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34 当行のあゆみ

当行のあゆみ

明 治
11年12月 第七十七国立銀行として仙台市大町一丁目にて営業開始

15年 7月 東京支店開設

26年 5月 宮城貯蓄銀行設立（大正10年11月、普通銀行に転換し、五城銀行と改称）

31年 3月 株式会社七十七銀行に改組

36年 8月 本店を仙台市大町四丁目（芭蕉の 東北角）に新築移転

43年 6月 株式会社東北実業銀行創立

昭　 和
4年 8月 本店を仙台市大町四丁目（芭蕉の 西南角）に移転

7年 1月 七十七銀行・東北実業銀行・五城銀行の3行が合併（新立　株式会社七十七銀行）

33年10月 本店を仙台市東二番丁（広瀬通角）に新築移転

39年12月 外国為替業務取扱開始

47年10月 株式を東京証券取引所市場第2部、札幌証券取引所市場に上場

48年 4月 第１次預金オンライン稼働

48年 8月 上場株式、東京証券取引所市場第1部に指定替え

49年 9月 事務センターを仙台市木町通二丁目に新築移転

51年11月 第2次預金オンライン稼働

52年 9月 本店を仙台市中央三丁目に新築移転（現本店）

53年10月 総合オンラインシステム稼働

53年12月 創業百周年式典挙行　資本金120億円に増資

55年10月 地銀ＣＤ全国ネットサービス開始

58年 1月 第2次総合オンラインシステム稼働

58年 4月 公共債窓口販売開始

60年10月 ロンドン駐在員事務所開設

63年 4月 ニューヨーク駐在員事務所開設

63年10月 資本金222億円に増資

平　　 成

2年11月 ニューヨーク支店開設

3年 5月 第3次総合オンラインシステム稼働

6年 4月 信託代理業務取扱開始

7年 7月 サンデーバンキング拡大

8年10月 泉センター（新電算センター）竣工

9年10月 新電算システム稼働

10年 4月 「財団法人七十七ビジネス振興財団」設立

10年12月 投資信託窓口販売開始

10年12月 金融資料館の開館

11年 3月 ニューヨーク支店、ロンドン駐在員事務所廃止

13年 4月 損害保険窓口販売開始

14年10月 生命保険窓口販売開始

17年 4月 中期経営計画スタート

17年 4月 証券仲介業務取扱開始

17年 7月 上海駐在員事務所開設

明治36年8月に芭蕉の 東北角に新設された本店
（昭和4年8月まで使用）

昭和33年10月に東二番丁広瀬通東北角に新設され
た本店（昭和52年9月まで使用）
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七十七銀行グループの状況

七
十
七
銀
行�

銀行の従属業務�
を専ら営む�
連結子会社3社�

本店ほか支店132、�
出張所8

金融関連業務�
を専ら営む�
連結子会社4社�

（平成18年6月30日現在）

20百万円

30百万円

30百万円

100百万円

30百万円

20百万円

64百万円

昭和55. 1.14

昭和62. 3. 3

昭和63.10. 1

昭和49.11.25

昭和53.10. 2

昭和57. 1.29

昭和58. 2.22

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号

�022-723-3677（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号　

�022-261-3137（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号

�022-723-3684（代）

仙台市青葉区中央二丁目8番16号

�022-262-4341（代）

仙台市青葉区木町通二丁目1番12号

�022-723-3685（代）

仙台市泉区明通二丁目10番1

�022-377-8872（代）

仙台市宮城野区榴岡二丁目4番22号

�022-298-1877（代）

会社名 所在地・電話番号 設立年月日 資本金 当行議決権比率 連結子会社議決権比率

100.00％

100.00％

100.00％

5.88％

5.00％

5.00％

6.06％

─

─

─

52.94％

45.90％

45.00％

28.28％

七十七ビジネスサービス株式会社

七十七スタッフサービス株式会社

七十七事務代行株式会社

七十七リース株式会社

七十七信用保証株式会社

七十七コンピューターサービス株式会社

株式会社七十七カード

連結子会社の概況

銀行およびその子会社等の主要な事業の内容と組織の構成

※七十七コンピューターサービス株式会社および株式会社七十七カードについては、上記のほか、緊密な関係にある者がそれぞれ45.00％、45.45％の議決権を有しているため、連結子会社とし
ております。

七十七銀行グループは、銀行業務を中心に、リース業務・クレジットカード業務などの金融サービスを提供しております。組織の構成

は以下のとおりです。
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組織図

企画課�
主計課�
広報・関連事業課�
リスク統轄課�
法務課�
営業企画課�
支店統轄課�
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法人営業課�
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審査第二課�
管理課�
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証券営業課�
�
国際業務課�
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市場事務課�
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人事業務課�
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事務指導課�
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システム企画課�
システム開発課�
検査課�
資産監査課�

秘書室�
�
総合企画部�
�
リスク統轄部�
�
�
営業統轄部�
�
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�
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�
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システム部�
�
監査部�
�
東京事務所�
�
ALM委員会�
�
諸委員会�

営業課�
融資課�
外国為替課�
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業務第三課�
公金課�
総務課�

営業グループ�
�
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�
業務グループ�

出 張 所 �
�
特別出張所�
�

本店営業部�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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（平成18年6月30日現在）
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■仙台市�

名取西●�

●白石�

●角田�

●岩沼� ●（仙台空港出張所）�

●増田�

●閖上�

●蔵王�

●大河原�

●�
村田�

●船岡�
●槻木�

●川崎�

●丸森�

● 亘理�

● 山下�

松島�
●�

●�
利府�

●�
富谷�

●�
吉岡�

●�
小野田�

●�

中新田� 小牛田�

●岩出山�

●鹿島台�

●一迫�

●佐沼�
●米谷�

●�
登米�

女川●�

●�

若柳●�

鳴瀬�
●�

●築館�

●鳴子�

●�
岩ヶ崎�

●�
涌谷�

●田尻�

●�

志津川●�

気仙沼●�
内脇●�

●�
松山�

●�
（細倉特別出張所）�

（宮崎出張所）●�

盛岡�

日本橋�

相馬�
原町�
四倉�
平�
小名浜�

名古屋�

大阪�

札幌�

秋田�

山形�

福島�
郡山�

●高砂�

●多賀城�

●下馬�

●七ヶ浜�

矢本�

60ヵ店（うち出張所3ヶ所）�

10ヵ店（うち出張所1ヶ所）�

4ヵ店�■塩釜市�

［宮城県］�

［宮城県外］�

東京�

■石巻市�
�

（大崎市役所出張所）●�

南古川●�
古川●�

古川十日町●�

宮城県�

宮城県�

118
7
1

宮城県内

市

（うち仙台市）

町

村

宮城県外

東京都内

その他道府県

合計

36

13

22

1

36市町村

31

13

18

－－－

31市町

118

98

（57）

20

－－－

15

2

13

133ヵ店

8

7

（3）

1

－－－

－－－

－－－

－－－

8ヵ店

126

105

（60）

21

－－－

15

2

13

141ヵ店

229

194

（118）

35

－－－

4

－－－

4

233ヵ所

874

751

（489）

123

－－－

30

3

27

904台

店舗網

（注）1.その他道府県支店所在地／札幌市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、郡山市、相馬市、南相馬市、いわき市（3ヵ店）、名古屋市、大阪市
2.名古屋支店、大阪支店の2ヵ店を除く全ての店舗にCSコーナーを併設しております。

