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〈投資信託に関する留意点〉�
■ 投資信託は預金ではありません。　�
■ 投資信託は預金保険の対象ではありません。 �
■ 投資信託の設定および運用は投資信託委託会社が行ないます。（銀行は販売の窓口と
なります。）　�

■ ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。　�
■ お申込の際は、目論見書をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断く
ださい。　�

■ 投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありません。　�
■ 株式・公社債などの値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
しますので、投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこ
とになります。�

■きらやか銀行の定期分配型ファンド�

投資信託�
�

　当行では、安定的な運用と分配を目指す商品を中心とした取

扱いラインナップの充実に努めてまいりました。�

　特に１８年度は全国的にも人気が高いバランス型の定期分配

型ファンドを中心に販売額を拡大し、投信残高は前年同期比

５８.１３％増加（３３６億円増加）の９１４億円となりました。�

※数値は、殖産銀行と山形しあわせ銀行の数値を合算しております。�

�

■定期分配型ファンドラインナップの拡充�

　平成１９年７月より、定期的に安定した分配が期待できるファ

ンドの取り扱いを開始しました。いずれも安定的な運用と定期的

な分配が期待できることから、お客様にもご好評をいただいてお

ります。�

　今後もお客様の多様なニーズにお応えできるよう、取扱いファ

ンドラインナップの充実に努めてまいります。�

□世界各国の安定成熟企業の銘柄を主要投資

対象とし、安定的な配当収入（インカムゲイン）

の確保に主眼を置くと共に、中長期的な株価値

上がり益（キャピタルゲイン）の獲得も追求します。�

□配当収入（インカムゲイン）と値上がり益（キャ

ピタルゲイン）の中から、原則として四半期（３ヶ

月）毎の分配（定期分配およびボーナス分配）

を目指します。�

（単位：億円）�
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きらやかグローバル�
好配当株式オープン�
委託会社：みずほ投信投資顧問�

□世界の債券、株式、リートの異なる資産に分散

投資を行い、配当収益の確保と信託財産の安

定した成長を目指します。�

□債券、株式、リートへの投資割合は１：１：１を基

本とします。�

□毎月、安定した収益分配を行うことを目指します。�

グローバル3資産ファンド�

愛称：ワンプレートランチ�
委託会社：三井住友アセットマネジメント�

□高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての高

格付の短期債券などに投資します。�

□投資対象国は経済協力開発機構（OECD）加

盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短

期債券などとします。�

□毎月、安定した収益分配を行うことを目指します。�

世界のサイフ�
委託会社：日興アセットマネジメント�

□世界主要先進国の国債、政府機関債等に分

散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に

安定した収益の確保と信託財産の成長を目指

します。�

□格付けはA格以上のものに投資します。�

グローバル・�
ソブリン・オープン�
委託会社：国際投信投資顧問�

□日本を含む世界の不動産・債券・株式の３資産

に分散投資することで安定した成長が期待で

きます。�
※投資目的とライフスタイルに合わせて３つの運用コースか
らお選びいただけます。�

□毎年奇数月の各１０日（休業日の場合、翌営業

日）に決算を行ない、各コースの収益分配方針

に基づいて収益の分配を行ないます。�

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ�
（奇数月分配型）�

愛称：ミルフィーユ�
委託会社：大和証券投資信託委託�

平成14年�
3月�

平成15年�
3月�
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3月�
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公社債�
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平成17年�
3月�

平成18年�
3月�

平成19年�
3月�
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578

914

※本グラフの計数は、合併前の殖産銀行、山形しあわせ銀行における販売残高の合算値となります。�
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　円貨と3つの外貨（ＵＳドル・ユーロ・豪ドル）で

運用可能な年金保険です。将来に向けて資産を

大きく育てたい方向けの、据置期間満了まで運

用を続ける「据置タイプ」と、今を楽しみながら資

産を守りたい方向けの、運用益を定期的に受け

取れる「自動引き出しタイプ」の2タイプからお選

びいただけます。�

無配当積立利率変動型一時払年金保険（０５）�
米ドル建・ユーロ建・豪ドル建・円建�
（据置タイプ・自動引出タイプ 毎月／毎年）�

スリースターズプラスＷ�
引受保険会社：エイアイジー・スター生命保険�

株式会社�

〈保険商品について〉�
■ 当行がご提案する保険商品は、預金ではございません。したがって預金保険機構による保
護の対象とはなりません。�

■ お払い込みいただく保険料は、当行への預入れではなく、預金利息はつきません。�
■ 保険商品の解約時において、お支払保険料相当額の解約返戻額のお支払いは保証され
ておりません。�

