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■ 内国為替振込手数料 （１件につき）

窓口またはATMご利用の場合 窓　口
ATM利用

現　金 キャッシュカード

当行あて

同一店内口座あて
3万円未満 216円

108円 108円
3万円以上 432円

他の支店あて
3万円未満 324円 108円 108円

3万円以上 540円 324円 270円

他行あて
3万円未満 648円 432円 324円

3万円以上 864円 648円 540円

EBサービスご利用の場合 オフィスe-バンキング
FAX振込サービス ファームバンキング

パーソナル
e-バンキング

同一店内口座あて 無料 無料

当行の他の支店あて
3万円未満 108円 108円

3万円以上 324円 216円

他行あて
3万円未満 432円 324円

3万円以上 648円 540円

■ 当座預金
約束手形帳 署名判印刷なし 864円 署名判印刷あり 972円

為替手形帳 署名判印刷なし 864円 署名判印刷あり 972円

小切手帳 署名判印刷なし 648円 署名判印刷あり 756円

手形・小切手署名判登録手数料 5,400円

マル専 口座開設事務取扱手数料 3,240円 約束手形（1枚） 540円

■ 内国為替送金・取立手数料 （１件・１通につき）

送金手数料 当行本・支店あて 432円 他行あて 648円

取立手数料
（注①）

割引手形、担保手形、代金取立手形、
受入証券（注②）

同一手形交換所内（注③）
（お客さまご本人が振り出された小切手は無料です。） 216円

同一手形交換所外（注④）

当行 432円

他行
普通扱 648円

至急扱（注⑤） 864円

他行預金取立手数料 648円

その他
振込の訂正依頼料 216円 取立手形不渡返却料（注⑥） 648円

送金・振込の組戻料 648円 取立手形店頭呈示料（注⑦） 648円

取立手形組戻料（注⑥） 648円

(注①) 配当金領収証は無料とさせていただきます。
(注②) 受入証券とは、小切手等の口座入金をさします。

（支払場所が受入店と同一の受入証券の場合、上記各手数料は無料とさせていただきます。）
(注③) お客さまが取立を依頼された店舗が該当手形等の支払場所と同一の手形交換所に属している場合（同一店舗の場合を含む）をさします。
(注④) 上記③以外の場合をさします。
(注⑤) 取立手形等を個別に郵便で送付する場合に適用させていただきます。（速達扱いの場合は「速達料金」実費を別にいただきます。）

なお、この場合は該当手形等の決済後に口座入金いたします。
(注⑥) 取立手形とは、割引手形、担保手形、代金取立手形、受入証券をさします。
(注⑦) 手形交換所で決済できない手形等を支払場所の店頭へ呈示する場合に適用させていただきます。

■ 発行手数料
残高証明書
発行手数料（1通）

継続発行 324円 都度発行（1ヶ月以内） 540円

都度発行（1ヶ月経過後） 648円 監査法人向け 2,160円

融資証明書発行手数料（1通） 10,800円 自己宛小切手発行手数料（1枚） 540円

■ 再発行手数料 （１件につき）

預金通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード他 1,080円

■ 「取引明細照会表」作成手数料
ご預金・お借入れ 各540円

■ 他金融機関あての税金および諸料金
他行あて（納付書1枚）
（新潟県内分除く） 432円

■ 郵送料実費
残高証明書、融資証明書、取引明細照会表等を、お客さまのご依頼により郵送す
る場合は、郵送料の実費を別にいただきます。

※上記各手数料には、消費税および地方消費税が含まれています。

69

各種手数料



各種手数料 （2019年6月30日現在）

TAIKO BANK

2019/07/17 16:44:08 / 19517350_株式会社大光銀行_総会その他（Ｃ）

■ 夜間預金金庫使用料
1契約（月額） 専用バッグ2個まで　5,400円　（バッグ追加1個につき　1,080円加算）
入金帳（1冊） 6,480円 専用バッグ（1個） 2個まで無料（3個目から　1個 4,320円）

■ 保護預り
保護預り（年間） 披封預り

（封筒1個につき） 6,480円 封緘預り（1申込み） 6,480円

貸金庫（年間） 6,480円～28,512円 ※貸金庫は一部店舗のみのお取扱いとなります。型式により料金が異なりますのでお
申し込みの際は、取扱店へお問い合わせください。

■ EBサービス手数料
サービス名 サービス内容 月額基本手数料 振込手数料等

パーソナルe-バンキング 照会・振込 他 無料

内国為替振込手数料「EBサー
ビスご利用の場合」と同様。
（同一店内口座あては無料）

オフィスe-バンキング
照会・振込 他
総合振込・給与振込
口座振替等・ファイル伝送

ファイル伝送なし：1,620円
ファイル伝送あり：4,860円

FAX振込サービス 総合振込・給与振込 1,080円

フ
ァ
ー
ム
バ
ン
キ
ン
グ

パソコンサービス
照会・振込 2,160円
総合振込・給与振込
口座振替等・ファイル伝送 3,240円

ホームユースバリュックス 照会・振込 1,080円

ファクシミリ通知サービス 通知サービス 1,080円 通知明細1件：10円
（10円×月間通知件数×1.08）

■ キャッシュサービス手数料
ご 利 用 時 間 帯 手数料

当行カード利用によるお引き出し 平日
午前8時～午前8時45分 108円
午前8時45分～午後6時 無料
午後6時以降 108円

土曜日・日曜日・祝日 午前9時～午後7時 108円

他行カード利用によるお引き出し 平日
午前8時～午前8時45分 216円
午前8時45分～午後6時 108円
午後6時以降 216円

土曜日・日曜日・祝日 午前9時～午後7時 216円
(注) ① 上記の「土曜日・日曜日・祝日」には振替休日、正月三が日、5月3日～5日、12月31日を含みます。

② 他行カードで「総合口座貸越」「カードローン」をご利用の場合、上記手数料と異なる場合があります。
（ゆうちょ銀行、イオン銀行キャッシュカードのご利用手数料等、くわしくは窓口またはお客さま担当係にお問い合わせください。）

■ 窓口円貨両替手数料 （１回につき）

両替枚数 手 数 料 両替枚数 手 数 料
1枚～  50枚まで 無 料 501枚～1,000枚まで 324円

51枚～300枚まで 108円 1,001枚～2,000枚まで 648円
301枚～500枚まで 216円 2,001枚以上 1,000枚毎に324円加算

(注) ①枚数は、「お客さまのご持参枚数合計」または「お客さまへの交付枚数合計」のいずれか多い方となります。
②金種を指定した事業性のご預金の払出しについては、枚数に応じて上記「窓口円貨両替手数料」を頂戴いたします。

■ 入金硬貨精査手数料 （１回につき）…法人・個人事業者の事業性資金に限ります。

対　　　　象 手　数　料
硬貨の合計枚数1,000枚以上の入金 硬貨1枚につき50銭

【（硬貨枚数×50銭…円未満切捨）×1.08】…円未満切捨

■ 不動産担保取扱手数料
対　　　　象 手　数　料

事業性融資 新規設定 43,200円
追加担保かつ極度増額・一部解除 21,600円

非事業性融資 新規設定 32,400円
追加担保かつ極度増額・一部解除 16,200円

その他の手数料
■ でんさいサービス手数料　■ 金取扱手数料　■ 金保護預り手数料　■ 株式払込取扱手数料　■ 住宅ローン取扱手数料
■ 両替機利用手数料　など

※上記各手数料には、消費税および地方消費税が含まれています。
※くわしくは、窓口またはお客さま担当係にお気軽におたずねください。
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