
                                    

消費税率引上げに伴う手数料改定のお知らせ 

2019年 10月 1日からの消費税率引上げに伴い、同日以降、各種手数料を改定いたします。 
改定後の主な手数料（消費税等込み）は以下のとおりです。 
なお、お手持ちの帳票等に関し、消費税率引上げ前の税率が記載されているものについても引き続きご
使用いただけますが、同日以降、適用税率を 10％に読み替えのうえ、お取扱いさせていただきますので、
何卒ご了承ください。 
 
１．ATMご利用手数料（1件あたり）                               
※りそな銀行の ATMで以下の銀行のキャッシュカード等をご利用の場合 

 
※1）①：りそな・埼玉りそな・関西みらい（旧近畿大阪）銀行のキャッシュカードまたは通帳を利用した「お預入れ、お引出し、ご返 
     済、お借入れ、お振込み、お振替え（定期預金を除く）」が対象となります。なお、お振替えは、お取引銀行 ATM のみご利用 
     可能です。 
   ②：関西みらい銀行（旧関西アーバン）は 2019年 10月 14日までは、お引出し・残高照会・カードによるお振込みのみご利用い 
     ただけます。 
※2）①：ゆうちょ銀行は土曜日 9:00～14:00は 110円（改定後）となります。 
     ②：三井住友銀行・みずほ銀行・横浜銀行・イオン銀行のカードをご利用の場合は、各行所定の手数料となります。 
     ③：提携銀行カードによるお振込みは、都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・労働金庫カードでご利用いただけます。 
     ④：提携銀行カードのご利用限度額は、お取引金融機関にお問合せください。 
     ⑤：提携銀行カードによりご利用時間は異なり、また、一部ご利用いただけない場合がございます。 
 
 
２．振込関連手数料（1件あたり）                                
ATM 

 
※1）①：個人事業主のお客さまは「屋号付口座」で事業性決済取引をしている方が対象となります。 

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

りそな銀行

埼玉りそな銀行

関西みらい銀行

（※1）

みなと銀行 無料 無料 108円 110円 108円 110円
その他の提携金融機関

（※2）
108円 110円 216円 220円 216円 220円

8:45～18:00 左記以外

平日
土・日・祝日

無料 無料 108円 110円 108円 110円

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

個人 無料 無料 108円 110円 432円 440円

法人・個人事業主
（※1）

108円 110円 216円 220円 432円 440円

現金 すべてのお客さま 324円 330円 324円 330円 648円 660円

当社、りそなグループ本支店
および関西みらい銀行・

みなと銀行あて
他行あて当社同一支店あて

カード



個人のお客さま 

 
※1）自動音声による他行あて振込：220円（改定後）、オペレーターによる他行あて振込：440円（改定後）となります。 
 
法人・個人事業者のお客さま 

 

※）①：店番号が異なる支店と出張所の間のお振込みは、原則、本支店あてとしてお取扱いいたします。 
  ②：カードで ATMからお振込みいただく際に、使用されるカードのお取引店と同一支店へのお振込みの場合でも、ATMご利用支 
    店がお取引店と異なる場合には、当社本支店あての振込手数料が必要となります。 
  ③：振込手数料以外に当社 ATM 利用手数料がかかります。 
  ④：「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を窓口でご提示いただいた場合は、ATM現金扱いの手数料とさせ 
    ていただきます。加えて、りそなグループのご本人名義のカードをご提示いただいた場合は、ATM カード扱いの手数料とさせ 
    ていただきます。 
 
振込・送金組戻手数料 

 
※）再振込の場合は、振込・送金組戻手数料とは別にお振込みに応じた振込手数料が必要となります。 
 
  

