
660円 660円

5万円未満 440円 440円

*3…出資に加入いただいているお客さま番号に基づき発行されたキャッシュカードによる当金庫ATMでお振込の場合

※キャッシュカード・ローンカードによる振込は、ご利用時間に応じて振込手数料のほか、お引出しにかかる取扱手数料を適用させていただきます。
※表示の手数料には、消費税が含まれています。
※土曜日が祝日に重なった場合の取扱時間・手数料は、祝日扱いとなります。
※日曜日が祝日に重なった場合の取扱時間・手数料は、日曜日扱いとなります。
※1月1日の取扱時間・手数料は、日曜日扱いとなります。
※12月31日・1月2日・1月3日の取扱時間・手数料は祝日扱いとなります。ただし、日曜日に重なった場合は日曜日扱いとなります。なお、ゆうちょ銀行のみ12月
31日は曜日による取扱時間・手数料となります。
※他の金融機関の状況により変更となる場合があります。

現金・
他金融機関キャッシュカード

当金庫宛
5万円以上 330円 330円

5万円未満 110円 110円

他行宛
5万円以上

振　　　込

一般 会員*3

当金庫キャッシュカード

当金庫宛
5万円以上

無料
5万円未満

他行宛
5万円以上 550円 330円

5万円未満 385円 330円

項目 料金

8:00～22:00　110円

ゆうちょ銀行のお客さま
 8:00～ 8:45　220円
 8:45～18:00　110円
18:00～21:00　220円

 8:00～ 9:00　220円
 9:00～14:00　110円
14:00～21:00　220円

8:00～21:00　220円

第二地銀・信組
労金のお客さま

 8:00～ 8:45　220円
 8:45～18:00　110円
18:00～21:00　220円

　8:00～21:00　220円

クレジット会社のお客さま 8:00～21:00 無料 9:00～21:00 無料

*1…給与または年金を当金庫で受け取られている方を対象に、給与または年金を受け取られている同一店舗・同一お客さま番号に基づき発行されたキャッシュカードを使用
した場合、当金庫ATM時間外手数料が無料となります。
*2…定期預金、定期積金へのお預入れ等は、当金庫ATM時間外手数料が無料です。

〈当金庫ATM時間外手数料について〉
・当金庫ATM時間外手数料とは、当金庫キャッシュカードを使用し、当金庫ATMでお引き出しを行う場合における平日8:45～18:00および土曜9:00～14:00以外の時間帯にかか
る手数料です。
・ATM時間外手数料割引適用のための給与振込判定基準は、当金庫に給与または賞与の振込実績があること。（ATM時間外手数料割引適用判定月より過去2ヵ月間に給与また
は賞与の振込実績がある場合、判定月の翌月10日よりATM時間外手数料割引を適用します。なお、お勤め先の振込方法等によってはATM時間外手数料割引適用の対象外となる
場合があります)
・ATM時間外手数料割引適用のための年金受給判定基準は、当金庫に公的年金等（国民年金・厚生年金・共済年金等）の振込実績があること。（ATM時間外手数料割引適用判
定月より過去3ヵ月間に対象となる年金の振込実績がある場合、判定月の翌月10日よりATM時間外手数料割引を適用します。なお、支給停止や年金担保貸付を受けたことによ
り振込が中断した場合は、ATM時間外手数料割引適用の対象外となります。）

＜当金庫ATM振込手数料＞

8:00～22:00　110円
*1

お預入れ

当金庫のお客さま 無　料

当金庫当座カードを
ご利用のお客さま

 7:00～22:00　無 料 お取扱いできません

他信金のお客さま
 7:00～ 8:45　110円
 8:45～18:00　無 料
18:00～22:00　110円

7:00～22:00　110円

お振替
※2 当金庫のお客さま

7:00～ 8:45　110円
*1

 8:45～18:00　無 料

18:00～22:00　110円
*1

 7:00～ 9:00　110円
*1

 9:00～14:00　無 料

14:00～22:00　110円
*1

 7:00～22:00　110円
*1

お引出し

当金庫のお客さま 7:00～ 8:45　110円
*1

 8:45～18:00　無 料

18:00～22:00　110円
*1

 7:00～ 9:00　110円*1

 9:00～14:00　無 料

14:00～22:00　110円
*1

 7:00～22:00　110円
*1

他行(ゆうちょ銀行を除く)