宮城県内市町村数 うち当行店舗数有 本支店数 出張所数（含む特別出張所）店舗数合計 店舗外CSコーナー ATM設置台数

店舗ネットワーク

（平成18年6月30日現在）



印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�

宮城県�

【店舗外CSコーナー】�

本店営業部 12345�
〒980-8777　青葉区中央3-3-20�
TEL（022）267-1111�

JR仙台出張所 3�
〒980-0022　青葉区五橋1-1-1 �
［東日本旅客鉄道（株）仙台支社ビル内］�
TEL（022）222-9808�

南町通支店 2345�
〒980-0021　青葉区中央3-5-7�
TEL（022）221-4101�

名掛丁支店 12345�
〒980-8691　青葉区中央1-7-5�
TEL（022）224-0161　�

仙台駅前支店 345�
〒980-0021　青葉区中央1-10-1［ヒューモスファイヴ内］�
TEL（022）221-1681　�

新伝馬町支店 2345�
〒980-0021　青葉区中央2-4-1 �
TEL（022）221-5511�

芭蕉の　支店 2345�
〒980-0804　青葉区大町1-1-30［新仙台ビル内］�
TEL（022）222-7731　�

一番町支店 12345�
〒980-0811　青葉区一番町4-10-20 �
TEL（022）222-1721　�

県庁支店 2�
〒980-0014　青葉区本町3-8-1［宮城県庁舎内］�
TEL（022）223-3454�

仙台市役所支店 2�
〒980-8671　青葉区国分町3-7-1［仙台市庁舎内］�
TEL（022）223-2111�

二日町支店 12345�
〒980-0802　青葉区二日町7-15�
TEL（022）222-4156�

大学病院前支店 2345�
〒980-0824　青葉区支倉町4-29�
TEL（022）224-1577　�

八幡町支店 2345�
〒980-0871　青葉区八幡4-1-5�
TEL（022）273-3411　�

国見支店 2345�
〒981-0943　青葉区国見2-9-8 �
TEL（022）275-5188　�

北仙台支店 2345�
〒981-0914　青葉区堤通雨宮町12-20�
TEL（022）234-1311　�

上杉支店 345�
〒980-0011　青葉区上杉5-3-36［第三勝山ビル内］�
TEL（022）211-7221　�

宮町支店 2345�
〒980-0004　青葉区宮町2-1-56�
TEL（022）225-8331　�

小松島支店 2345�
〒981-0905　青葉区小松島3-5-16 �
TEL（022）234-6281　�

旭ヶ丘支店 2345�
〒981-0904　青葉区旭ヶ丘3-26-23�
TEL（022）273-2121�

東勝山支店 345�
〒981-0923　青葉区東勝山3-12-28�
TEL（022）271-3501�

荒巻支店 2345�
〒981-0965　青葉区荒巻神明町25-3�
TEL（022）233-0186�

中山支店 2345�
〒981-0952　青葉区中山4-23-28�
TEL（022）279-7011�

吉成支店 2345�
〒989-3205　青葉区吉成1-17-1 �
TEL（022）279-8444�

宮城町支店 2345�
〒989-3125　青葉区下愛子字観音46-3�
TEL（022）392-6567

仙台駅 345�

仙台駅第二 345�

仙台駅第三 345�

エスパル 345�

地下鉄仙台駅 345�

アエル 345�

花京院スクエア 345�

電力ビル 345�

藤崎 345�

三越仙台店 345�

さくら野仙台店 345�

EBEANS 345�

一四一ビル 345�

仙台フォーラス 345�

長崎屋台原店 345�

荒巻セントラルプラザ 345�

SEIYU八幡町店 345�

ヨークベニマル南吉成店 345�

CO-OP桜ヶ丘店 345�

CO-OP国見ヶ丘店 345�

CO-OP愛子店 345�

勝山ボウリングクラブ 345�

仙台第一生命タワービル�

住生中央ビル�

中山四丁目 345�

河北新報社 345�

仙台CATV�

エムズ北仙台 345�

大学病院�

大学病院第二�

仙台厚生病院�

仙台社会保険病院�

宮城県立こども病院�

東北学院大学�

東北福祉大学�

東北大学青葉山�

東北大学工学部�

東北大学川内�

宮城学院�

宮城県庁�

仙台市役所 345�

青葉区役所�

仙台市宮城総合支所�

宮城県仙台合同庁舎�

仙台合同庁舎�

宮城県自治会館�

宮城県警察本部�

1 32 54

仙台東口支店 2345�
〒983-0852　宮城野区榴岡2-4-22［仙台東口ビル内］�
TEL（022）293-7741�

榴岡支店 2345�
〒983-0852　宮城野区榴岡5-1-35［ロイメント仙台ビル内］�
TEL（022）296-1411�

仙台原町支店 2345�
〒983-0841　宮城野区原町2-3-50�
TEL（022）256-3131　�

宮城野支店 2345�
〒983-0045　宮城野区宮城野2-12-17�
TEL（022）256-8441�

卸町支店 12345�
〒983-0043　宮城野区萩野町3-9-1�
TEL（022）232-3277�

扇町支店 2345�
〒983-0034　宮城野区扇町2-2-22�
TEL（022）231-7511　�

幸町支店 2345�
〒983-0836　宮城野区幸町1-22-7�
TEL（022）275-1177�

東仙台支店 2345�
〒983-0833　宮城野区東仙台1-2-17�
TEL（022）251-5251�

鶴ヶ谷支店 2345�
〒983-0824　宮城野区鶴ヶ谷8-19-8�
TEL（022）251-8185�

【店舗】�

【店舗】�

仙台市宮城野区�

仙台市青葉区�

店舗および店舗外キャッシュサービス（CS）コーナー一覧� （平成18年6月30日現在）�
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印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�1 32 54