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

マイゲート
（インターネットバンキング）

無料 無料 無料 無料 無料 無料 216円 220円

コミュニケーションダイヤル
（テレフォンバンキング）

無料 無料 無料 無料 無料 無料
216円
432円
（※1）

220円
440円
（※1）

窓口 540円 550円 540円 550円 864円 880円 864円 880円

自動送金／自動振込
サービス

216円 220円 324円 330円 648円 660円 648円 660円

当社同一支店あて
当社、りそなグループ本支店
および関西みらい銀行あて

他行あてみなと銀行あて

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

ビジネスダイレクト

EB・MT／FD
（インターネットバンキング）

無料 無料 324円 330円 648円 660円 648円 660円

窓口 540円 550円 540円 550円 864円 880円 864円 880円

自動送金／自動振込
サービス

216円 220円 324円 330円 648円 660円 648円 660円

当社同一支店あて
当社、りそなグループ本支店
および関西みらい銀行あて

みなと銀行あて 他行あて

現行 改定後
振込・送金組戻手数料 864円 880円



３．円貨両替手数料（窓口）（1回あたり）                                

 

※）両替機でのお手続きについては手数料の変更はありません。 
※）りそなグループ（りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行）のお客さまは、りそなグループ各社のキャッシュカードまたは 
  預金通帳等をご提示いただいた場合、50枚まで無料（1日 1回、窓口両替／金種指定による現金のお引出しのいずれかのみ）です。 
※）お取扱枚数について 
  ①：窓口両替の場合は、「ご希望金種の受取枚数」と「ご持参現金の合計枚数」のいずれか多い方の枚数となります。 
  ②：金種指定による現金のお引出しの場合は、1万円札を除く払戻し枚数となります。ただし、新券指定の 1万円札は払戻し枚数 
    に含みます。 
  ③：同時に複数のご依頼をいただいた場合は、合算した合計枚数となります。 
 
 
４．硬貨入金整理手数料                                     

 
※）硬貨 500枚まで無料のお取扱いは、1日 1回までとさせていただきます。（2回目以降は、500枚を超えない場合でも、手数料をい

ただきます） 
※）一度のお取引きで複数回に分けてご入金をされた場合、合算した枚数に応じた手数料をいただきます。 
※）硬貨算定後にご入金を取り止める場合、入金額を変更される場合も、算定した枚数に応じた手数料をいただきます。 

※）振込や納税等を硬貨で行う場合も、硬貨の枚数に応じた手数料をいただきます。（振込の場合は振込手数料を別途いただきます） 

 

５．手形・小切手関連手数料                                   

 
 

現行 改定後 現行 改定後

窓口両替／金種指定に
よる現金のお引出し

540円 550円 1,080円
（1,001枚以降500枚毎に540円を加算）

1,100円
（1,001枚以降500枚毎に550円を加算）

1～500枚 501～1000枚

現行 改定後 現行 改定後

窓口での入金 540円 550円 1,080円
（1,501枚以降500枚毎に540円を加算）

1,100円
（1,501枚以降500枚毎に550円を加算）

1～1,000枚 1,001～1,500枚

現行 改定後

一般用 1冊（50枚綴り） 2,160円 2,200円

パーソナルチェック 1冊（25枚綴り） 1,080円 1,100円

自己宛小切手・
日銀小切手

1枚 1,080円 1,100円

手形発行手数料 約束手形・為替手形 1組（50枚綴り） 2,160円 2,200円

小切手発行手数料



 
 
 

６．各種発行・その他手数料                                   

 
 