 　8:00～21:00　220円
ゆうちょ銀行

 　8:00～ 9:00　220円
　 9:00～14:00　110円
　14:00～21:00　220円

8:00～21:00　220円

クレジット会社のお客さま
 8:00～18:00　無 料
18:00～21:00　110円

9:00～21:00　110円

8:00～22:00　110円
*1

他信金のお客さま 7:00～22:00　110円

銀行・信託銀行・信組・農協・
労金・ゆうちょ銀行のお客さま

 8:00～ 8:45　220円
 8:45～18:00　110円
18:00～21:00　220円

　　手数料一覧（１）
＜当金庫ATMお取扱手数料＞ 2023年2月27日現在

平　日 土曜日 祝日 日曜日
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一般 会員*4

5万円以上 330円 110円

5万円未満 110円 110円

5万円以上 440円 220円

5万円未満 220円 220円

5万円以上 880円 660円

5万円未満 660円 660円

5万円以上 880円 660円

5万円未満 660円 660円

インターネット テレホンバンキング
・たましんパーソナルダイレクト 5万円以上 無　料 330円
・たましんビジネスダイレクト 5万円未満 無　料 110円
たましんテレホンバンキングサービス 5万円以上 無　料 330円

振込手数料 5万円未満 無　料 110円

5万円以上 440円 550円

5万円未満 220円 330円

当金庫宛 無料 －

他行宛 330円 －

たましんＨＢサービス 一般 会員*5

5万円以上 無　料 無　料

5万円未満 無　料 無　料

5万円以上 330円 110円

5万円未満 110円 110円

5万円以上 660円 440円

5万円未満 440円 440円

当金庫宛 無料 無料

他行宛 330円 330円

3,300円 1ヵ月につき

550円 1通につき
振込日の２営業日前
正午までの引落分

振込日の前営業日
・当日の引落分

当店宛 無　料 無　料

本支店宛 無　料 220円

330円 550円

為替自動振込 550円 1契約につき

5万円以上 440円(220円*7)

5万円未満 220円

5万円以上 880円(660円*7)

5万円未満 660円

電子媒体振込 3,300円 1ヵ月につき

5万円以上 440円(220円*8)

5万円未満 220円

5万円以上 770円(550円*8)

5万円未満 550円
振込日の２営業日前
正午までの引落分

振込日の前営業日
・当日の引落分

当店宛 無　料 無　料

本支店宛 無　料 220円

330円 440円

振込組戻手数料 880円 1件につき

※ＡＴＭ振込手数料については、手数料一覧（１）をご参照ください。

振込手数料 1件につき

他行宛

本支店宛
(当店宛は無料)

振
　
　
　
込

他行宛

給与・賞与振込

＊8…出資に加入いただいているお客さまが、出
資加入店舗で本サービスをご利用される場合（た
だし、出資加入と本サービス利用のお客さま番号
が同一のものに限る）

1件につき

他行宛

基本手数料

給与・賞与
振込 当金庫宛

給与振込

（ＦＡＸ振込サービス*6）

料　　金項　　　目

本支店宛
(当店宛は無料)

手数料一覧（２）

窓口振込手数料

＊4…出資に加入いただいているお客さまが会員
である旨をお申出の場合

たましんＦＡＸ振込サービス

振込手数料

＊5…出資に加入いただいているお客さまが、出
資加入店舗で本サービスをご利用される場合
（ただし、出資加入と本サービス利用のお客さ
ま番号が同一のものに限る）
＊6…FAX振込サービスは賞与の扱いはありませ
ん

