
1. 契約料金
●契約料金【消費税込】

(*1)  お申し込み月の翌々月末まで、 大3ヵ月間、契約料金はかかりません。

(*2)  ｢総合／給与 振込サービス｣または｢取引通知サービス｣をお申し込みの場合のみかかります。

        すでにどちらかのサービスをご利用のお客さまがもう一方のサービスを追加する場合は新たな料金はかかりません。

(*3)  ｢総合振込XMLサービス｣または｢取引通知XMLサービス｣をお申し込みの場合のみかかります。

        すでにどちらかのサービスをご利用のお客さまがもう一方のサービスを追加する場合は新たな料金はかかりません。

(*4)  ｢外為サービス｣初回お申し込み時のみ対象となります。すでにいずれかのメニューを利用しているお客さまが、他のメニューを

        追加する場合は新たな契約料金はかかりません。

(*5)  2019年7月以降にお申し込みいただいた場合、無料期間終了後(課金開始月2019年10月、2019年11月18日お引き落とし分から)、

        増税後の10％の税率で契約料金をいただきます。

2. 月間基本料金
●円預金サービス基本料金【消費税込】

(*1)  お申し込み月の翌々月末まで、 大3ヵ月間、基本料金はかかりません。

(*2)  ｢総合／給与 振込サービス｣または｢取引通知サービス｣をお申し込みの場合のみかかります。

        すでにどちらかのサービスをご利用のお客さまがもう一方のサービスを追加する場合は新たな基本料金はかかりません。

(*3)  ｢総合振込XMLサービス｣または｢取引通知XMLサービス｣をお申し込みの場合のみかかります。

        すでにどちらかのサービスをご利用のお客さまがもう一方のサービスを追加する場合は新たな基本料金はかかりません。

(*4)  2019年7月以降にお申し込みいただいた場合、無料期間終了後(課金開始月2019年10月、2019年11月18日お引き落とし分から)、

        増税後の10％の税率で基本料金をいただきます。

２４時間サービス

総合振込XMLサービス
取引通知XMLサービス

27,000円
(*1)(*3)

 　27,500円
(*1)(*3)(*5)

融資サービス

無料無料
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振込送金 組戻し・訂正サービス

無料 無料

APIサービス

総合振込XMLサービス
取引通知XMLサービス

　 3,240円／月
(*1)(*3)

　 3,300円／月
(*1)(*3)(*4)

24時間サービス

口座振替サービス

基本サービス 1,728円／月
(*1) 1,760円／月

(*1)(*4)

総合／給与 振込サービス
取引通知サービス

　 3,240円／月
(*1)(*2)

　 3,300円／月
(*1)(*2)(*4)

振込入金メール通知サービス 1,620円／月
(*1) 1,650円／月

(*1)(*4)

外為サービス 16,200円
(*1)(*4)

　 16,500円
(*1)(*4)(*5)

FOREXサービス

無料 無料市場リスク管理サービス

基本料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)
2019年10月度のご利用分から

　　　 ※詳しい変更日についてはP.4をご覧ください。

 ｢消費税増税｣に伴う契約料金、月間基本料金、従量料金、追加ID料金、手数料について
　　　 増税後の料金は以下の通りです。

契約料金
増税前(消費税8%)

2019年6月のご契約分まで

増税後(消費税10%)
2019年7月のご契約分から

(*5)

基本サービス

振込送金 組戻し・訂正サービス

無料無料

APIサービス

総合／給与 振込サービス
取引通知サービス

27,000円
(*1)(*2)

　 27,500円
(*1)(*2)(*5)

口座振替サービス

振込入金メール通知サービス



●外為サービス基本料金【消費税込】

(*1)  お申し込み月の翌々月末まで、 大3ヵ月間、基本料金はかかりません。

(*2)  2019年7月以降にお申し込みいただいた場合、無料期間終了後(課金開始月2019年10月、2019年11月18日お引き落とし分から)、

        増税後の10％の税率で基本料金をいただきます。

●FOREXサービス基本料金

●市場リスク管理サービス基本料金

●融資サービス基本料金

3. 従量料金、追加ID料金
●従量料金【消費税込】

(*1)  取引通知サービス、取引通知XMLサービス、口座振替サービスの従量料金は、ダウンロード実施の有無にかかわらず、

        発生した明細の件数分かかります。

(*2)  円未満の端数は切り捨てとなります。

●追加ID料金【消費税込】

(*1)  お申し込み月の翌々月末まで、 大3ヵ月間、追加ID料金はかかりません。

(*2)  2019年7月以降にお申し込みいただいた場合、無料期間終了後(課金開始月2019年10月、2019年11月18日お引き落とし分から)、

　　  増税後の10％の税率で追加ID料金をいただきます。
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口座振替サービス
振替結果通知明細1件あたり

5.4円
(*1)(*2)

振替結果通知明細1件あたり

5.5円
(*1)(*2)

追加ID料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)
2019年10月度のご利用分から

基本サービス

利用者ID5件以下 無料(変更はありません)

利用者ID5件超
5件を超える利用者ID1件につき

216円／月
(*1)