個人年金保険�
�

　当行は平成１４年１０月の保険窓販解禁と同時に、個人年金

保険の販売を開始いたしました。資産運用の新しい形として、

また老後の生活資金準備の方法として、幅広いラインナップで、

お客様の「ライフプラン」に最適な商品を提案しております。�

　「多少のリスクがあっても、もっと大きく増やしたい」方のために、

リスクの段階に応じて５商品の変額年金保険のほか、外貨建

定額年金保険３商品を取り揃えております。�

　また「安全・確実・着実」に増やしたい方には、定額個人年

金保険（生保年金）４商品と年金払積立傷害保険（損保年金）

１商品を取り揃えております。�

（単位：百万円）�
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■個人年金保険販売累計実績�

※本グラフの計数は、合併前の殖産銀行、山形しあわせ銀行における販売残高の合算値となります。�
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　安定的なリターンを確保した上で、株式を30%

組み入れてプラスアルファのリターンを目指す「元

本保証債券重視プラン」の2つのプランから選択

できます。「合理的なお客様負担費用の仕組み」

と「年金原資には一時払保険料相当額の最低

保証」を備えた商品です。�

最低保障付変額保険�
（年金受取型）�

たのしみＶＡプラス�
引受保険会社：住友生命保険株式会社�

　据置期間終了時の年金原資及び据置期間

中の死亡給付金を最低保証しております。ファン

ドは7つあり、株式型特別勘定の組入比率が

35%以下であれば自由な運用ができます。契約

時に一定の初期費用が必要ですが、中途解約を

しても解約控除は必要ありません。�

（無配当）一時払変額年金保険（04）A型�

アイエヌジー�
スマートデザイン10�
引受保険会社：アイエヌジー生命保険株式会社�

　一時払保険料を運用部分（主契約）と確定部

分（特約）に配分して運用、確定部分で据置期

間終了時の元本（年金原資）を保証しながら、運

用部分でのプラスαも期待できます。�

　確定部分の解約返還金があらかじめ決まって

いるため、中途解約時も一定の解約返還金が確

保されているなどの「確実性」に加え「成長性」も

兼ね備えた商品です。�

引出機能付災害２割加算型変額年金保険（H16）�

年金工房しっかり�
プラン100�
引受保険会社：第一生命保険相互会社�

　契約日の1年後から年金を一生涯受け取れる「LG

タイプ」と、最低10年据え置いてから年金で受け

取る「AGタイプ」の2種類があります。いずれのタ

イプも、年金受取の総額で一時払保険料相当額

を最低保証しております。選択できるファンドは3

本（いずれもバランス型）で、組み合わせて運用す

ることができます。�

変額個人年金保険（2005）�

未来航路 Two�
引受保険会社：三井住友海上メットライフ�

生命保険株式会社�
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きらやか銀行誕生キャンペーン�
�

住宅ローン編「家族の力」　〈取扱期間〉平成19年5月7日（月）～平成19年12月28日（金）�
　山形県は、夫婦共働き世帯の割合が全国２位と高く、２５～４９歳階層の女性の９０％以上が就業意欲を示しています。一方、「仕

