
2020年 2月 14日 

 

                             株式会社 山陰合同銀行 

 

各種手数料の新設･改定について 

 

山陰合同銀行（頭取 石丸 文男）では、2020年 4月 1日（水）および 7月 1日（水） 

より、各種手数料を別紙のとおり新設・改定いたしますので、お知らせします。 

 

今回の手数料の新設・改定は、金融サービスの維持・向上、およびマネー・ローンダ   

リングおよびテロ資金供与対策としての適切な確認を行うためのものであり、何卒ご理解

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

今後とも、当行ではサービスの充実を図り、お客様のご満足や利便性の向上に努めて  

まいります。 

 

 

記 

 

１．（別紙①）各種手数料改定のお知らせ 

（2020 年 4 月 1 日改定、2020 年 7 月 1 日新設・改定） 

 

２．（別紙②）外国為替関連手数料改定のお知らせ 

   （2020 年 4 月 1 日改定） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



各種手数料改定のお知らせ
　いつも山陰合同銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　当行では、下記のとおり各種手数料の新設および改定を予定しております。
　今後とも、当行ではサービスの充実を図り、お客さまのご満足や利便性の向上に努めて
まいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2020 年 4 月 1 日に改定する手数料（消費税込み）

チラシ（セＳ）383（2020.2制）〈2020.2〉

●融資関連手数料

項目 現行 改定後

保証書関連手数料 1,100 円 3,300 円

不動産担保取扱手数料
担保変更 16,500 円 33,000 円

担保解除 11,000 円 16,500 円

債権 ･動産担保取扱手数料
担保取得 5,500 円 33,000 円

担保変更 5,500 円 22,000 円

条件変更手数料 保証人変更 5,500 円 11,000 円

●その他
項目 現行 改定後（新設後）

改定

取引明細発行手数料※1 550 円

1,100 円組戻手数料（振込・送金・代金取立） 880円

不渡手形返却料 880円

新設

紙・電子媒体窓口持込手数料※2     0 円 1,100 円

当座預金開設手数料     0 円 11,000 円

入金帳発行手数料※3

（1冊/100枚）     0 円 6,600 円

※1：取引明細（預金・融資）発行は「取引明細発行依頼書」をご記入いただきます。手数料は「取引明細発行依頼書」
１通ごとにいただきます。

※2：総合振込、登録振込、口座振替等を紙および電子媒体（フロッピーディスク、DVD、磁気テープ等）で、データ
をご提出いただく際に、1回ごとに手数料をいただきます。

※3：�夜間金庫の入金帳は、手数料をいただきません。

（2020年2月14日現在）

2020 年 7 月 1 日に新設・改定する手数料（消費税込み）

詳しくはお近くのごうぎん窓口または

カスタマーセンター

ホームページ https://www.gogin.co.jp

0120-315180
〈受付時間：月〜金 9：00〜17：00（銀行休業日は除きます）〉

フリーダイヤル

●両替手数料：窓口扱いの金種指定払出・大量硬貨入金を含みます。
現行 改定後

基準枚数 手数料 基準枚数 手数料
1 ～ 49 無料 1～ 50 無料

50～ 500 330 円 51～ 500 550 円

501 ～ 1,000 660 円 501～ 1,000 1,100 円

1,001 ～ 1,500 990 円 1,001 ～ 1,500 1,650 円

（以降 500枚ごと） 330円 （以降 500枚ごと） 550 円

項目 現行 改定後

金種指定払出・大量硬貨入金について
両替手数料をいただくお客さま 法人・個人事業主さま 個人（個人事業主を含む）・法人

を問わず、すべてのお客さま

大量硬貨入金について両替手数料を 
いただく対象取引 口座へのご入金

・口座へのご入金
・お振込み
・税金諸納付等

枚
数
計
算

Ａ．両替 ●�Ａ・Ｂ・Ｃを同時にお持込みの場合はいずれか枚数の多い取引にて手数料を
　いただきます。
●同種類を複数でお持込みの場合は、合計枚数の手数料をいただきます。