ヤマザワ田子店 345�

セラビ幸町 345�

ジャスコ仙台幸町店 345�

CO-OP新田東店 345

ヨークベニマル福田町店 345�

ヨークベニマル新田東店 345�

鶴ヶ谷ショッピングセンター 345�

高砂一丁目 345�

ユアテック�

東北厚生年金病院�

仙台オープン病院�

国立病院機構仙台医療センター�

宮城野区役所�

仙台市ガス局�

長町支店 12345�
〒982-0011　太白区長町3-8-29�
TEL（022）248-2111�

長町南出張所 345�
〒982-0012　太白区長町南3-3-40 �
TEL（022）247-7077�

泉崎支店 2345�
〒982-0012　太白区長町南4-20-30�
TEL（022）249-3161�

八本松支店 2345�
〒982-0001　太白区八本松1-15-25�
TEL（022）249-2151�

中田支店 2345�
〒981-1104　太白区中田3-6-5�
TEL（022）241-1177�

西中田支店 2345�
〒981-1105　太白区西中田7-10-50�
TEL（022）241-8572�

袋原支店 2345�
〒981-1102　太白区袋原6-1-3  �
TEL（022）242-0871�

西多賀支店 2345�
〒982-0034　太白区西多賀1-21-5�
TEL（022）245-5161�

八木山支店 2345�
〒982-0832　太白区八木山緑町8-30［紅久ビル内］�
TEL（022）229-4721�

南八木山支店 345�
〒982-0807　太白区八木山南4-1-6�
TEL（022）243-2151

 仙台市泉区�
南光台支店 2345�
〒981-8003　泉区南光台7-1-5�
TEL（022）272-7761�

長命ヶ丘支店 2345�
〒981-3212　泉区長命ヶ丘4-14-3�
TEL（022）378-5271�

加茂出張所 345�
〒981-3122　泉区加茂4-1-4 �
TEL（022）378-3111�

泉中央支店 2345�
〒981-3133　泉区泉中央1-13-4［エクセルビル内］�
TEL（022）373-9711�

泉支店 12345�
〒981-3117　泉区市名坂字町68-2 �
TEL（022）372-2311�

向陽台支店 2345�
〒981-3102　泉区向陽台3-15-15 �
TEL（022）373-1201�

将監支店 2345
〒981-3132　泉区将監8-3-1 �
TEL（022）372-3177�

泉パークタウン支店 2345�
〒981-3204　泉区寺岡6-7-5�
TEL（022）377-0877�

高森支店 2345�
〒981-3203　泉区高森7-2�
［ショッピングガーデン・キャラウェイ内］�
TEL（022）378-1731�

 富谷町�
富谷支店 345�
〒981-3304　黒川郡富谷町ひより台2-36-4�
TEL（022）358-4555�

 大和町�
吉岡支店 2345�
〒981-3621　黒川郡大和町吉岡字上町45�
TEL（022）345-2101

【店舗外CSコーナー】�

岩切支店 2345�
〒983-0821　宮城野区岩切字青津目121-5�
TEL（022）396-8777

ヤマザワ荒井店 345�

CO-OP沖野店 345�

CO-OP南小泉店 345�

CO-OP六丁の目店 345�

ヨークベニマル遠見塚店 345�

文化 345

仙台中央卸売市場 3�

鐘崎笹かま館 3�

仙台市立病院�

若林区役所�

太白 345�

マックスバリュ仙台郡山店 345�

ヤマザワ中田店 345�

CO-OP八木山店 345�

CO-OP柳生店 345�

CO-OP富沢店 345

CO-OP西多賀店 345�

ヨークベニマル山田鈎取店 345�

ヨークベニマル柳生店 345�

イオンスーパーセンター鈎取店 345�

ザ・モール仙台長町 345�

ザ・モール仙台長町 Part２ 345�

茂庭台 345�

仙台赤十字病院�

東北工業大学�

太白区役所�

仙台市秋保総合支所�

仙台市水道局�

秋保�

【店舗外CSコーナー】�

荒町支店 2345�
〒984-0073　若林区荒町106-1 �
TEL（022）225-5411�

河原町支店 2345�
〒984-0816　若林区河原町1-4-3�
TEL（022）223-7105�

南小泉支店 2345�
〒984-0823　若林区遠見塚2-1-18�
TEL（022）285-1877�

沖野支店 2345�
〒984-0838　若林区上飯田1-5-34�
TEL（022）285-5161�

六丁目支店 2345�
〒984-0014　若林区六丁の目元町8-7�
TEL（022）288-5611�

中央市場支店 2�
〒984-0015　若林区卸町4-3-1［仙台市中央卸売市場内］�
TEL（022）232-8171�

東卸町支店 2345�
〒984-0002　若林区卸町東2-7-1 �
TEL（022）231-7551　�

【店舗外CSコーナー】�

【店舗】�

【店舗】�

【店舗】�

仙台市泉区・富谷町・大和町�

仙台市太白区�

仙台市若林区�

【店舗外CSコーナー】�

イトーヨーカドー仙台泉店 345�

ジャスコ仙台中山店 345�

西友仙台泉店 345�

フードマーケットフジサキ 345
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【店舗外CSコーナー】�

【店舗外CSコーナー】�

ヨークベニマル亘理店 345�

亘理ショッピングセンター 345

荒浜 345

【店舗】�

 角田市�
角田支店 2345�
〒981-1505　角田市角田字町74�
TEL（0224）63-1077�

 丸森町�
丸森支店 2345�
〒981-2152　伊具郡丸森町字町西22�
TEL（0224）72-2077

【店舗】�

 白石市�
白石支店 12345�
〒989-0273　白石市字中町35-1�
TEL（0224）25-3131�

 蔵王町�
蔵王支店 2345�
〒989-0821　刈田郡蔵王町大字円田字西浦4-2 �
TEL（0224）33-2031　�

【店舗】�

 亘理町�
亘理支店 2345�
〒989-2351　亘理郡亘理町字新町64-4�
TEL（0223）34-1171�

 山元町�
山下支店 2345�
〒989-2201　亘理郡山元町山寺字山下64 �
TEL（0223）37-1177

【店舗外CSコーナー】�

イオンタウン柴田�
ショッピングセンター 345�

ヨークベニマル柴田店 345�

CO-OP大河原店 345�

サンコア 345�

フォルテ 345�

宮城県大河原合同庁舎�

仙台大学�

【店舗】�

 名取市�
増田支店 12345�
〒981-1224　名取市増田2-2-7�
TEL（022）382-3177�

仙台空港出張所 345�
〒989-2401　名取市下増田字南原�
［仙台空港ターミナルビル内］�
TEL（022）383-4655�

閖上支店 2345�
〒981-1213　名取市閖上2-3-8�
TEL（022）385-0211�

名取西支店 2345�
〒981-1232　名取市大手町4-9-2�
TEL（022）384-1151�

 岩沼市�
岩沼支店 2345�
〒989-2432　岩沼市中央1-3-24�
TEL（0223）22-2177

【店舗外CSコーナー】�

ヨークベニマル角田店 345�

角田市役所 3�

丸森町役場�

【店舗外CSコーナー】�

ヨークベニマル白石店 345�

アムザショッピングタウン白石 345�

ヤオチュウ東店 345�

大泉記念病院�

白石市役所�

高森ショッピングプラザ 345�

CO-OP高森店 345�

泉ビレジ 345�

グリーンマート桂店 345�

泉中央駅ビル 345�

セルバ 345�

ヤマザワ泉ヶ丘店 345�

ヤマザワ住吉台店 345�

ヤマザワ南光台店 345�

松陵 345�

CO-OP黒松店 345�

ヨークベニマル泉古内店 345�

ヨークベニマル真美沢店 345�

ヨークベニマル泉将監店 345�

ヨークベニマル市名坂店 345�

アクス上谷刈 345�

泉パークタウン工業流通団地�

東北学院大学泉�

泉区役所 345�

宮城県運転免許センター�

ヨークベニマル大和吉岡店 345�

CO-OP明石台店 345�

富谷町役場�

大富 345�

ジャスコ富谷店 345�

成田 345

ジャスコ名取店 345�

ホーマック�
スーパーデポ名取店 345�

CO-OP名取西店 345

ヨークベニマル岩沼店 345�

ヨークベニマル岩沼西店 345�

JR岩沼駅 345�

セラビ岩沼 345�

日本製紙岩沼工場�

名取市役所 3�

岩沼市役所�

仙台空港第二 345�

尚絅学院 3�

相互台 345

 柴田町�
船岡支店 12345�
〒989-1601　柴田郡柴田町船岡中央1-7-3�
TEL（0224）55-2077�

槻木支店 2345�
〒989-1753　柴田郡柴田町槻木上町1-1-44�
TEL（0224）56-1221�

 大河原町�
大河原支店 2345�
〒989-1241　柴田郡大河原町字町190-2  �
TEL（0224）52-2077�

 村田町�
村田支店 2345�
〒989-1305　柴田郡村田町大字村田字町163-1 �
TEL（0224）83-2077�

 川崎町�
川崎支店 345�
〒989-1501　柴田郡川崎町大字前川字本町64-2�
TEL（0224）84-5755

【店舗】�

宮城県南部�

印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�1 32 54
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【店舗外CSコーナー】�

ジャスコ多賀城店 345�

マックスバリュ多賀城鶴ヶ谷店 345�

ヤマザワ多賀城店 345�

CO-OP大代店 345�

CO-OP塩釜杉の入店 345�

日本フィルター工業 3�

東北学院大学工学部�

多賀城市役所 3�

ジャスコ塩釜店 345�

ヨークベニマル塩釜店 345�

ヨークベニマル多賀城店 345�

塩釜市役所�

【店舗外CSコーナー】�

【店舗】�

 石巻市�
石巻支店 12345�
〒986-0824　石巻市立町2-5-12�
TEL（0225）95-3311�

石巻市役所出張所�
〒986-0833　石巻市日和ヶ丘1-1-1［石巻市役所内］ �
TEL（0225）93-0706�

穀町支店 2345�
〒986-0853　石巻市門脇字東上野町41-2�
TEL（0225）22-5128�

湊支店 12345�
〒986-0025　石巻市湊町3-2-5 �
TEL（0225）22-1131�

渡波支店 2345�
〒986-2121　石巻市渡波町3-5-8 �
TEL（0225）24-0121�

新中里支店 2345�
〒986-0814　石巻市南中里2-9-33 �
TEL（0225）96-4131�

蛇田支店 2345�
〒986-0861　石巻市蛇田字新丸井戸39-25 �
TEL（0225）94-5711�

鮎川支店 345�
〒986-2523　石巻市鮎川浜南39-13 �
TEL（0225）45-2121�

飯野川支店 2345�
〒986-0101　石巻市相野谷字飯野川町127 �
TEL（0225）62-3711�

中津山支店 2345�
〒986-0313　石巻市桃生町中津山字内八木111-2 �
TEL（0225）76-2117

さくら野石巻店 345�

イトーヨーカドー石巻あけぼの店 345�

ヨークベニマル湊鹿妻店 345�

ヨークベニマル中浦店 345�

ヨークベニマル石巻蛇田店 345�

イオンスーパーセンター石巻東店 345�

CO-OP渡波店 345

CO-OP石巻大橋店 345�

日本製紙石巻工場 3�

石巻赤十字病院�

石巻市立病院�

こだまホスピタル�

宮城県石巻合同庁舎�

石巻市北上総合支所�

石巻専修大学�

石巻市役所第二 345

 七ヶ浜町�
七ヶ浜支店 2345�
〒985-0821　宮城郡七ヶ浜町汐見台1-1-2 �
TEL（022）357-4111　�

 利府町�
利府支店 2345�
〒981-0104　宮城郡利府町中央3-14-3�
TEL（022）356-8444�

 松島町�
松島支店 12345�
〒981-0215　宮城郡松島町高城字町177�
TEL（022）354-2171�

 東松島市�
鳴瀬支店 2345�
〒981-0303　東松島市小野字中央23-1 �
TEL（0225）87-3841�

矢本支店 2345�
〒981-0503　東松島市矢本字上新沼14-1�
TEL（0225）82-3115

 多賀城市�
多賀城支店 2345�
〒985-0874　多賀城市八幡3-16-18�
TEL（022）364-7741�

高砂支店 2345�
〒985-0853　多賀城市高橋2-10-15�
TEL（022）368-8191�

下馬支店 2345�
〒985-0835　多賀城市下馬5-3-1 �
TEL（022）367-5865�

 塩釜市�
塩釜支店 12345�
〒985-0052　塩釜市本町1-1［壱番館ビル内］ �
TEL（022）364-4111�

築港支店 2345�
〒985-0021　塩釜市尾島町17-11�
TEL（022）362-0141�

北浜支店 2345�
〒985-0003　塩釜市北浜4-1-20 �
TEL（022）364-1335�

塩釜西支店 2345�
〒985-0032　塩釜市白萩町2-24�
TEL（022）367-1151

【店舗外CSコーナー】�

ヨークベニマル利府店 345�

ヨークベニマル利府野中店 345�

グリーンマート利府青山店 345�

ジャスコ利府店 345�

利府町役場 345�

矢本ショッピングプラザ 345�

ロックタウン矢本 345�

大郷町役場 345

【店舗】�

宮城県浜通り地区�

印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�1 32 54

【店舗外CSコーナー】�

女川町立病院�

【店舗外CSコーナー】�

ジャスコ気仙沼店 345�

市立気仙沼病院�

気仙沼市役所�

宮城県気仙沼合同庁舎�

【店舗】�

 南三陸町�
志津川支店 2345�
〒986-0752　本吉郡南三陸町志津川字五日町37�
TEL（0226）46-2633�

 気仙沼市�
気仙沼支店 12345�
〒988-0017　気仙沼市南町3-1-1 �
TEL（0226）22-6770�

内脇支店 2345�
〒988-0024　気仙沼市仲町2-1-9 �
TEL（0226）22-7070

【店舗】�

【店舗】�  女川町�
女川支店 2345�
〒986-2243　牡鹿郡女川町鷲神浜字鷲神207-8 �
TEL（0225）54-3141

 大崎市�
古川支店 12345�
〒989-6162　大崎市古川駅前大通2-5-17 �
TEL（0229）22-3077�

大崎市役所出張所�
〒989-6153　大崎市古川七日町1-1［大崎市役所内］ �
TEL（0229）23-0335

【店舗】�
宮城県北部�
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【店舗外CSコーナー】�

【店舗外CSコーナー】�

イオンスーパーセンター涌谷店 345�

ヨークベニマル涌谷店 345

【店舗外CSコーナー】�

宮城県栗原合同庁舎�

栗原市役所�

ヨークベニマル若柳店 345

 栗原市�
築館支店 12345�
〒987-2216　栗原市築館伊豆1-8-12 �
TEL（0228）22-2171�

一迫支店 345�
〒987-2308　栗原市一迫真坂字本町20 �
TEL（0228）52-2177�

岩ヶ崎支店 2345�
〒989-5301　栗原市栗駒岩ヶ崎六日町96 �
TEL（0228）45-2277�

細倉特別出張所�
〒989-5402　栗原市鶯沢南郷原4-3 �
TEL（0228）55-2177�

若柳支店 2345�
〒989-5501　栗原市若柳字川北新町37-1 �
TEL（0228）32-2131

 登米市�
佐沼支店 2345�
〒987-0511　登米市迫町佐沼字西佐沼94 �
TEL（0220）22-2577�

米谷支店 2345�
〒987-0902　登米市東和町米谷字元町166 �
TEL（0220）42-2277�

登米支店 2345�
〒987-0702　登米市登米町寺池九日町5 �
TEL（0220）52-2277

【店舗外CSコーナー】�

イオンスーパーセンター加美店 345�

ヨークベニマル中新田店 345

【店舗】�

【店舗】�

【店舗】�

【店舗】�

 加美町�
中新田支店 2345�
〒981-4251　加美郡加美町字西町1 �
TEL（0229）63-3177�

小野田支店 2345�
〒981-4334　加美郡加美町字町屋敷二番28-1 �
TEL（0229）67-3077�

宮崎出張所�
〒981-4401　加美郡加美町宮崎字屋敷一番52-4�
［加美町役場宮崎支所内］�
TEL（0229）69-5077

ジャスコ古川店 345�

ヨークベニマル古川福浦店 345�

ヨークベニマル古川南店 345�

ロックタウン古川 345�

CO-OP古川南店 345�

宮城県大崎合同庁舎�

ロックショッピングタウン鹿島台 345�

鹿島台駅前 345�

カウボーイ三本木店 345�

大崎市田尻総合支所�

【店舗外CSコーナー】�

ジャスコ南方店 345�

ジョイ・プラザ 345�

宮城県登米合同庁舎�

豊里 3�

CO-OP加賀野店 345

 涌谷町�
涌谷支店 2345�
〒987-0111　遠田郡涌谷町字柳町25-3 �
TEL（0229）42-2751�

 美里町�
小牛田支店 2345�
〒987-0002　遠田郡美里町字藤ヶ崎町93 �
TEL（0229）33-3111�

古川十日町支店 2345�
〒989-6165　大崎市古川十日町7-27 �
TEL（0229）23-2717�

南古川支店 2345�
〒989-6141　大崎市古川南新町5-37�
TEL（0229）24-1877�

岩出山支店 2345�
〒989-6436　大崎市岩出山字二の構109 �
TEL（0229）72-0077�

鳴子支店 2345�
〒989-6823　大崎市鳴子温泉字湯元2-1�
TEL（0229）83-2177�

鹿島台支店 2345�
〒989-4102　大崎市鹿島台木間塚字小谷地383-1�
TEL（0229）56-2077�

松山支店 2345�
〒987-1304　大崎市松山千石字広田46 �
TEL（0229）55-3119�

田尻支店 2345�
〒989-4415　大崎市田尻字町尻6-1�
TEL（0229）39-1077

【店舗外CSコーナー】�

小名浜名店街�

ショッピングタウン・ベガ 345�

南相馬市立病院�

南相馬市役所�

 福島市�
福島支店 2�
〒960-8691　福島市大町5-6［日本生命福島ビル1階］ �
TEL（024）522-0171�

 郡山市�
郡山支店 2�
〒963-8017　郡山市長者3-5-1 �
TEL（024）933-0007�

 いわき市�
平支店 12345�
〒970-8026　いわき市平字三町目14 �
TEL（0246）23-3131�

小名浜支店 23�
〒971-8101　いわき市小名浜字本町27 �
TEL（0246）53-2221�

四倉支店 23�
〒979-0201　いわき市四倉町字東4-8 �
TEL（0246）32-2211�

 南相馬市�
原町支店 2345�
〒975-0008　南相馬市原町区本町2-51 �
TEL（0244）23-3177�

 相馬市�
相馬支店 2345�
〒976-0042　相馬市中村字大町78-1 �
TEL（0244）36-2141

宮城県外�

 東京都中央区�
東京支店 1�
〒104-8177　中央区銀座4-14-11［七十七ビル内］ �
TEL（03）3542-8181�

日本橋支店 1�
〒103-0025　中央区日本橋茅場町1-5-3 �
TEL（03）3666-1581�

 岩手県盛岡市�
盛岡支店 2�
〒020-0022　盛岡市大通3-3-10［七十七日生ビル内］ �
TEL（019）624-1177�

 山形県山形市�
山形支店 2�
〒990-0039　山形市香澄町3-1-3 �
TEL（023）631-8157�

【店舗】�

福島県�

【店舗】�

宮城・福島県外�

印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�1 32 54
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1.名古屋支店、大阪支店にはCSコーナーが
設置されておりません。�
2.その他の店舗外CSコーナー：15ヵ所�

（注）�

 中華人民共和国上海市�
上海駐在員事務所�
中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号�
匯豊大厦16階�
TEL 86-21-6841-2077

【事務所】�

海外駐在員事務所�

 秋田県秋田市�
秋田支店 2�
〒010-0001　秋田市中通4-12-1［丸島ビル内］ �
TEL（018）833-9371�

 愛知県名古屋市中区�
名古屋支店 1�
〒460-0008　名古屋市中区栄3-1-1�
［広小路第一生命ビル内］�
TEL（052）262-3721�

 大阪府大阪市中央区�
大阪支店 1�
〒541-0059　大阪市中央区博労町3-5-1�
［エプソン大阪ビル内］�
TEL（06）6244-0531�

 北海道札幌市中央区�
札幌支店�
〒060-0061　札幌市中央区南一条西4-5［大手町ビル内］�
TEL（011）261-2551　�

印 … 外国為替取扱店� 印 … 住宅金融公庫取扱店�  … 店舗�印 … 土曜日CSコーナー稼働店� 印 … 日曜日CSコーナー稼働店� 印 … 祝日CSコーナー稼働店�  … 店舗外CSコーナー�1 32 54

ローンセンター・相談プラザ・ご相談専用室のご案内� （平成18年6月30日現在）�

本店ローンセンター�
〒980-8777　仙台市青葉区中央3-3-20�
［本店営業部内］�
TEL（022）211-9752�

長町ローンセンター�
〒982-0011　仙台市太白区長町3-8-29�
［長町支店内］ �
TEL（022）246-4466�

泉ローンセンター�
〒981-3117　仙台市泉区市名坂字町68-2�
［泉支店内］  �
TEL（022）218-6311�

仙台東口ローンセンター�
〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡2-4-22�
［仙台東口ビル内］�
TEL（022）293-6077�

古川ローンセンター�
〒989-6162　大崎市古川駅前大通2-5-17�
［古川支店内］ �
TEL（0229）22-8866�

岩沼ローンセンター�
〒989-2432　岩沼市中央1-3-24�
［岩沼支店内］  �
TEL（0223）22-1166

ローンセンター�

仙台駅前相談プラザ�
〒980-0021　仙台市青葉区中央1-10-1�
［仙台駅前支店内］ �
�（0120）60-4377�

新伝馬町相談プラザ�
〒980-0021　仙台市青葉区中央2-4-1�
［新伝馬町支店内］  �
�（0120）24-4377�

一番町相談プラザ�
〒980-0811　仙台市青葉区一番町4-10-20�
［一番町支店内］   �
�（0120）28-4377

相談プラザ�

ご相談専用室（高森支店内）�
〒981-3203　仙台市泉区高森7-2�
［ショッピングガーデン・キャラウェイ内］ �
TEL（022）378-1731�

ご相談専用室（泉中央支店内）�
〒981-3133　泉区泉中央1-13-4�
［エクセルビル内］�
TEL（022）373-9711�
�

ご相談専用室�
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業務の内容

預金業務

預金
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、
非居住者円預金、外貨預金等を取扱っております。

譲渡可能な定期預金を取扱っております。

手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。

銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っております。

譲渡性預金

貸付

手形の割引

国債等公共債およびコマーシャル・ペーパーの売買業務を行っております。

預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っております。

輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っております。

担保附社債信託法による社債の受託業務、公社債の募集受託および登録に関する業務を行っております。

金融先物取引、オプション取引、スワップ取引等の業務を行っております。

代理業務

日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店業務

地方公共団体の公金取扱業務

勤労者退職金共済機構等の代理店業務

株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務

中小企業金融公庫等の代理貸付業務

信託代理店業務

損害保険代理店業務

生命保険代理店業務

保護預りおよび貸金庫業務

有価証券の貸付

債務の保証（支払承諾）

金の売買

公共債の引受

国債等公共債および証券投資信託の窓口販売

バンクカード業務

コマーシャル・ペーパー等の取扱い

証券仲介業務

貸出業務

商品有価証券売買業務

有価証券投資業務

内国為替業務

外国為替業務

社債受託および登録業務

金融先物取引等業務

附帯業務

企業型確定拠出年金取扱業務

業務の内容
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商品・サービスのご案内
主な預金

特色 期間 お預け入れ金額

一冊の通帳に普通預金・定期預金がセットでき、いざというときには定期預金を担保とする自
動融資がご利用いただけます。「貯める」「支払う」「受け取る」「借りる」等の機能が備わった、
個人のお客さま向けの便利な商品です。

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

出し入れ自由 1円以上

7日以上 5万円以上

いつでも出し入れができる預金です。公共料金等の自動支払い、給料・年金等の自動受け取り
などができ、家計簿がわりにご利用いただけます。キャッシュカードのご利用により、ATM
（現金自動預払機）でスピーディーに出し入れができます。

預金保険制度による全額保護の対象となります。普通預金と同じようにいつでも出し入れがで
きるうえ、公共料金の自動支払い、給料・年金等の自動受け取りなどができます。ただし利息
はつきません。

普通預金と同じようにいつでも出し入れができるうえ、基準残高（10万円）以上になると定期
預金に近い有利な金利となります。お預け入れの残高に応じて金利が6段階に区分されますの
で、有利な運用ができます。ただし、金利情勢により各区分の金利が同じになる場合がありま
す。なお、公共料金等の自動支払いや給料・年金等の自動受け取りはできません。（個人のお客
さまのみご利用いただけます。）