＊7…出資に加入いただいているお客さまが、出
資加入店舗で本サービスをご利用される場合（た
だし、出資加入と本サービス利用のお客さま番号
が同一のものに限る）

振込依頼書発行手数料

当金庫宛

当店宛

本支店宛

他行宛

当金庫宛

当店宛

振込手数料

基本手数料

インターネットバンキング

本支店宛

他行宛

至急扱い

付帯物件付き

当金庫宛

当店宛

本支店宛

給与・賞与
振込 当金庫宛

総合振込依頼書
（給与振込を含む）

他行宛

基本手数料

当金庫本支店宛を含む

他行宛
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たましんパーソナルダイレクト基本料 無料 －

個人ワンタイムパスワード基本料＊9 110円 1ヵ月につき

2,200円 1ヵ月につき

1,100円 1ヵ月につき

無料 1ヵ月につき

入出金明細照会基本料 5,500円 1ヵ月につき

無　料 1台目

1,100円
2台目以降
1台につき

セコム・プレミアムネット基本料 550円 1ヵ月につき

たましんテレホンバンキングサービス基本料 無　料 －

550円
1ヵ月分

（口座ごと）

1,100円 1ヵ月分

たましんＦＡＸ振込サービス基本料 1,100円 1ヵ月分

1,100円 1ヵ月につき

ビジネスダイレクト利用の場合 無　料 －

ＷＥＢ受付時 窓口受付時

発生記録*10 330円 880円

譲渡記録*10 220円 880円

分割（譲渡）記録*10 330円 880円

通常開示*10 無　料 550円

変更記録 220円 2,200円

保証記録*10 220円 880円

支払等記録*10 220円 880円

買戻 － 660円

特例開示 － 3,300円

残高開示（都度発行方式） － 4,400円

残高開示（定例発行方式） － 1,650円

支払不能情報照会 － 3,300円

特定記録機関変更記録 5,500円 －

2,200円 －

2,200円 1ヵ月につき

2,200円 －

海外他行宛 国内他行宛

7,000円 4,500円

6,000円 3,500円

3,500円 3,000円

支払銀行手数料*13

被仕向送金取扱手数料

基本手数料

個別利用手数料

たましん電子記録債権サービス

送金手数料

*14…受取人取引銀行または送金の経由銀行から10,000円を超える請求があった場合には、後日、支払銀行手数料との差額を請求させていただきます。

ＦＡＸ海外送金手数料

外為インターネットサービス

外為サービス

で
ん
さ
い

ＦＡＸ海外送金サービス新規契約手数料

円為替手数料*11

外貨取扱手数料*12

－

－

*11…円貨建てで送金される際に送金手数料に加え、本手数料がかかります。

送金金額の0.05％（最低2,500円）

送金金額の0.05％（最低2,500円）

3,000円*14

1,500円

送金金額の0.05％（最低2,500円）

*12…外貨預金から外貨建て（同一通貨）で送金する際にかかる手数料です。

送金金額の0.05％（最低2,500円）

*15…円貨建てで円預金に入金する際にかかる手数料です。

*16…外貨建てで外貨預金（同一通貨）に入金する際にかかる手数料です。

外
国
為
替

リフティングチャージ（被仕向送金）

*9…ハードウェアトークンのご利用手数料となります。ソフトウェアトークンは無料でご利用いただけます。

*10…原則「ＷＥＢ受付」のみとします。

ＦＡＸ外貨普通預金振替サービス新規契約手数料

円為替手数料*15

外貨取扱手数料*16

窓口

*13…受取人取引銀行または送金の経由銀行で発生する手数料を依頼人負担にする際にかかる手数料です。

リフティングチャージ（仕向送金）

外為インターネットサービス基本手数料

手数料一覧（３）

項　　　目

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

バ
ン
キ
ン
グ

料　　金

－

－

－

法人総合サービスＢＯＢ加入の場合

－

－
法人ワンタイムパスワード発行料＊9

たましんビジネスダイレクト基本料

学費等収納システムを契約の場合

たましんＥＢサービス基本料

サ
ー

ビ
ス

基
本
料

－

－

たましんアンサーサービス

たましんＨＢサービス
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1,100円 1冊(枚)につき

1,100円 1枚(台)につき

1,650円 1個につき

660円 1通につき

1,100円 1通につき

1,650円 1通につき

660円 1通につき

660円 1通につき

一般 1,650円 1冊(25枚)

署名判登録先 1,870円 1冊(25枚)

一般 3,300円

署名判登録先 3,520円

220円 1冊(25枚)

5,500円 1口座につき

550円 1枚につき

1,100円 1枚につき
当金庫に口座をお持ちの
お客さま無料(1日1回)
上記以外のお客さま

550円
880円 11枚　～　500枚

1,100円  501枚　～　1,000枚

1,100円 以降1,000枚ごと

13,200円 年額1枚につき

無料 －

550円 1枚　～　10枚

880円 11枚　～　500枚

1,100円  501枚　～　1,000枚

1,100円 以降1,000枚ごと

記念貨幣への交換 無料 －

無料  1枚　～　500枚

550円  501枚　～　1,000枚

550円 以降500枚ごと

550円 1冊につき

交換 上記以外のお客さま

－

料　　金

両
替
・
金
種
指
定
払
戻

当
　
　
　
座

自己宛小切手発行手数料

署名判印刷サービス

マル専当座

1日2回まで
1回あたり最大1,600枚

手形・小切手発行手数料

両替機カード
利用のみ

無　料

汚損・破損した現金を同一
金種に交換
同一金種の新券への交換
記念貨幣を同一金種に交換

円貨両替手数料

金種指定払戻手数料＊19

1冊(50枚)