Ｂ．金種指定払出
Ｃ．大量硬貨入金

■�窓口での預金のお引き出し時に金種をご指定される場合、また大量の硬貨によるご入金・お振込・税金諸納付等の場合は
窓口両替手数料をいただきます。

���（金種指定払出のお取扱い枚数）：「お引き出し総枚数から万円券を除いた枚数」で計算いたします。
　※ただし、万円券の新札を金種指定される場合は、お取扱い枚数に万円券の枚数も含みます。
���（大量硬貨入金のお取扱い枚数）：ご入金される「硬貨の枚数」で計算いたします。
■汚損した現金や記念硬貨の交換に係る両替は無料です。新札への両替は手数料をいただきます。（窓口のみ）

●夜間金庫手数料（2020年４月１日以降に新規ご契約いただいたお客さま）
項目 現行 改定後

基本手数料（月額） 2,200 円 基本手数料（月額）
一律　13,200 円従量料金（入金帳１冊あたり） 3,300 円

※2020年3月31日以前にご契約のお客さまは７月１日より改定後手数料を適用させていただきます。

●外為関連手数料 （窓口にお問い合わせください。）
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●振込手数料（当行宛※1）
項目 現行 改定後

Ａ
Ｔ
Ｍ

現金
3万円未満 220円 220円

3万円以上 330円 440 円

窓
口

預金口座からの振込※2
3万円未満 220円 330 円

3 万円以上 440円 550 円

現金
3万円未満

550円 660 円
3 万円以上

メイトサービス（FB/HB）※3
3万円未満 110円 110円

3万円以上 220円 330 円

※1：他行宛の振込手数料は変更ございません。
※2：窓口にて受付する総合振込および登録振込にかかる振込手数料も同様に改定となります。
※3：メイトサービスによる総合振込および登録振込にかかる振込手数料も同様に改定となります。

●代金取立手数料
項目 現行 改定後

支払場所

当行 220円 330 円

他行 440円 660 円

※取立手形管理サービス扱い分の代金取立手数料の取扱につきましては、お取引店にご確認ください。

2020 年 7 月 1 日に改定する手数料（消費税込み）

●預金
項目 現行 改定後

小切手帳発行手数料
（1冊：50枚）

署名判印刷なし 880円

2,200 円
署名判印刷あり 990円

手形帳発行手数料
（1冊：50枚）

署名判印刷なし 1,100 円

署名判印刷あり 1,210 円

自己宛小切手発行手数料（1枚） 550円 1,100 円

●住宅ローン
項目 現行 改定後

固定金利再選択
窓口 5,500 円 窓口 11,000 円

インターネットバンキング 2,750 円 インターネットバンキング 2,750 円

一部繰上返済

2段階固定金利型
窓口 5,500 円

窓口 22,000 円
インターネットバンキング 2,750 円

全期間固定金利型
窓口 22,000 円

インターネットバンキング 11,000 円

金利選択型

固定
窓口 22,000 円

インターネットバンキング 5,500 円
インターネットバンキング 11,000 円

変動
窓口 5,500 円

インターネットバンキング 2,750 円

全額繰上返済
固定

窓口
33,000 円

窓口 55,000 円
変動 5,500 円

●無担保ローン※1

項目 現行 新設後

新設
一部繰上返済手数料 0円 5,500 円

その他条件変更手数料 0円 5,500 円

※1：カードローンは除きます。

2020 年 7 月 1 日に新設・改定する手数料（消費税込み）

※ 2020年 7月 1日（水）以降のお申込受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降の交付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降のお申込受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降の受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。
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●振込手数料（当行宛※1）
項目 現行 改定後

Ａ
Ｔ
Ｍ

現金
3万円未満 220円 220円

3万円以上 330円 440 円

窓
口

預金口座からの振込※2
3万円未満 220円 330 円

3 万円以上 440円 550 円

現金
3万円未満

550円 660 円
3 万円以上

メイトサービス（FB/HB）※3
3万円未満 110円 110円

3万円以上 220円 330 円

※1：他行宛の振込手数料は変更ございません。
※2：窓口にて受付する総合振込および登録振込にかかる振込手数料も同様に改定となります。
※3：メイトサービスによる総合振込および登録振込にかかる振込手数料も同様に改定となります。