小切手・手形がご利用いただける口座です。

短期間の運用に便利な預金です。お引き出しのときは2日前までにご通知ください。

必要な時は満期日前に譲渡することができる預金です。高利回りなので、まとまった資金の短
期間運用に有利です。

1日～2年
5,000万円以上
1,000万円単位

（平成18年6月30日現在）※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

種類

総合口座

普通預金

決済用普通預金

スーパー貯蓄

当座預金

通知預金

譲渡性預金

お預け入れ期間が幅広いので、大切な資金をご希望期間に応じて運用いただけます。
期間3年以上の複利型は、1年経過後なら必要なときに必要な額だけ解約できる「一部解約サー
ビス」がご利用いただけます。

お預け入れ日から6ヵ月の据置期間経過後は、いつでもご預金の一部お引き出しが可能です。ま
たお利息は、半年複利でお預け入れ期間に応じて6段階の金利が適用となりますので、便利で
おトクな商品です。ただし、金利情勢により各区分の金利が同じになる場合があります。（個人
のお客さまのみご利用いただけます。）

1ヵ月～5年

最長5年
（据置期間6ヵ月）

1円以上

1万円以上
2,000万円以下

大口資金の運用に適した、高利回りの定期預金です。 1ヵ月～5年 1,000万円以上

預入日から1年経過後であれば、ご希望の日に解約できるほか、ご預金の一部お引き出しもで
きる、個人のお客さまを対象とした預金です。

金利情勢に応じ、6ヵ月ごとに適用金利が変動する定期預金です。個人のお客さまで3年もの
にお預け入れの場合は、有利な半年複利もご利用いただけます。

最長3年
（据置期間1年）

1円以上
300万円未満

2年・3年 1円以上

満期日前に、お利息をご指定のサイクルで分割して受け取ることのできる定期預金です。お利
息の受取サイクルは、1ヵ月ごと、2ヵ月ごと、3ヵ月ごと、6ヵ月ごとの4タイプございます。
（個人のお客さまのみご利用いただけます。）

1年～5年 1円以上

毎月1回、ご希望の金額を自動的に積み立てできます。まとまった資金づくりに最適です。積
立期間を定めず、預入日から1年経過すれば必要なときに必要な額だけ引き出せる「エンドレ
ス型」と積立期間を選択できる「満期指定型」があります。（「エンドレス型」は個人のお客さ
まのみご利用いただけます。）

満期指定型の場合
1年・2年・3年
4年・5年

1円以上
（口座振替は
1,000円以上）

毎月一定額をプランに合わせた期間で積み立てできますので、無理なく資金づくりができます。 6ヵ月～3年 500円以上

お勤め先の財形制度を通じ、給料やボーナスから天引きで着実に積み立てできる預金です。財
形住宅預金と財形年金預金については、合わせて元金550万円までお利息非課税の特典があ
ります。

一般 3年以上
住宅・年金 5年以上

毎月 1円以上

スーパー定期

スーパーセブン

大口定期

期日指定定期預金

変動金利定期預金

利息分割受取型
定期預金

積立預金

定期積金

財形預金

ペイオフについて
「ペイオフ」とは、金融機関が破たんした場合の預金の払戻しについて、預金保険機構が預金者一人あたり元本1,000万円までとその利息等を保障する制度です。

決済用預金※にあたる預金 全額保護

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護�
［1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
（一部カットされる可能性があります。）］

保護対象外
［破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。（一部カットされる可能性があ
ります。）］

利息のつく普通預金、定期預金、貯蓄預金、
通知預金、定期積金、納税準備預金等

外貨預金、譲渡性預金等

預金保険の対象預金等

預金保険の対象外預金等

※「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たす預金です。当行の決済用預金にあたる預金には、当座預金、決済用普通預金等があります。
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主な証券業務

内容

新たに発行される公共債（国債・公募地方債）の募集販売を行っております。公共債は国や地方公共団体が発行する債券であり、
安全性を重視した運用をお考えのお客さまに適した商品です。
購入された公共債は、紛失、盗難、火災等に備え、当行の債券口座で安全に管理する「口座管理」にされると便利です。「口座管理」
の場合、利子、償還金（額面金額）は、ご指定いただいた預金口座に入金されます。
公共債は中途換金することができます（※）が、市場実勢により投資元本を割り込む場合があります。
（※ただし、個人向け国債（固定・5年）は発行から2年未満、個人向け国債（変動・10年）は発行から1年未満での中途換金はで
きません）

既に発行された公共債の売買を行っております。なお、購入された公共債は窓口販売と同様に「口座管理」にされると便利です。

中期の運用をご希望される場合または一定期間毎に運
用利回りを見直したい場合に適した商品です。
（毎月発行）

長期の運用をご希望される場合に適した商品です。
（毎月発行）

個人のお客さまで、中期の運用をご希望される場合ま
たは一定期間毎に運用利回りを見直したい場合に適し
た商品です。(年4回発行）

個人のお客さまで、長期の運用かつ実勢金利に応じた
利子の受け取りをご希望される場合に適した商品です。
（年4回発行）

中期または長期の運用をご希望される場合に適した商
品です。（随時発行）

長期の運用をご希望される場合に適した商品です。
（毎月発行）

中期の運用をご希望される場合または一定期間毎に運
用利回りを見直したい場合に適した商品です。
（随時発行）

2年
5年

10年

5年

10年

5年
10年

10年

5年

額面5万円以上
5万円単位

額面1万円以上
1万円単位

額面1万円以上
1万円単位

額面10万円以上
10万円単位

銘柄により異なり
ます（購入限度額
等の設定あり）

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただいた時
の利率は償還日まで変わりません）

年2回半年毎に支払われます。
（変動金利で、利率は半年毎に
見直されます）

個人
および
法人

個人

個人
および
法人

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただい
た時の利率は償還日まで変わり
ません）

年2回半年毎に支払われます。
（固定金利で、ご購入いただい
た時の利率は償還日まで変わり
ません）

期間 お申込単位 購入対象者利払い商品の特徴種類

項目

公共債の窓口販売

ディーリング業務

優良企業が発行するコマーシャル・ペーパーの引受けのほか、投資家への売買業務を行っております。CP業務

公共債・事業債の引受けを行い、公共団体・企業の資金調達のお手伝いをしております。公社債の引受業務

公共債・事業債の発行に際し、発行体より募集の委託を受けて、公共債の募集に関する一切の手続を行っています。公社債の受託業務

中期利付国債

長期利付国債

個
人
向
け
国
債

固定
5年

変動
10年

公募地方債
（宮城県・仙台市）

共同発行市場
公募地方債

ミニ市場
公募地方債

（平成18年6月30日現在）

（平成18年6月30日現在）

外貨預金

内容

米ドル、ユーロ等主要外国通貨でお預けいただく預金で、当座預金、普通預金、通知預金、定期預金の4種類があります。利率は、
お預け入れ期間や通貨の種類、海外金利情勢等によって異なります。お預け入れ期間はご自由ですが、金額は普通預金が1通貨単
位以上、通知預金と定期預金は100通貨単位以上となっております。

米ドル、ユーロともに1千通貨単位からお預けいただく定期預金です。利率は、お預け入れ金額や期間によって異なります。現在
の利率は従来の外貨定期預金よりも高水準となっておりますが、為替予約を締結しないため為替相場変動によるリスクのある商品
です。

100千米ドルからお預けいただく定期預金で、お預け入れの諸条件は募集日に決定いたします。通貨オプションを組合わせること
により、一定の範囲において為替変動リスクを回避し、円貨ベースで高利回りが期待できる商品です。ただし為替相場の動向によっ
ては元本割れの可能性があります。

項目

外貨預金

77オープン型
外貨定期預金

77通貨オプション
付外貨定期預金

100千米ドルからお預けいただく定期預金で、お預け入れの諸条件はお預け入れ日に決定いたします。手数料なしで預入元金（円
貨元金）の95％の払戻しが保証されることにより、円高時の為替差損を限定しながら、円安時の為替差益を上限なく享受できる
商品です。