1枚　～　10枚

円貨両替機カード発行手数料

手形発行手数料

手数料一覧（４）

不渡手形返却手数料

取立手形組戻手数料

項　　　目

代
金
取
立

代金取立手数料※17

再
発
行

電子交換（手形期日まで5営業日以上）

電子交換（手形期日まで5営業日未満）

個別取立※18

－

再発行手数料

－

*20…大量硬貨取扱手数料は、口座への入金のほか、振込や納税、各種料金の収納、定期預金等の作成を硬貨で行う場合も、硬貨の枚数に応じて手数
料が必要となります。（振込には振込手数料が、地方税取扱手数料が必要な納税には地方税取扱手数料が別途必要となります。）なお、硬貨の算定に
対する手数料となりますので、算定後にお手続きを取りやめる場合や、金額を変更される場合も、手数料をいただきます。
また、そのお取扱いにおいて、伝票等が分かれる場合や複数の名義への同時入金等の場合など、実質的に同一のお取引は合計枚数での手数料となりま
す。

入
金

*19…支払い金種を指定した預金口座からの払戻しは、金種払の総支払枚数から、最小支払枚数を除いたものを算定枚数とします。詳しくは、当金庫
ホームページ「各種手数料」をご参照ください。

大量硬貨取扱手数料＊20

入金取次帳発行（普通預金）

*17…窓口で即日入金となるものは無料となります。

*18…電子交換所不参加金融機関宛の小切手・手形等の個別の郵送対応が必要となるものが対象となります。なお、呈示期間内に呈示ができないと明
らかな場合は受付をお断りさせていただくことがあります。

－

パーソナルチェック

登録手数料

－

－

【円貨両替】
枚数の基準は、ご持参（両替前）の枚数とお持
ち帰り（両替後）の枚数のいずれか多いほう

両替機扱い分

（毎年6月第1営業日）

当金庫に口座をお持ちのお客さま

セコム・プレミアムネット専用ＵＳＢ

カード類・ハードウェアトークン

通帳・証書

約束手形・為替手形

当座小切手帳
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1種（定例発行）＊23 550円 1通につき

2種（都度発行）＊24 1,650円 1通につき

3種（個別発行）＊25 3,300円 1通につき

1,650円 1通につき

　 3,300円*26 1通につき

事業性 11,000円 1通につき

住宅ローン 5,500円 1通につき

－   550円*27 1ヵ月ごと（口座ごと）

－ 3,300円 1通につき

15,840円

26,400円

39,600円

10,560円 年額(毎年10月15日)

880円 1通につき

11,000円 1口座につき

1,100円 1件につき

　5,500円*31 1件につき

11,000円 1件につき

11,000円 1件につき

55,000円 1件につき

33,000円 1件につき

相続事務手数料 880円 1件につき

33,000円 1件につき

55,000円 1件につき

11,000円 1件につき

5,500円 1件につき

11,000円 1件につき

個
人
情
報

個人情報開示請求手数料
2,200円

ただし、郵送による回答の場
合は書留郵送料（本人限定受
取郵便）の実費が別途必要

請求書１枚につき

料　　金

郵送による相続手続

しんきん暦年信託口座開設手数料

たましん家族信託専用口座
口座開設手数料

信託契約書変更手数料

地方税取扱手数料＊29

年額(毎年10月15日)基本手数料

第１種

第２種

第３種

*33…不動産担保抹消手数料：次の場合無料　①（根）抵当権一部解除に伴う道路等共有部分の（根）抵当権持分放棄
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②（根）抵当権解除に伴う仮登記担保権の解除

手数料一覧（５）

普通預金商品変更手数料　（「有利息型」から「無利息型」への変更）

教育資金一括贈与専用口座開設手数料

しんきん相続信託口座開設手数料

不
動
産
担
保

不動産担保取扱手数料

抹消（当金庫営業地区外）

項　　　目

事
務
取
扱

新規設定

新規設定（当金庫営業地区外）

変更・追加設定＊32

抹消・一部解除＊33

破産管財人等口座開設手数料＊30

－支払利息証明書

個人情報保護法に基づく請求

*29…地方税取扱手数料は、以下以外の公金を納付する場合に必要となります。
　   東京都公金・東京都（島しょ部含む）市町村公金・神奈川県公金・相模原市公金・所沢市公金・新座市公金は無料となります。