●代金取立手数料
項目 現行 改定後

支払場所

当行 220円 330 円

他行 440円 660 円

※取立手形管理サービス扱い分の代金取立手数料の取扱につきましては、お取引店にご確認ください。

2020 年 7 月 1 日に改定する手数料（消費税込み）

●預金
項目 現行 改定後

小切手帳発行手数料
（1冊：50枚）

署名判印刷なし 880円

2,200 円
署名判印刷あり 990円

手形帳発行手数料
（1冊：50枚）

署名判印刷なし 1,100 円

署名判印刷あり 1,210 円

自己宛小切手発行手数料（1枚） 550円 1,100 円

●住宅ローン
項目 現行 改定後

固定金利再選択
窓口 5,500 円 窓口 11,000 円

インターネットバンキング 2,750 円 インターネットバンキング 2,750 円

一部繰上返済

2段階固定金利型
窓口 5,500 円

窓口 22,000 円
インターネットバンキング 2,750 円

全期間固定金利型
窓口 22,000 円

インターネットバンキング 11,000 円

金利選択型

固定
窓口 22,000 円

インターネットバンキング   5,500 円
インターネットバンキング 11,000 円

変動
窓口 5,500 円

インターネットバンキング 2,750 円

全額繰上返済
固定

窓口
33,000 円

窓口 55,000 円
変動 5,500 円

●無担保ローン※1

項目 現行 新設後

新設
一部繰上返済手数料 0円 5,500 円

その他条件変更手数料 0円 5,500 円

※1：カードローンは除きます。

2020 年 7 月 1 日に新設・改定する手数料（消費税込み）

※ 2020年 7月 1日（水）以降のお申込受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降の交付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降のお申込受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。

※ 2020年 7月 1日（水）以降の受付分から改定後の手数料を適用させていただきます。
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各種手数料改定のお知らせ
　いつも山陰合同銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　当行では、下記のとおり各種手数料の新設および改定を予定しております。
　今後とも、当行ではサービスの充実を図り、お客さまのご満足や利便性の向上に努めて
まいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2020 年 4 月 1 日に改定する手数料（消費税込み）

チラシ（セＳ）383（2020.2制）〈2020.2〉

●融資関連手数料

項目 現行 改定後

保証書関連手数料 1,100 円 3,300 円

不動産担保取扱手数料
担保変更 16,500 円 33,000 円

担保解除 11,000 円 16,500 円

債権 ･動産担保取扱手数料
担保取得 5,500 円 33,000 円

担保変更 5,500 円 22,000 円

条件変更手数料 保証人変更 5,500 円 11,000 円

●その他
項目 現行 改定後（新設後）

改定

取引明細発行手数料 ※1 550 円

1,100 円組戻手数料（振込・送金・代金取立） 880円

不渡手形返却料 880円

新設

紙・電子媒体窓口持込手数料 ※2     0 円 1,100 円

当座預金開設手数料     0 円 11,000 円

入金帳発行手数料 ※3
（1冊/100枚）     0 円 6,600 円

※1：�取引明細（預金・融資）発行は「取引明細発行依頼書」をご記入いただきます。手数料は「取引明細発行依頼書」
１通ごとにいただきます。

※2：�総合振込、登録振込、口座振替等を紙および電子媒体（フロッピーディスク、DVD、磁気テープ等）で、データ
をご提出いただく際に、1回ごとに手数料をいただきます。