事と子育てを両立できる環境づくり」が今後の課題となっています。�

　出生率の低下による少子化問題や子育てをしながら働く環境づくりにおいて、当行は「家族の力」を最も重要なポイントと考え、地

域金融機関として「子育て・共働き」層を応援する固定金利選択型住宅ローン金利優遇制度の取扱いを開始いたしました。�

□ご夫婦「共働き」のご家族に。�

基準金利より�
金利優遇いたします。�

�「2人以上子育て中・パートを含む共働き」世帯の方へ基準金利より各々0.2％優遇し、組み合わせで
0.4％優遇いたします。�

�さらに、各種優遇項目に該当する場合、最大0.8%優遇（10年固定のみ最大1.50％優遇 ※当初選択した

固定期間の優遇となります）また、各種優遇項目により、全融資期間、最大0.3%金利優遇を適用します。�

①「共働き層」であること。※夫婦で働いている家族です。�
②「子育て層」であること。※お申し込み時点で、就労前の子供が2人以上（同居）家族。�

「共働き層」0.2％の優遇金利・「子育て層」0.2％の優遇金利�

保証会社保証付住宅ローンのみ対象となります。�

0.2％�
□就労前のお子様が2人以上同居しているご家族に。�

基準金利より�
金利優遇いたします。�
0.2％�

�「オール電化」など、「共働き層」「子育て層」以外の優遇条件もございます。 �お借入金利は、お申込時ではなく実際にお借入いただく日の金利が適用されますので、場合によっては
お申込時の金利と異なることがございます。 �固定金利選択型住宅ローンの場合、優遇期間は当初固定期間に限ります。 �金利優遇の中止について：優遇金利適用期間中にご返
済の滞りなどが発生した場合や、優遇条件からはずれた場合などの際は、優遇を中止し、店頭基準金利に引き上げさせていただきます。 �上限金利設定方式は、金利優遇の対象外とな
ります。 �他の金利優遇制度と併用してご利用いただくことはできません。 �審査の結果によってはご利用およびお借入のご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。 �詳しい住宅ローンの内容･お借入条件などは、最寄りのきらやか銀行本支店までお問い合わせください。�
【お願い】きらやか銀行では、お客様の購入物件の容積率･建ぺい率などが建築基準法などに違反する場合、住宅ローンのお申し込みをご遠慮いただいております。�

優遇条件�

優遇金利�

その他の条件�

さらに�

その他のローン�
■きらやか住宅ローン�

　皆様の夢のマイホームをきらやか銀行

がサポートします。「自己資金はいくら用

意すればいいの？」「月々の返済はいくら

になるの？」さまざまな希望や不安に応え

られるよう、多彩な商品をご用意しており

ます。お近くの営業店またはコンサルティ

ングステーションにお気軽にご相談ください。�

�

■カードローン「ドゥ イット」�
　お使い道が自由なカードローンです。初めてお

申込の方は１００万円までの借入が可能です。お

申込方法はご来店の必要がなく、電話・ＦＡＸ・

インターネット・郵便と多様ですので、お気軽にお

申込いただけます。ご利用も提携の全国金融

機関が可能ですので、大変便利です。�

�

■フリーローン「御用立て君200」�
　お使い道が自由なフリーローンです。担保・保

証人が不要なので、１０万円からお気軽にご利

用いただいております。（最大で２００万円まで

の借入が可能です。）気軽に、すばやく、簡単

にご利用いただけるよう、６０分のスピード審査で

対応しております。�

�

■マイカーローン「準備満タン」�
　自動車はもちろん、カーパーツ、ジェット

スキー、スノーモービルの購入、また免許

取得、車検代金まで、車に関して幅広く

ご利用いただけます。予約型なので、審

査を受けていただいた後は、必要な時に

いつでもご利用いただけます。�

�
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【 主なサービス内容 】�
■ 各種セミナーの開催�

■ 資産運用相談会の開催�

■ ローン相談会の開催�

■ 住宅提携業者向け勉強会の開催�

チャネル�
�

コンサルティングステーション�
　県内外１０ヶ所に設置した「コンサルティングステーション」では、

スペシャリスト（ＬＡ：ライフプランアドバイザー）が各種個人ロー

ンや資産運用のご相談にお応えし、お客様のライフプランをトー

タルコンサルティングいたします。�

�

�

�

【 きらやか銀行コンサルティングステーション 】�

�

�

�

コンビニATM�
　セブン銀行とのＡＴＭ利用提携により、

全国のセブン‐イレブンに設置されている

ＡＴＭで、当行カードでの入出金・残高

照会が可能です。�

�

�
�

■ライフプランアドバイザー（ＬＡ）預り資産担当�
　預金のほか、投資信託や年金保険など充実した商品ラインナッ

プで、お客様のライフイベントに合わせた資産運用をご提案い

たします。�

�

■ライフプランアドバイザー（ＬＡ）ローン担当�
　フリーローンから住宅ローンまで多彩な商品を取り揃え、お客

様のご希望や生活設計に沿った資金調達プランをご提案いた

します。�

�
�

�

ＡＴＭ提携�
■郵貯提携�

　郵貯とのＣＤ・ＡＴＭ提携により、全国の郵貯コーナーでキャッ

シュカードによる相互入出金・残高照会が可能です。�

�

■ふるさと山形ネットサービス�

　山形銀行とのＣＤ・ＡＴＭ提携により、キャッシュカードによる相

互入出金が手数料無料でご利用いただけます。残高照会・お

振込みも可能です。�

�

■東北おむすび隊�

　仙台銀行・大東銀行・福島銀行とのＣＤ・ＡＴＭ提携により、キャッ

シュカードによるお引出しが手数料無料でご利用いただけます。

お振込みも可能です。�
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コンサルティングステーション（CS）│山形県�

コンサルティングステーション（CS）│宮城県�

コンサルティングステーション（CS）│新潟県�

店舗名� 郵便番号� 住所� 営業時間�電話番号�

023-634-9351�

023-631-4171�

023-654-2555�

0237-85-3106�

0235-24-4114�

0234-22-6023�

0238-23-4777�

0233-29-3350�

�

�

022-304-2006�

�

�

0254-22-6000�

�

●平 ��10:00～18:00�

●平 9:00～17:00�

●平 ��10:00～18:00�

●平 9:00～17:00�

●平 9:00～17:00�

●平 9:00～17:00�

●平 9:00～17:00�

●平 9:00～17:00�

�

�

●平 9:00～17:00�

�

�

●平 9:00～17:00�

�

山形南コンサルティングステーション�

山形北コンサルティングステーション�

天童コンサルティングステーション�

寒河江コンサルティングステーション�

鶴岡コンサルティングステーション�

酒田コンサルティングステーション�

米沢コンサルティングステーション�

新庄コンサルティングステーション�

�

�

仙台コンサルティングステーション�

�

�

新潟コンサルティングステーション�

�

990-2402�

990-0057�

994-0049�

991-0021�

997-0045�

998-0851�

992-0031�

996-0027�

�

�

982-0011�

�

�

957-0062�

�

山形市小立1-3-1�

山形市宮町1-13-12（山形北支店内）�

天童市南町1-7-1（天童東支店内）�

寒河江市中央1-8-41（寒河江中央支店内）�

鶴岡市西新斎町3-15（新斎町支店内）�

酒田市東大町1-9-5（東大町支店内）�

米沢市大町4-5-43（米沢中央支店内）�

新庄市本町5-14（新庄北支店内）�

�

�

仙台市太白区長町4-3-35（仙台長町支店内）�

�

�

新発田市富塚町1-2-31（新発田西支店内）�

�



商品・サービスのご案内�
K i r a y a k a  B a n k

ソリューションビジネス�
�

　私たち「きらやか銀行」は中小企業診断士をはじめ、独自に

訓練されたスペシャリストを多数育成し、金融・経営戦略から

経費削減まで多方面に亘る総合的コンサルにより、皆様のお手

伝いに日夜邁進してまいります。�

�

1.経営戦略支援�
　当行行員の中小企業診断士チームによる経営診断を機動

的に行っております。企業分析～課題の浮彫り～課題解決の

お手伝いをいたしております。�

�

2.企業価値創造�
■株式公開（ＩＰＯ）支援�

　証券会社及びベンチャーキャピタルと連携し、株式公開に向

けた取組を強力にバックアップいたしております。�

�

■中小企業格付取得支援�

　企業の客観的信用力を証明する外部格付機関による格付

取得支援を行っております。それによりお取引先企業の顧客に

対し大きな「安心」を提供いたしております。�

�

■ＩＳＯ9001品質マネジメントシステム認証取得支援�

　企業力の強化、組織体制構築のためにマネジメントシステム

を導入、認証取得支援を行っております。企業目的の達成の

ための強力なツールとしてお役立ていただいております。�

�

■ＩＳＯ14001環境マネジメントシステム認証取得支援�

　企業としての環境問題への取組みは、取引先からの要求の

みならずＣＳＲ（企業の社会的責任）の観点においても重要項

目となってきております。お取引先企業の認証取得のための支

援を行っております。�

�

■ＩＳＯ27001情報セキュリティマネジメントシステム�

　「ＩＳＭＳ」認証取得支援�

　「ＩＳＭＳ」は、保有する情報資産を明確化し、潜在的リスク

の低減を図るマネジメントシステムです。お取引先企業が顧客

に対し安心を提供できますよう「ＩＳＭＳ」の構築の支援を行っ

ております。�

�

■ＪＩＳ Q 15001 Ｐマーク 個人情報保護�

　マネジメントシステム認証取得支援�

　個人情報保護の仕組みを構築し、顧客に「安心」を提供す

ることでビジネスの拡大にお役立ていただけますよう認証取得

のための支援を行っております。�

�

■確定拠出年金（日本版401Ｋ）構築導入支援�

　企業や個人が決められた掛金を拠出して加入者自らの判断