※1）相続財産にかかる証明書等を含む 
  

現行 改定後
当社および埼玉りそな銀行・
関西みらい銀行本支店あて

432円 440円

他行あて 648円 660円

当社および埼玉りそな銀行・
関西みらい銀行本支店あて

648円 660円

他行あて 1,080円 1,100円

1,080円 1,100円

入金等手形関連手数料
（特殊扱）

1,080円 1,100円

代金取立手数料

同一手形交換所内
および相互に乗入れ
している手形交換所内

上記以外の異なる手
形交換所間

至急扱い

隔地交換手形入金・一括出納手形入金・取立手形
組戻・取立手形店頭呈示・不渡手形返却の各手数料

現行 改定後

りそな銀行・埼玉りそな銀行のいずれも
取扱窓口となっていない税金・公共料金
の納付の取次ぎ

税金・公共料金納付の取次ぎ
手数料

1件 864円 880円

通帳・証書・各種カード再発行手数料 1件 1,080円 1,100円

預金・融資取引明細表発行
手数料

1口座
1か月毎

216円 220円

融資利息証明書発行手数料 1通 864円 880円

ローンお取引明細表発行
手数料

1通 864円 880円

継続発行分 1通 432円 440円

都度発行分 1通 864円 880円

英文書式・お客さま指定書式
（※1）

1通 2,160円 2,200円

未利用口座管理手数料 年間 1,296円 1,320円

取引明細表・証明書発行手数料

残高証明書発行手数料



７．ローン関係手数料                                      
ローンお借入時に必要な手数料 

 
※）複数物件を担保として差入れしていただく場合は、物件数に応じた金額となります。詳細は営業店の窓口までお問い合わせくださ 
  い。 
 
繰上返済手数料 

 

300万円以内 32,400円 300万円以内 33,000円

300万円超 54,000円 300万円超 55,000円

事務取扱手数料
（保証会社）

対象ローン
手数料額

現行 改定後

りそな住宅ローン
りそな借りかえローン
りそな建てかえローン
りそな女性向け住宅ローン「凛next」
大型リフォームローン
りそな借りかえローン（Web申込限定プラン）
など

32,400円 33,000円

りそな諸費用ローン ご融資金額

りそなフリーローン（有担保型） 54,000円 55,000円

融資手数料 対象ローン
手数料額

現行 改定後

お借入金額の1.836％ お借入金額の1.87％

りそな女性向け住宅ローン
「凛lin」【フラット35】（機構買取型）

お借入金額の1.62％ お借入金額の1.65％

融資手数料型
りそな借りかえローン（Web申込限定プラン）

お借入金額の2.16％ お借入金額の2.20％

りそな住宅ローン【フラット35】（機構買取型）

不動産担保
事務取扱手数料

対象ローン
手数料額

現行 改定後

りそなアパート・マンションローン（保証会社非保証）
りそなアパート・マンションローン（資産管理会社タイプ）
りそなアパート・マンションローン（自宅併用型）

97,200円 99,000円

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

インターネット（※1） 無料 無料 無料 無料
お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

店頭受付・
パソコンテレビ電話(※2)

5,400円 5,500円 32,400円 33,000円 10,800円 11,000円 32,400円 33,000円

対象ローン お手続き方法

一部繰上返済 全額繰上返済

変動金利型
（全期間固定金利型含む）

固定金利選択型
特約期間中

変動金利型
（全期間固定金利型含む）

固定金利選択型
特約期間中

りそな住宅ローン
りそな借りかえローン
りそな住みかえローン
りそな建てかえローン
大型リフォームローン
りそなフラットON
りそな諸費用ローン
りそなフリーローン（有担保型）



 

 
店頭受付・パソコンテレビ電話での一部繰上返済の場合、別途、収入印紙代（200円）が必要です。 
※1）マイゲートへのご加入が必要になります。インターネットでの一部繰上返済については、受付時期や金額等の条件がございます。 
※2）パソコンテレビ電話とは、りそな銀行の店頭に設置しているテレビ電話のことです。 
※3）一部繰上返済の 1回あたりの元利金返済額が 1万円以上の場合は無料です。 
※4）フラット 35（機構買取型）のインターネットでの一部繰上返済は、住宅金融支援機構ホームページからの手続きが必要です。 
※5）2015年 4月 1日以降に全期間固定金利タイプを利用されたお客さまが対象となります。 
※6）固定金利期間の残存年数の 1年に満たない部分は、1年 365日とする日割計算とします。 
 
保証会社が申し受ける繰上返済手数料等 

 
※保証料の支払い方法について、「一括前払い型」をご選択いただいた方が繰上返済を行う場合、一括前払いいただいた保証料のうち、 
 保証会社所定の計算方法により保証料を返済用口座にお戻しいたします。（以下「戻し保証料」といいます）。その場合、保証会社手 
 数料 11,000円（消費税等込み）および振込に要する所定の振込手数料を差し引かせていただきます。繰上返済金額が少額、あるいは 
 残存年数が短いケースでは、戻し手数料が手数料よりも少なく、返戻額がない場合もございますのでご了承ください。（その場合、手 
 数料の不足額のお支払いは不要です）。正確な戻し手数料金額については、返済される際に窓口にご照会ください（保証会社での所定 
 の計算が必要となりますので、ご回答までに数日かかる場合があります）。 
 