*31…贈与者が当金庫にて公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）をお受取りまたは58歳以上で将来の公的年金口座をご指定いただいた方である
場合は、無料となります。

*32…不動産担保設定手数料：次の場合無料　①（根）抵当権譲受にかかる被担保債権の範囲の変更
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② 債務者の氏名変更、商号変更、住所変更、組織変更、その他これに準ずるもの

*30…破産管財人・不在者財産管理人名義を取引の相手方とする口座開設が対象となります。（相続財産管理口座は除く）

*21… 残高証明書、支払利息証明書、取引明細証明書、その他証明書で過去10年を超える期間を指定するお取引の証明書発行はできません。住宅ロー
ン控除申請時に必要な「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は無料です（紛失等による再発行の場合は2種（都度発行）または3種（個別
発行）での取扱いとなります。）。

*22…相続手続き時に取得する証明書が複数取引となる場合は一律1,650円となります（信託銀行等の依頼や過去1年を越える期間の指定日発行等は一
律3,300円となります）。

*23…ご契約のお客さまに対し、定例的に自動発行されます。定例発行は月末以外の指定日での発行はできません。なお、月末以外の指定日をご希望
の場合は2種（都度発行）での取扱いとなります。

*24…店頭設置端末で発行可能な残高証明書となります。

*25…職員による個別作成・記載等により、発行するものが対象となります。
　　（例：信託銀行や監査法人等の指定文書への記載・英文発行・債券、投資信託にかかる発行・過去1年を越える期間の指定日発行等）

*26…過去2年を超える期間の指定日発行が対象となります。

*27…証明期間内に月中のお取引がない場合も月ごとに手数料が必要となります。また、定期性預金は、まとめて1口座として算出します。振込は、1
取引につき、550円が必要となります（総合振込等では、１回の振込で複数の明細があるものも1取引とします。）。

*28…他に当てはまらず、当金庫手数料一覧で取り決めのないものが対象となります。

貸
金
庫

セーフティーケース基本手数料

残高証明書＊22

各種証明書発行手数料＊21
証
明
書

その他証明書＊28

取引明細証明書

融資証明書



2023年2月27日現在

無料

一括払定率型
実行時に借入金額×2.2％を
一括で支払い 1件につき

金利上乗せ型
実行時に110,000円を一括で
支払い、借入利率に0.2%上乗せ 1件につき

3,300円 1件につき

2,200円 1件につき

1,100円 1件につき

無　料 －

33,000円 1件につき

返済金額を減額する場合 5,500円 1件につき

返済期間を短縮する場合 3,300円 1件につき

22,000円 1件につき

5,500円 1件につき

5,500円 1件につき

22,000円 1件につき

臨時返済手数料 5,500円 1件につき

（一部繰上げ返済） 3,300円 1件につき

フ
ラ
ッ

ト
３
５

33,000円 1件につき

110,000円 1件につき

55,000円 1件につき

16,500円 1件につき

11,000円 1件につき

110,000円 1件につき

お
ま
と
め

ロ
ー

ン

「

リ
ン
ク
」

事務取扱手数料

㈱セゾンファンデックス保証付 220,000円 1件につき

㈱東京スター・ビジネス・ファイナンス保証付

料　　金

55,000円
1件につき全国保証㈱

しんきん保証基金

融資日より5年超7年以内

融資日より7年超

固定金利適用期間中＊34

手数料一覧（６）

項　　　目

住宅ローン事務取扱手数料＊34 保証会社を
利用しない場合

の
り
か
え
上
手

・
リ
フ
ォ
ー

ム

上
手

期限前完済手数料（全額繰上げ返済）

返済金額減額

返済期間短縮

住
宅
ロ
ー

ン
・
住
活
ロ
ー

ン

事務手数料＊34

多摩保証㈱

臨時返済手数料＊35

（一部繰上げ返済）

変動金利適用期間中

固定金利適用期間中＊34

返済金額の変更（臨時返済を伴わないもの）＊34

実行後の固定金利特約の選択（変動→固定、固定期間満了→固定）＊34

期限前完済手数料＊35

（全額繰上げ返済）

変動金利
適用期間中

融資日より3年以内

融資日より3年超5年以内

融資手数料

た
ま
し
ん

リ
・
バ
ー

ス

6
0

事務取扱手数料

臨時返済手数料
全額繰上げ返済

一部繰上げ返済

その他条件変更手数料

*34…住宅ローンのみの取扱いとなります。

*35…「しあわせ物語　たましんライフサポート住宅ローン」をご利用の場合は、無料となります。