で運用し、その結果により年金受取額が変動する「年金制度」

の導入をサポートいたしております。�

�
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運営コスト�

事務手続き�

掛金負担�

通常の運営費の3割～4割程度コストダウン�

代表事業所が全体の事務をとりまとめるので、事務負担も大幅に削減�

自社に合った拠出方法により企業が拠出�
□給与比例制　□ポイント制　□定額制�



3.効率化�
■経費削減�

　勘定科目ごとの経費を見直し、削減方法をご提案いたします。�

�

■ＩＴ関連コンサルティング�

　ＩＴ技術、パソコン・通信･社内ネットワーク等、安全で快適な

仕組作りと効率的ＩＴ投資のお手伝いを専門家と共に行ってお

ります。�

�

4.組織再編支援・再生支援�
■戦略的Ｍ＆Ａ�

　外部機関との幅広い連携により、経営戦略にマッチした組

織再編スキーム（合併･事業譲渡・会社分割等）について、適

切なアドバイスを行っております。�

�

■事業再生支援�

　資本政策を含めた経営資源の最適化、再建スキーム構築等、

事業再生のための様々な手法の活用、実行について最適なア

ドバイスをおこなっております。�

�

■事業承継�

　後継者不在における事業承継問題、後継者に対する育成

支援プログラム等、事業承継を円滑に進めるための計画立案、

実行をサポートいたしております。�

�

5.ビジネスマッチング・営業（商）斡旋�
　販路拡大のための「新たな販売先」、コスト削減や技術力

向上に役立つ「有効情報」を積極的にご紹介し、経営課題を

解決する手段として活用いただいております。また商談会も随

時開催しております。�

�

6.資金調達�
■シンジケートローン�

　大口資金調達の切り札として、当行が窓口となり他金融機

関とのアレンジメントからエージェントまでトータルでお手伝いいた

しております。�

�

■私募債�

　企業の信用力を市場に強力にアピールし、資本市場から直

接低利かつ安定的な資金調達が図れる私募債の発行のお手

伝いをいたしております。�

�

■ＡＢＬ（アセット・ベースト・レンディング）�

　不動産担保に依存せず、在庫商品や売掛債権などに着目

した資金調達方法を紹介いたしております。�

�

■ベンチャー投資�

　ベンチャー企業のベストパートナーを目指して、公的および民

間ベンチャー投資会社の紹介や資金調達アドバイス等の幅広

い支援を行っております。�
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【 主な支援 】�
□ 事業立上げ＆アクションプラン構築と実行支援�

□ 事業の再構築＆アクションプラン構築と実行支援�

□ 技術開発支援＆特許流通支援事業とのマッチング�

□ 技術情報収集チャネル構築＆マッチング�

□ その他�

【 過去の相談例 】�
■ 事業を継続するため、適切な後継者が欲しい。�

■ 創業者利益を確保して（事業を売却して）引退したい。�

■ 会社の株価を評価してほしい。�

■ 不採算事業を売却したい。�

■ 株主構成を改善したい。�

■ 資本力をつけ、企業体質を強化したい。�

■ 人材やノウハウを獲得したい。�

■ 事業を売却して、会社を精算したい。�

■ 他社の協力を得て、事業の再生を図りたい。�

■ 他社と提携し、販路の確保・売上を増強したい。�

■ 新規事業に展開したい。�

【 主なアドバイザリーサービスの内容 】�
□ 相手方の選定、情報の入手及びその分析への協力�

□ 貴社プロジェクトチームへの参加�

□ お客様の意向の相手方またはその株主に対する伝達�

□ 企業評価・株価算定�

□ 経営計画策定�

□ 交渉の進め方についてのアドバイス�

□ 取引の価額設定についてのアドバイス�

□ 取引条件設定についてのアドバイス�

□ 買収・売却スキームの策定�

□ ファイナンス方法についてのアドバイス�

□ 弁護士や公認会計士など専門家の選任にかかる助言�

□ アフターM&Aコンサルティング�

課題内容の�
検討�

ブレーン�
ストーミング※�

目標展開�

展開図作成�

重み付け�

コンセプト立案�
要領作成�

【 フェーズ 1 】�

【 フェーズ 2 】�

※ブレーンストーミングは、集団によって、参加者の創造
性を開発しようとするものです。この技法を繰り返し実
施することによって、メンバーの創造性を徐々に育て、
職場に創造的な雰囲気を作ることを目的にしています。�

『プロジェクトマネジメント手法』による�
実行計画書作成＆実行�



おもな手数料一覧�
K i r a y a k a  B a n k

（注）金額には消費税5％が含まれています。�

（平成19年7月1日現在）�

料　金�期間・単位�種　類�

手数料金額�お取扱枚数※�

同一市町村内�

同一市町村外�

当行本支店あて�

他行あて�

同一手形交換地域内�

�

同一手形交換地域外�

当行制定書式�

当行制定書式以外�

当行�
同一店あて�お取扱区分�

当行�
本支店あて� 他行あて�

窓口ご利用�

貸 金 庫�

ATMご利用�

電信�

文書�

�

現金扱い�

3万円未満 1件�
3万円以上 1件�

3万円未満 1件�
3万円以上 1件�

3万円未満 1件�
3万円以上 1件�

3万円未満 1件�
3万円以上 1件�
�

630円�
840円�

630円�
840円�

315円�
525円�

420円�
630円�

315円�
525円�

210円�
420円�

105円�
210円�

105円�
315円�

105円�
315円�

105円�
315円�

105円�
105円�

105円�
315円�

※17:00以降は他行カードはご利用できません。ただし、郵貯カードは17:00以降もご利用いただけます。�

貸金庫・夜間金庫ご利用手数料�

夜間金庫�

貸金庫使用料�

基本手数料�

入金カバン利用料�

専用入金帳�

5,040円～25,200円�
（形状により異なります）�

63,000円�

  4,200円�

無　料�

1年間�

1年間�

1　個�

1冊（50枚）�

代金取立手数料�

300枚以下�

301枚～500枚�

501枚～1,000枚�

1,001枚以上�

無料�

210円�

315円�

525円�

※お取扱枚数は、「ご持参いただいた合計枚数」と「ご両替後お受取りになる合計枚数」のいずれか多い方となります。�

両替手数料�ATMご利用手数料�

振込手数料�

�

平　　   日�

  8:00～  9:00�

  9:00～18:00�

18:00～21:00�

  9:00～19:00※
�

210円�

105円�

210円�

210円�

105円�

無料�

105円�

105円�

その他の手数料�

通帳・証書再発行�

キャッシュカード・ローンカード再発行�

自己宛小切手�

住宅ローン等繰上償還手数料�

住宅ローン等条件変更手数料�

個人情報開示手数料�

1,050円�

1,050円�

525円�

1,050円～�
31,500円�

5,250円�

1,050円�

�

1通・1冊�

1枚�

1枚�

1件�

1件�

1件�

お引き出し�

無   料�
210円�

420円�

420円�
420円�

630円�
840円�

商手・担手以外�
商手・担手�

�

普通扱�
至急扱�

普通扱�
至急扱�

�
 1通�

 1通�

 1通�
 1通�

 1通�
 1通�

料　金�単　位�種　類�

小切手帳�

約束手形帳�

為替手形帳�

マル専発行手数料（割賦販売通知書1通）�

マル専手形用紙�

手形・小切手振出人署名判印刷サービス�

630円※�

840円※�

420円※�

3,150円�

525円�

5,250円�

1冊（50枚）�

1冊（50枚）�

1冊（25枚）�

�

1　枚�

※手形・小切手振出人署名判印刷サービス導入による帳面発行時は、1冊につき105円の追加手数料を頂戴します。�

手形・小切手交付手数料�
単　位� 料　金�種　類�

当行キャッシュカード�他行キャッシュカード�

（お借入商品・お借入日からの経過期間により異なります）�

土・日・祝日�
銀行休業日�

キャッシュ�
カード扱い�

525円�

315円�

1,050円�

都度発行�

継続発行�

1通�

1通�

1通�

残高証明書発行手数料�
単　位� 料　金�種　類�単　位� 料　金�種　類�
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