※3：�夜間金庫の入金帳は、手数料をいただきません。

（2020年2月14日現在）

2020 年 7 月 1 日に新設・改定する手数料（消費税込み）

詳しくはお近くのごうぎん窓口または

カスタマーセンター

ホームページ https://www.gogin.co.jp

0120-315180
〈受付時間：月〜金 9：00〜17：00（銀行休業日は除きます）〉

フリーダイヤル

●両替手数料：窓口扱いの金種指定払出・大量硬貨入金を含みます。
現行 改定後

基準枚数 手数料 基準枚数 手数料
1 ～ 49 無料 1～ 50 無料

50～ 500 330 円 51～ 500 550 円

501 ～ 1,000 660 円 501～ 1,000 1,100 円

1,001 ～ 1,500 990 円 1,001 ～ 1,500 1,650 円

（以降 500枚ごと） 330円 （以降 500枚ごと） 550 円

項目 現行 改定後

金種指定払出・大量硬貨入金について
両替手数料をいただくお客さま 法人・個人事業主さま 個人（個人事業主を含む）・法人

を問わず、すべてのお客さま

大量硬貨入金について両替手数料を
いただく対象取引 口座へのご入金

・口座へのご入金
・お振込み
・税金諸納付等

枚
数
計
算

Ａ．両替 ●�Ａ・Ｂ・Ｃを同時にお持込みの場合はいずれか枚数の多い取引にて手数料を
　いただきます。
●同種類を複数でお持込みの場合は、合計枚数の手数料をいただきます。

Ｂ．金種指定払出
Ｃ．大量硬貨入金

■�窓口での預金のお引き出し時に金種をご指定される場合、また大量の硬貨によるご入金・お振込・税金諸納付等の場合は
窓口両替手数料をいただきます。
（金種指定払出のお取扱い枚数）：「お引き出し総枚数から万円券を除いた枚数」で計算いたします。
※ただし、万円券の新札を金種指定される場合は、お取扱い枚数に万円券の枚数も含みます。
（大量硬貨入金のお取扱い枚数）：ご入金される「硬貨の枚数」で計算いたします。
■汚損した現金や記念硬貨の交換に係る両替は無料です。新札への両替は手数料をいただきます。（窓口のみ）

●夜間金庫手数料（2020年４月１日以降に新規ご契約いただいたお客さま）
項目 現行 改定後

基本手数料（月額） 2,200 円 基本手数料（月額）
一律　13,200 円従量料金（入金帳１冊あたり） 3,300 円

※2020年3月31日以前にご契約のお客さまは７月１日より改定後手数料を適用させていただきます。

●外為関連手数料（窓口にお問い合わせください。）
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●外為関連手数料（外国為替取引の手数料には消費税はかかりません）
・共通

項目 現行 改定後

照会手数料 3,500円 5,000円

・仕向送金
項目 現行 改定後

送
金

送
金
手
数
料

外国向け
窓口 5,000円 7,000円
WEB 3,000円 4,000円

国内向け
窓口 5,000円 7,000円
WEB 3,000円 4,000円

行内振込
窓口 2,000円 3,000円
WEB 1,500円 2,500円

リフティングチャージ 最低 1,500円 3,000円

内容変更手数料
ユーロ建 10,000円

内容変更手数料（※2）
一律　5,000円BOC（※1）向け円建 6,000円

上記以外 3,500円

組戻
組戻手数料 3,500円 5,000円

リフティングチャージ 最低 1,500円 3,000円
※1　BOC：Bank of China
※2　関係銀行から費用の請求があった場合には、別途実費をご負担いただきます。

・被仕向送金
項目 現行 改定後

最低手数料（※1） 1,500円 3,000円（※2）

リフティングチャージ
（※3） 最低

円建 1,500円 3,000円
外貨建 1,500円相当額 3,000円相当額

※1　米ドル建で5,000米ドルを超える場合、または米ドル建以外で円換算後の金額が50万円を超える場合には無料といたします。
※2　決済金額が6,000円未満の場合は、送金金額の半額をお支払いいただきます。
※3　外貨建の場合は外貨に換算いたします。

・クリーンビル
項目 現行 改定後

取立手数料 3,000円 5,000円
組戻手数料 2,500円 5,000円

・外貨両替
項目 現行 改定後

外国通貨売却・買取
[米ドルキャッシュ幅（電信相場との差）] 2円 3円

キャッシュチャージ（1米ドルあたり） 2円 3円
旅行小切手の買取 リフティングチャージ 最低 1,500円 3,000円

　いつも山陰合同銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　当行では、以下のとおり各種手数料の新設および改定を予定しておりま
す。　今後とも、当行ではサービスの充実を図り、お客さまのご満足や利便性の向上に努めてまいりますので、
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2020 年 4 月 1 日に改定する手数料