77リスク限定型
外貨定期預金

国
　
債

公
募
地
方
債

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。
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投資信託窓口販売業務

運用会社

野村アセットマネジメント

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

日興アセットマネジメント

ピクテ投信投資顧問

三菱UFJ投信

取扱商品名タイプ 運用会社取扱商品名タイプ

ノムラ・ボンド・
インカム・オープン

ゴールドマン・サックス
米国REITファンド
Aコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）
Bコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）

株ちょファンド日本
（高配当・割安株・成長株）
［毎月分配型］

ピクテ・グローバル・
インカム株式ファンド
［毎月分配型］

三菱UFJ外国債券オープン
［毎月分配型］

フィデリティ投信
フィデリティ・USハイ・
イールド・ファンド

日興アセットマネジメント
財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）
［毎月分配型］

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

モナリザ
ゴールドマン・サックス
世界債券ファンド

クレディ・スイス投信

クレディ・スイス海外債券
オープン［高格付け債型］
Aコース（為替ヘッジあり）
Bコース（為替ヘッジなし）

三菱UFJ投信
三菱UFJ
国内バランス20

三菱UFJ投信
三菱UFJ
国内バランス50

債
券
型

毎
月
分
配
型

グ
ロ
ー
バ
ル
債
券

米
国
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

国
内
株
式
グ
ロ
ー
バ
ル
株
式

グ
ロ
ー
バ
ル

債

券

米
ド
ル
建
て

債

券

グ
ロ
ー
バ
ル

バ
ラ
ン
ス

バ
ラ
ン
ス
型

国
内
バ
ラ
ン
ス

三菱UFJ投信

野村アセットマネジメント

インデックスファンド225

東北インデックスファンド
（愛称『東北祭ファンド』）

ゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント

ダ・ヴィンチ

三菱UFJ投信
三菱UFJ
グローバルバランス

フィデリティ投信
フィデリティ・
バランス・ファンド

三菱UFJ投信

興銀第一ライフ・
アセットマネジメント

三菱UFJトピックス
インデックスオープン

エコ・ファンド

日興アセットマネジメント日興ジャパンオープン

フィデリティ投信
フィデリティ・
日本成長株・ファンド

フィデリティ投信
フィデリティ・
日本小型株・ファンド

大和証券投資信託委託
ダイワ・バリュー株・
オープン

フィデリティ投信
フィデリティ・
グローバル・ファンド

日興アセットマネジメント
日興ワールドエクイティ
オープン

JPモルガン・
アセット・マネジメント

JFアジア株・アクティブ・
オープン

株
式
型

国
内
株
式

グ
ロ
ー
バ
ル
バ
ラ
ン
ス

バ
ラ
ン
ス
型

グ
ロ
ー
バ
ル
株
式
ア
ジ
ア
株
式

取扱店（129ヵ店）：東北地区の全営業店（出張所を除く）・札幌支店 （平成18年6月30日現在）

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

生命保険取扱商品

保険会社

明治安田生命保険（相）

商品名

変額個人年金保険

投資型年金D.A.Ⅲ

日本生命保険（相）ドリームセレクト（バランス型）

第一生命保険（相）
フェアウェイ

住友生命保険（相）たのしみVAプラス（一時払・平準払）

年金工房

アイエヌジー生命保険（株）アイエヌジースマートデザイン10

保険会社

東京海上日動あんしん生命保険（株）

商品名

外貨建個人年金保険

解約返戻金市場金利連動型個人年金保険
（米国通貨建）あんしんドル年金

保険会社

三井住友海上きらめき生命保険（株）

商品名

一時払養老保険

一時払養老保険
（解約返戻金市場価格連動型）

（平成18年6月30日現在）

保険会社商品名

定額個人年金保険

明治安田生命保険（相）

第一生命保険（相）

三井住友海上きらめき生命保険（株）

定額年金S

ナイスセイリング（積立利率変動型個人年金保険）

無選択特則付5年ごと利差配当付個人年金保険

保険会社商品名

一時払終身保険

日本生命保険（相）

東京海上日動あんしん生命保険（株）

第一生命保険（相）

住友生命保険（相）

ロングドリーム

あんしんドル終身

ミリオンU

ふるは～とS（一般型）

ふるは～とファイブ（限定告知型）

取扱店（129ヵ店）：東北地区の全営業店（出張所を除く）・札幌支店



48 商品・サービスのご案内

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

※ローン商品ご利用に際してのお願い
○ローンに関する約款、規約等は、必ずお読みください。
○ローンのご利用は計画的に、無理のない範囲でのご返済をおすすめいたします。
○変動金利型住宅ローンの場合、金利は年2回見直しを行い、毎年4月1日および10月1日現在の当行が定める「変動金利型住宅ローン金利」を基準として変動いたします。

個人向けローン

特色・お使いみち ご融資金額 ご融資期間

住宅の新築・増改築、建売住宅・マンション・土地の購入といった
マイホームプランをお手伝いします。所要資金の最大100%までご
利用いただけます。

40万円～5,000万円

10万円～　700万円

10万円～6,000万円

100万円～8,000万円

40万円～5,000万円
変動金利　　　3年～35年
固定金利　　　3年～25年

変動金利　　　3年～35年
固定金利　　　3年～25年

6ヵ月～15年

変動金利　　　3年～35年
固定金利　　　3年～25年

15年～35年

他の金融機関でお借入の住宅ローンの借換専用ローンです。担保評価
額の最大200％までご利用いただけます。

お住まいの増改築のほか、門・塀・庭の新造・修理、家具購入等のイ
ンテリア費用等あらゆるリフォームに、無担保でご利用いただけます。

住宅の建替えや新居への住換えの際に、住宅の新築・購入資金のほか、
既存の住宅ローンの借換も合わせてご利用いただける住宅ローンです。

最長35年・全期間固定金利で住宅の新築、建売住宅、マンション購
入等のマイホームプランをお手伝いします。

種類

マイホーム口

借換口

リフォームローン

全国保証口

住公証券化住宅ローン

住
宅
ロ
ー
ン

自家用自動車・オートバイの購入・買替資金のほか、車検費用、保険
料、修理費用、教習費用、車庫建設費用、自動車ローンの借換えなど
にもご利用いただけます。傷害保険もセットされており安心です。

10万円～　500万円

10万円～　300万円

10万円～　200万円

10万円～　500万円 6ヵ月～7年

6ヵ月～10年

6ヵ月～7年

6ヵ月～5年

入学金・授業料などの学費にくわえ、教科書代、寮費、下宿・アパー
ト入居費用など、教育に関する幅広いお使いみちにご利用いただけ
ます。お支払時期の6ヵ月前から融資の予約申込が可能です。

冠婚葬祭、海外旅行、ショッピング、医療費など、あらゆるお使いみちに
ご利用いただけます。（ただし、事業資金、借入金返済資金は除きます。）

お見積や契約書等の確認書類が不要で、お手軽にあらゆるお使いみ
ちにご利用いただけます。

マイカープラン

フリープラン

フリープランワイド

77
く
ら
し
あ
っ
ぷ
ロ
ー
ン

教育プラン

ご利用限度額50万円～300万円とよりワイドにご利用いただける
カードローンです。当行との取引状況等によって金利が優遇される
メリットもあります。

カード1枚でいつでもご自由にお使いいただける便利なローンです。

極度額
50・100・200・
300万円

極度額 20・30 万円

1年毎自動更新

1年毎自動更新

77ゆうぐうカード

当行とのお取引がなくとも、24時間・365日電話でお申し込みいた
だけるローンです。
他のお借入の借換えやおとりまとめにもご利用いただけます。

極度額
30・50・70・100・150・
200・250・300万円

1年毎自動更新77モビット

77ミニ・カードローン

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

将来発生が予想される宮城県沖地震に備え、住宅の耐震工事を行う
方のためにご用意した専用ローンです。耐震工事と同時に行うリ
フォーム資金も合わせてご利用いただけます。