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

インターネット（※1） 無料 無料 無料 無料
お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

店頭受付・
パソコンテレビ電話(※2)

無料
5,400円
（※3）

無料
5,500円
（※3）

無料
32,400円
（※3）

無料
33,000円
（※3）

無料 無料 無料 無料

りそな女性向け住宅ローン
「凛」「凛next」
りそな女性向け借りかえローン
「凛」「凛next」

対象ローン お手続き方法

一部繰上返済 全額繰上返済

変動金利型
（全期間固定金利型含む）

固定金利選択型
特約期間中

変動金利型
（全期間固定金利型含む）

固定金利選択型
特約期間中

現行 改定後 現行 改定後

インターネット（※1）
無料

（※4）
無料

（※4）
お取扱い
できません

お取扱い
できません

店頭受付・
パソコンテレビ電話(※2)

無料 無料 無料 無料

対象ローン お手続き方法
一部繰上返済 全額繰上返済

りそな「すまい・るパッケージ
（フラット35）」
「フラット35」（機構買取型）
（※4）

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

りそな住宅ローン
りそな借りかえローン
りそな建てかえローン
大型リフォームローン（有担保タイプ）
りそな諸費用ローン
りそなフリーローン（有担保型）
など

10,800円 11,000円 10,800円 11,000円 無料 無料

りそなアパート・マンションローン
（保証会社保証付）
りそなアパート・マンションローン
（区分所有タイプ）

10,800円 11,000円
お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

インターネットでの
一部繰上返済のお手続き

繰上返済に伴う
保証料返戻手続き

の手数料
対象ローン

店頭でのお手続き
パソコンテレビ電話での

お手続き



 

ご返済期間中の条件変更に関わる手数料 

 

 
 
保証会社が申し受けるご返済期間中の条件変更に関する手数料 

 
 
                                                 

店舗により、お取扱条件が異なる場合がございます。 
また、上記以外の手数料も、消費税率引上げに伴い改定する予定です。 
くわしくは、お取引店または、お近くの店舗までお問合わせください。 

（2019年 8 月 9 日現在） 

現行 改定後 現行 改定後

5,400円 5,500円 無料 無料

10,800円 11,000円
お取扱い
できません

お取扱い
できません

対象ローン

固定金利特約期間の設定

その他条件変更

店頭でのお手続き
インターネットでの

お手続き

りそな住宅ローン
りそな借りかえローン
りそな建てかえローン
りそな女性向け住宅ローン「凛lin」「凛next」
りそな女性向け借りかえローン「凛lin」「凛next」
りそな「すまい・るパッケージ（フラット35）」
大型リフォームローン（有担保タイプ）
りそな諸費用ローン
りそなフリーローン（有担保型）
など

現行 改定後 現行 改定後 現行 改定後

固定金利特約
期間の設定

5,400円 5,500円
お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

その他条件変
更

10,800円 11,000円
お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

お取扱い
できません

対象ローン
店頭でのお手続き

パソコンテレビ電話での
お手続き

インターネットでの
お手続き

りそなアパート・マンションローン（保証会社保証付）
りそなアパート・マンションローン（区分所有タイプ）
りそなアパート・マンションローン（保証会社非保証）
りそなアパート・マンションローン（資産管理会社タイプ）
りそなアパート・マンションローン（自宅併用型）

変更内容 現行 改定後

保証期間の短縮（一部繰上返済をせずに） 5,400円 5,500円

保証期間の延長 10,800円 11,000円

担保の変更 3,240円 3,300円

離婚に伴う免責的債務引受 32,400円 33,000円

当座貸越から分割返済への切替 21,600円 22,000円