外国為替関連手数料改定のお知らせ

（※３）

（※３）

※３　事前に当行ホームページより「外国送金依頼書兼告知書」を印字・作成したものを持参された場合は6,500円となります。
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チラシ（セＳ）384（2020.2制）〈2020.2〉

・輸出
項目 現行 改定後

被仕向
輸出信用状
（L/C）

通知手数料（プレアド） 4,000円 6,000円
通知手数料（当行宛形式） 4,000円 6,000円
送達手数料（受益者宛形式） 3,000円 5,000円
通知手数料（アメンド） 3,500円 5,500円

譲渡手数料 最低 5,000円 6,000円

L/C付
輸出手形買取

最低手数料（※1） 3,000円 5,000円
リフティングチャージ 最低 5,000円 6,000円

TTリンバース手数料 3,000円 5,000円
電信料 実費 2,500円

買戻 買戻手数料 4,500円 6,000円
リフティングチャージ 最低 5,000円 6,000円

輸出書類追走差替手数料 2,000円 4,000円

L/Cなし
輸出手形買取

最低手数料（※1） 3,000円 5,000円
リフティングチャージ 最低 5,000円 6,000円

不渡手形折衝費用 4,000円 6,000円

輸出荷為替
手形取立

取立手数料 3,000円 5,000円

リフティングチャージ 最低 円建 5,000円 6,000円
外貨建（※2） 5,000円相当額 6,000円相当額

組戻手数料 4,500円 6,000円
※1　米ドル建で5,000米ドルを超える場合、または米ドル建以外で円換算後の金額が50万円を超える場合には無料といたします。
※2　外貨建の場合は外貨に換算いたします。

・輸入
項目 現行 改定後

L/C（輸入信用状）発行
L/C発行手数料
（1タームあたり）

窓口 最低 7,000円 8,000円
WEB 最低 4,000円 5,000円

電信料 6,000円 8,000円

L/C（輸入信用状）
条件変更

期限延長 当初の期限内 3,000円 5,000円
その他のアメンド 3,000円 5,000円

電信料 3,000円 5,000円

輸入手形引受
保証料 最低 5,000円 6,000円

電信料 引受 1,500円 2,500円
決済 1,500円 2,500円

信用状付輸入手形決済

電信料 外貨建 3,500円 4,000円
円建 2,000円 4,000円

最低手数料（※1） 3,000円 5,000円
リフティングチャージ 最低 5,000円 6,000円

期限切れL/C使用手数料 3,000円 5,000円

被仕向取立手形

取立手数料 最大 9,000円 廃止
最低 3,000円 6,000円

電信料 引受 1,500円 2,500円
決済 1,500円 2,500円

最低手数料（※1） 3,000円 5,000円
リフティングチャージ 最低 5,000円 6,000円

荷物引取保証・貸渡保証 最低 3,000円 5,000円
ATR発行手数料 1,500円 3,000円

※1　米ドル建で5,000米ドルを超える場合、または米ドル建以外で円換算後の金額が50万円を超える場合には無料といたします。

・保証
項目 現行 改定後

信用状
（スタンドバイクレジット）

開設

保証料 最低 3,000円 5,000円
電信料（フルケーブル） 6,000円 8,000円
電信料（プレアド） 3,000円 5,000円

郵便料 3,000円 地域別

条件変更 有効期限の延長 最低 3,000円 5,000円
その他のアメンド 3,000円 5,000円

保証状
開設 保証料 最低 3,000円 5,000円

条件変更 有効期限の延長 最低 3,000円 5,000円
その他のアメンド 3,000円 5,000円

＜上記以外の手数料については窓口にお問い合わせください。＞
詳しくはお近くのごうぎん窓口または
カスタマーセンター 0120-315180

〈受付時間：月〜金 9：00〜17：00（銀行休業日は除きます）〉

フリーダイヤル

ホームページ https://www.gogin.co.jp

（2020年2月14日現在）
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