5件を超える利用者ID1件につき

220円／月
(*1)(*2)

従量料金 増税前(消費税8%)
増税後(消費税10%)

2019年9月30日19:00以降の
明細発生分から

取引通知サービス
取引通知XMLサービス

振込入金／入出金通知明細1件あたり

5.4円
(*1)(*2)

振込入金／入出金通知明細1件あたり

5.5円
(*1)(*2)

従量料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)
2019年10月1日の結果返却分から

基本料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)

市場リスク管理サービス 無料(変更はありません)

基本料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)

融資サービス 無料(変更はありません)

外為取引明細通知 無料 無料

基本料金 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)

FOREXサービス 無料(変更はありません)

輸出ドキュメンタリー 2,700円／月
(*1) 2,750円／月

(*1)(*2)

輸入ドキュメンタリー 5,400円／月
(*1) 5,500円／月

(*1)(*2)

外貨預金 2,700円／月
(*1) 2,750円／月

(*1)(*2)

基本料金
増税前(消費税8%)

2019年9月度のご利用分まで

増税後(消費税10%)
2019年10月度のご利用分から

仕向送金 2,700円／月
(*1) 2,750円／月

(*1)(*2)

被仕向送金 2,700円／月
(*1) 2,750円／月

(*1)(*2)



4. 手数料
●振替手数料

●振込、総合振込の振込手数料【消費税込】(振込は、BizSTATION Lightを契約のお客さまも対象となります。)

　　　振込の｢先方負担手数料情報設定｣を指定額計算で設定されているお客さまおよび総合振込をご利用のお客さまが、

　　　手数料情報設定を増税後の手数料に変更されないまま、2019年10月1日(火)以降を振込指定日とした振込および

　　　総合振込を行った場合、実際に引き落としされる手数料は消費税10%を含む手数料となりますが、操作画面には

　　　消費税8%を含む手数料が表示されることがあります。実際に引き落としされる手数料と操作画面に表示される

　　　手数料を合わせるためには、事前に手数料情報設定の変更が必要となります。

　　　　くわしくは、｢｢消費税増税｣に伴う｢手数料情報設定｣の変更について｣（PDF）をご参照ください。

●給与賞与振込の振込手数料【消費税込】

●振込組戻手数料・振込訂正手数料・再振込手数料【消費税込】

(*1)  上記｢振込、総合振込の振込手数料｣表中の手数料が適用されます。

●特別徴収地方税の納入取引に関する諸手数料【消費税込】

(*1)  納入先1件ごとにかかる取り扱い手数料です。

(*2)  当行が収納代理金融機関でない市区町村に納入する場合に別途申し受けます。

口座振替契約に関する手数料は別途必要となります。

くわしくはお取引店までお問い合わせください。

5. その他料金
●ワンタイムパスワードカード

(*1)  再発行料金は当行手続き（登録処理）が完了した時点の税率が適用されます。

料金
増税前(消費税8%)

2019年9月30日当行手続き完了分まで

増税後(消費税10%)
2019年10月1日当行手続き完了分から

再発行料金
(*1) 1,620円 1,650円
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為替手数料
(*2) 3万円未満 432円 440円

3万円以上 648円 660円

振込訂正手数料 756円 770円

再振込手数料 振込手数料と同等の
(*1)

振込手数料がかかります

手数料
増税前(消費税8%)

2019年9月10日納入指定日分まで

増税後(消費税10%)
2019年10月10日納入指定日分から

地方税基本手数料
(*1) 54円／納入先 55円／納入先

他行あて振込 324円 330円

手数料
増税前(消費税8%)

2019年9月30日銀行処理分まで

増税後(消費税10%)
2019年10月1日銀行処理分から

振込組戻手数料 756円 770円

振込金額
増税前(消費税8%)

振込指定日が
2019年9月30日のお取引まで

増税後(消費税10%)
振込指定日が

2019年10月1日のお取引から

同一支店あて振込 無料 無料

当行本支店あて振込 108円 110円

当行本支店あて振込
3万円未満 108円 110円

3万円以上 324円 330円

他行あて振込
3万円未満 540円 550円

3万円以上 756円 770円

振替金額 増税前(消費税8%) 増税後(消費税10%)

当行あて振替 無料(変更はありません)

振込金額
増税前(消費税8%)

振込指定日が
2019年9月30日のお取引まで

増税後(消費税10%)
振込指定日が

2019年10月1日のお取引から

同一支店あて振込
3万円未満 108円 110円

3万円以上 324円 330円
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契約料金

2019年6月の
ご契約分まで

2019年7月の
ご契約分から

 ｢消費税増税｣に伴うスケジュールについて
　　　消費税率10%への増税時期は以下となります。ご確認ください。

ご利用料金
2019年 2019年

6月以前 7月 8月 9月 10月 11月以降

大3ヵ月間の無料期間の後、10月が課金開始月、
11月18日(月)お引き落とし分から消費税10％

大3ヵ月間の無料期間の後、9月が課金開始月、
10月18日(金)お引き落とし分まで消費税8％

11月18日(月)お引き落とし

10月1日(火)

10月18日(金)お引き落とし


