り） 440円

自己宛小切手 1枚につき 550円

電子マネー・チャージ手数料 1万円未満 55円
1万円以上 無料

再発行手数料
（汚損、破損等を除く）

通帳 1通につき

1,100円預金証書 1通につき
キャッシュカード 1枚につき
各種ローンカード 1枚につき

残高証明書発行手数料

自動発行 1枚につき 550円
都度発行 1枚につき 1,100円
金庫所定様式以外 1枚につき 1,100円
監査法人指定書式 1枚につき 3,300円
英文 1枚につき 1,100円

その他証明書 1枚につき 1,100円

個人情報開示手数料 基本開示項目 1枚につき 2,200円
上記範囲を超える場合 3,300円

通帳未記入取引照合表 交付手数料 1件につき 1,100円
交付枚数 1枚につき 110円

口座履歴照会（調査）手数料 調査依頼 1件につき 1,100円
取引履歴明細 1枚につき 110円

後見支援預金 口座開設手数料 1件につき 11,000円
口座管理手数料 年　間 3,300円

国債等口座管理手数料 年　間 無料
OCR連記式基本手数料 1回につき 5,500円
FD・USB・データ伝送振込方式基本手数料 1回につき 4,400円
法人インターネット
バンキング、
ファームバンキング
基本手数料

照会・資金移動（振込・振替）総合
振込、給与・賞与振込、口座振替 月　間 3,300円

照会・資金移動（振込・振替） 月　間 1,100円
個人インターネットバンキング基本手数料 月　間 無料
インターネットバンキングハードウェアトークン発行手数料 1　台 1,100円
がましんテレホン・ファクシミリサービス基本料 月　間 1,100円
貸金庫手数料（電動式・非電動式） タイプにより

（年間）
4,950円～　

33,000円
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三河湾

田原市

豊橋市 湖西市

北区三ヶ日町

西区

浜松市

南区

豊川市

新城市

豊田市名古屋市

岡崎市

蒲郡市
幸田町

西尾市

碧南市
高浜市 安城市

知立市
刈谷市

東浦町

東海市大府市

豊明市

長久手市

日進市
東郷町

みよし市

北設楽郡

蒲郡市
　蒲郡元町出張所
　アピタ蒲郡店
　イオン蒲郡店
　蒲郡市民病院
　フィール蒲郡店
豊橋市
　豊橋駅
◇豊橋市民病院
　ドミー渡津店
　イオン豊橋南店
　アピタ向山店
　スーパーアツミ山田店
共同ATM
　JRセントラルタワーズ／桜通口（名古屋市）
　JRセントラルタワーズ／スカイシャトル（名古屋市）
　中部国際空港セントレア（常滑市）
◇幸田町役場（額田郡幸田町）

●店舗外ATMのご案内
ATM時間外手数料無料

お取扱時間 お引き出し お預け入れ
キャッシュ

カードによる
お振込み

全日稼動
時間内 無料 無料 振込手数料

のみ
※当金庫キャッシュカードご利用の場合に限ります。
※お振込みについては、当金庫所定の振込手数料のみとなります。
※共同ATMコーナーについては対象外となります。

ATM稼動時間
全日／8：00〜21：00

※一部のATMについては稼動時間が異なります。

蒲郡市 本店営業部 神明町4-25 （0533）  68-2121
◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131
形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181
西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176
大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315
三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161
太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115
八百富支店 新井町3-21  67-1171

豊橋市 豊橋支店 広小路二丁目6-2 （0532）  52-8101
花田支店 花田一番町78  31-3196
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231
東田支店 上地町140-2  62-6111
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目7-1  53-5201

大清水支店 南大清水町字元町
215-1  25-5331

鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861
飯村支店 飯村南二丁目29-11  61-6811
二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
橋良支店 柱二番町82  48-5011
佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

豊川市 豊川支店 中央通五丁目12-1 （0533）　85-1161
豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 　84-5161
蔵子支店 蔵子六丁目11-21 　89-4481
国府支店 国府町流霞1 　88-4511
御津支店 御津町西方日暮6-1 　75-3101
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 　78-3571

新城市 新城支店 字東入船121-3 （0536） 22-2211

本部／蒲郡市神明町4-25　（0533）69-5311

その他の手数料②
種　　類 内　容 金　額

夜間金庫手数料 追加鞄1個につき月額3,300円
（税込）追加となります。

鞄4個まで（月間） 6,600円
夜間金庫入金帳 １冊（50枚綴り） 11,000円

両替手数料（窓口）

1～50枚 無料
51～500枚 550円

501～1,000枚 1,100円
1,001～1,500枚 1,650円
1,501～2,000枚 2,200円
以降500枚まで毎 プラス550円

両替手数料（自動機）（注）
　両替機利用手数料（両替機専用カード）
　　（1）両替専用カード発行手数料として
　　　  年額26,400円（税込）が必要となります。
　　（2）利用回数は1日2回までとなります。
　　　  （専用カード利用の場合）
　　（3）両替手数料は両替枚数に応じて
　　　 右のとおり必要となります。

1～50枚 無料

51～500枚 500円

501～1,000枚 1,000円

1,001～1,500枚 1,500円

（注）当庫CDカードでの両替機利用料は1日1回50枚まで無料となります。
　　 自動両替機をご利用の場合の手数料は、500円硬貨と100円硬貨のみの受付となります。
　　 また、1件あたりのご両替は、1,500枚までとさせていただきます。
　　 （ただし、1件あたりのご両替が1,000枚までの両替機もございますので、ご了承ください。）

店舗・店外ATM一覧（2020年6月末現在）

●店舗のご案内

田原市 田原支店 田原町稗田76-1 （0531）　22-1131
渥美支店 福江町堂前50-6 　33-0511

岡崎市 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 （0564）　53-1321
岡崎南支店 羽根西新町2-16 　53-8771
岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 　25-6311
岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 　58-3671

西尾市 しもまち支店 下町神明下52-2 （0563）　55-0222
幡豆支店 西幡豆町池下2-1 　62-5315

額田郡 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50（0564）　62-6011
名古屋市 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 （052）871-3701

瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311
名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811
※瑞穂通支店は個人特化型店舗となります

静岡県湖西市 湖西支店 湖西市鷲津1062-17 （053）575-1211

営業地区一覧（2020年6月末現在）

愛知県
蒲郡市､ 豊橋市､ 豊川市､ 新城市､ 北設楽郡、田原市
岡崎市､ 安城市､ 西尾市､ 名古屋市、碧南市､ 高浜市
刈谷市､ 知立市､ 豊田市､ 額田郡幸田町､ みよし市
長久手市､ 日進市､ 豊明市､ 大府市､ 東海市
愛知郡東郷町､ 知多郡東浦町

静岡県
湖西市、浜松市（西区、南区、北区の内三ヶ日町に限る）

※◇は平日のみATM稼動 ※◇は平日のみATM稼動
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