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令和４年２月 

お客さま各位 
京都北都信用金庫 

 

 

 

京都北都信用金庫の一部の各種手数料につきまして、令和４年４月１日（金）より、下記の通り新設および改定をいたします。 

1. 振込手数料（改定） 

① 窓口ご利用によるお振込み （金額単位：円、消費税込み） 

お取扱区分 
当金庫宛 他行宛 

備考 同一店内・本支店 電信扱・文書扱 

窓口ご利用（窓口支援タブレット含む） 一般 会員 一般 会員 

振替扱 
３万円未満 ３３０ ２２０ ６０５ 「振替扱」の振込とは、「振込資金および手数料を当

金庫の口座から払出する振込」となります。 
３万円以上 ５５０ ４４０ ７７０ 

現金扱 
３万円未満 ６６０ ３３０ ８２５ 「現金扱」の振込とは、「振込資金または手数料に一

部でも現金（紙幣・硬貨）を含む振込」となります。 
３万円以上 ８８０ ５５０ ９９０ 

② ＡＴＭご利用によるお振込み 

お取扱区分 
当金庫宛 他行宛 

同一店内 本支店 電信扱 

ＡＴＭご利用 一般 会員 一般 会員 一般 会員 

キャッシュカード扱 
３万円未満 

無料 
１１０ 

無料 
２７５ 

３万円以上 ２２０ ４４０ 

現金扱 
３万円未満 ２２０ ４９５ 
３万円以上 ４４０ ６６０ 

2. ＥＢサービス基本料金（改定） 
サービス名称 ご利用いただけるお客さま 基本料金（月額） 

ファームバンキング 
個人事業主・法人 

３，３００ ※１ 

ビジネスバンキング 
フルサービス ３，３００ ※１ 
都度振込サービス ２，２００ ※１ 

※１ ファームバンキング・ビジネスバンキングについては、２件目の追加契約から１件追加毎に５５０円が加算となります。 

3. 代金取立手数料（改定） 

お取扱区分 手数料 

代金取立（手形・小切手） 
１枚あたり 

【割引手形代金取立も同様】 

同一手形交換地域内    ※ただし、直接入金できるものは無料 ２２０ 

同一手形交換地域外 
当金庫本支店 ４４０ 

他行宛 ８８０ 

代金取立 （クーポン券・その他預金等）代手番号あたり  ※ただし、配当金の取立料は無料 ８８０ 

4. 組戻等手数料（改定） 

お取扱区分 手数料 

送金・振込 組戻料 
当金庫宛 

８８０ 

他行宛 

取立 組戻料 
当金庫支払場所の手形・小切手 

他行支払場所の手形・小切手 

取立手形 店頭呈示料 ※手数料額を超える費用については、その実費をいただきます。 

不渡り手形 返却料  

5. 円貨両替手数料（改定）、金種・新札指定出金手数料（新設） 

お取扱区分 
窓口 両替機 

お取扱枚数 手数料 両替後のお受取枚数 手数料 

円貨両替手数料 
 

金種・新札指定 
出金手数料 ※ 

1 枚 ～ ５０枚 
当金庫に口座をお持ちのお客さま 無料 1 枚 ～ ５０枚 無料 

当金庫に口座をお持ちでないお客さま ５５０ ５１枚 ～ １００枚 ４００ 
５１枚 ～ ５００枚 ５５０ １０１枚 ～ ５００枚 ５００ 

５０１枚以上 ５００枚毎に５５０円を加算 ５０１枚 ～ １，０００枚 ６００ 
※お取扱い枚数 

・両替する紙幣と硬貨の合計枚数（ご持参またはお受取枚数の多い方） 
・一部の金種または新札を指定して出金される場合、指定せずに出金された残金につい
てもお受取枚数に含みます。 

・一万円札については、上記のお受取枚数に含みません。ただし、一万円札を新札で指
定される場合については、上記のお受取枚数に含みます。 

※汚損硬貨、記念硬貨交換、同一金種の新札交換についても上記手数料となります。 
※同日に複数回あるいは複数口座に分け、実質的に同一処理と判断できる場合は、合計

枚数での手数料となります。 

※お取扱枚数は、両替後のお受取枚数での紙幣と

硬貨の合計枚数です。 

※１回の両替は、最大１，０００枚までとなります。 

※両替機での新札指定のサービスはありません。 

※金種・新札指定出金手数料の新設に伴い「金種指定出金手数料」は廃止いたします。 

「各種手数料」の新設および改定のお知らせ 
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6. 硬貨取扱手数料（新設） 

お取扱名 硬貨のお取扱枚数 手数料 備考 

硬貨取扱※ 

1 枚 ～ １００枚 無料 ※窓口での各種お手続きの際の、お取扱１回あたりの手数料となります。 

※同日に複数回あるいは複数口座に分けるなど、実質的に一度（一括）の

依頼と判断できる場合は、合計枚数での手数料となります。 

※汚損硬貨や記念硬貨も枚数対象となります。 

１０１枚 ～ ５００枚 ５５０ 

５０１枚以上 ５００枚毎に５５０円を加算 

※硬貨取扱手数料の新設に伴い「硬貨入金手数料」は廃止いたします。 

7. 不動産担保事務手数料（改定） 

お取扱区分 手数料 備考 

不動産担保事務 
（住宅ローン除く） 

（根）抵当権の新規設定 ５５，０００ １件あたり 

（根）抵当権の登記事項の変更 １１，０００ 

※追加担保設定、極度額の変更、一部抹消、全部抹消、順位

変更、その他の変更が対象となります。 

※変更契約書１通あたりの手数料です。 

※抹消は１件につきの手数料です。 

8. 住宅ローン繰上返済手数料（改定） 

お取扱区分 手数料 備考 

住宅ローン 
繰上返済 

一部 繰上返済 
５００万円未満 無料 ※１回（１依頼）あたり 

※直近の約定返済から次回約定日までに２度以上の繰上返済
をされる場合は、返済金額合計での手数料となります。 ５００万円以上 ３３，０００ 

全額 繰上返済 

５００万円未満 無料 

 ５００万円以上１，０００万円未満 ３３，０００ 

１，０００万円以上 ５５，０００ 

9. 住宅ローン条件変更手数料（改定） 

お取扱名 手数料 備考 

住宅ローン条件変更 ３３，０００ 
※１回（１依頼）あたり 

※利率、返済額、返済日、貸付期限日の変更。 

※一度に複数の変更を組み合わせた場合も１回となります。 

10. 住宅ローン固定金利特約再選択手数料（改定） 

お取扱名 手数料 備考 

住宅ローン固定金利特約再選択 １６，５００ ※「安心プラン」、「セレクト」固定金利特約再選択手数料 

11. 取引履歴調査手数料（改定） 

お取扱名 手数料 備考 

取引履歴調査 ５５０ 
※１通あたり 

※依頼日から遡って１０年以内 

12. 夜間金庫使用料（改定） 

お取扱名 手数料 備考 

夜間金庫 年間使用料 ６６，０００ ※１契約あたり 

13. 取扱開始日 

令和４年４月１日（金） 

※ 金額単位は円での表記です。 

※ 表示金額は税込表記です。 

京都北都信用金庫は、今後もお客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、何とぞご理解賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

詳しくは窓口・営業係にお気軽におたずねください。 
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