10万円～　700万円 6ヵ月～15年耐震リフォーム融資

地震・津波・大雨洪水等大規模な自然災害が発生した際に、災害復
旧の資金ニーズに、スピーディーにお応えするためご用意した専用
ローンです。

住宅関連
10万円～　700万円

住宅関連以外
10万円～　300万円

住宅関連 6ヵ月～15年
住宅関連以外 6ヵ月～ 7年

緊急災害融資

77
災
害
対
策
ロ
ー
ン

（平成18年6月30日現在）

（平成18年6月30日現在）

（平成18年6月30日現在）

損害保険取扱商品

保険会社

あいおい損害保険（株）

商品名

マイホーム総合保険※／住宅総合保険／住宅火災保険

三井住友海上火災保険（株）ホームライフ総合保険※／住宅総合保険／住宅火災保険

（株）損害保険ジャパン

セコム損害保険（株）

ハウスオーナーズ※

セコム安心マイホーム保険

東京海上日動火災保険（株）ホームガード保険※

ニッセイ同和損害保険（株）ホームぴたっと※

※印の商品は、併用住宅のお取扱いも可能です。

取扱店（136ヵ店）：東北地区の全営業店

保険会社

（株）損害保険ジャパン

商品名

年金払積立傷害保険

年金払積立いきいき生活傷害保険（スーパーXP）

住宅関連長期火災保険

取扱店（129ヵ店）：東北地区の全営業店（出張所を除く）・札幌支店
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※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

信託契約代理業務

内容

将来の退職一時金・年金の支払いのために、企業が事前にかつ計画的に社外積立する制度です。従業員の方々の退職後の生活を保
証する目的で企業が独自に行う年金制度で、企業にとって資金負担の平準化や掛金の全額損金算入等のメリットがあります。

奨学金の交付・学術研究者の研究費助成・文化活動や福祉事業の援助などの公益目的のために、法人や個人の篤志家が財産を信託
し、その公益目的を遂行する制度です。

特別障害者（重度心身障害者等）の方々の生活の安定を目的とし、親族や篤志家など個人が財産を信託し、所属信託会社がその財
産を管理・運用して特別障害者の方々へ生活費や医療費として定期的に金銭をお支払いする制度です。この信託を利用すると、信
託された財産に対して、6千万円を限度に贈与税が非課税となります。

お客さまが所有している土地を信託し、所属信託会社がお客さまに代わって土地の利用目的に合わせた事業計画の立案、建物の建
設、資金の調達、テナント募集などの管理・運営を行う制度です。

機械設備などの「動産」を製造・販売するメーカー等の売主が、製品を信託することにより、早期に販売代金の回収をはかり、ま
た、ユーザー等の買主は長期延べ払いによる設備の取得が可能となる制度です。

種類

年金信託

お客さま（相続人）からの依頼を受けて、所属信託会社が「相続にかかる財産目録の作成」・「遺産分割協議書に基づく遺産の分割
手続き」などを行います。

遺産整理業務

「遺言書作成に係る事前のご相談」・「遺言書の作成」・「遺言書の保管」・「遺言の執行」など、遺言書の作成から将来の遺言執行ま
でを、所属信託会社が行います。

遺言信託

株式上場会社の株主名簿管理人として株式事務の全般を代行するほか、株式上場を目指す会社の上場支援を行います。証券代行業務

商取引等により発生した各種の金銭債権（譲渡禁止特約のない売掛債権、手形債権、リース債権等）を信託し、その信託受益権を
投資家に販売して資金を調達する制度です。

金銭債権の信託

お客さまが信託した資産（金銭）の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。信託終了時に信託財産を金銭で受け取
る特定金銭信託と、有価証券等で受け取る特定金外信託があります。

企業型確定拠出年金の掛金の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。信託財産は加入者の運用指図を取りまとめた
レコードキーパーの通知に基づき運営管理されます。

特定金銭信託
特定金外信託

確定拠出年金
特定金銭信託

公益信託

特定贈与信託

土地信託

動産信託

当行は所属信託会社（三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行）の代理店として、信託契約の媒介を行います。
信託代理業務は以下の当行本支店でお取扱いしております。

取扱店（10ヵ店）：本店営業部・名掛丁支店・卸町支店・岩沼支店・白石支店・塩釜支店・石巻支店・気仙沼支店・古川支店・佐沼支店
なお、上記取扱店以外のお客さまの遺言信託、遺産整理業務については、個人営業部の担当者（マネーアドバイザー）が承ります。

（平成18年6月30日現在）

証
券
信
託

※ローン商品ご利用に際してのお願い
○ローンに関する約款、規約等は、必ずお読みください。
○ローンのご利用は計画的に、無理のない範囲でのご返済をおすすめいたします。

事業者向けローン

特色・お使いみち ご融資金額 ご融資期間

中・長期資金を低水準の固定金利でご利用いただけます。

TKC会員の会計事務所と顧問契約を締結している法人の方専用の、
「無担保・第三者保証人不要」のローン商品です。

ご契約極度額の範囲内であれば、いつでもご自由にお使いいただけ
る便利なローンです。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で設備資金にも
ご利用いただける商品です。期間は最長5年までご利用いただけます。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で、当行と
融資取引がないお客さまを対象とした商品です。期間は最長5年まで
ご利用いただけます。

1,000万円以上
（1,000万円単位）

100万円～1,000万円

極度額
100万円～1,000万円

100万円～3,000万円

100万円～1,000万円

2年・3年・5年・7年

1年以内（元金均等返済）
6ヵ月以内（期日一括返済）

1年毎または
2年毎更新

5年以内（元金均等返済）
6ヵ月以内（期日一括返済）

種類

77スペシャルファンド
（固定金利型）

新技術の開発や新分野への進出等における研究開発資金、事業展開
資金にご利用いただけます。

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で農業法人およ
び農業を営む個人のお客さまを対象とした商品です。期間は最長5年ま
でご利用いただけます。

経営の改善や事業の再構築をはかるお客さまに、無担保で幅広くご
利用いただける宮城県信用保証協会保証付の商品です。

1億円以内

100万円～1,000万円

100万円～5,000万円

運転資金　　　　 7年以内
設備資金　　　　15年以内

運転資金　　　　 1年以内
設備資金　　　　 5年以内

10年以内

77ニュービジネス
支援資金

77アグリビジネスローン
〈アクティブ〉

事業者ローン
〈ランクアップ保証口〉

TKC戦略経営者ローン

事業者カードローン
（信保口）

77ビジネスローン
〈アクティブ30〉

77ビジネスローン
〈アクティブ10〉

「スピード回答」、「無担保・第三者保証人不要」のご融資で運転資金
にご利用いただける宮城県信用保証協会保証付の商品です。

クイックⅠ 50万円～5,000万円
クイックⅡ 50万円～1,000万円

クイックⅠ 7年以内
クイックⅡ 5年以内

事業者ローン
（クイックⅠ・Ⅱ）

「スピード回答」「無担保・第三者保証人不要」のご融資でお急ぎの
資金にも迅速にお応えします。運転資金、決算・賞与資金等にご利
用いただけます。

100万円～3,000万円
3年以内（元金均等返済）

6ヵ月以内（期日一括返済）

77ビジネスローン
〈フォワード30〉

（平成18年6月30日現在）

土地の有効活用や資産形成に、アパート・マンション経営をお手
伝いいたします。

1億円以内
木造等 20年以内
鉄骨・鉄筋造等 30年以内

アパートローン

マンション共用部分の改装や修繕工事資金にご利用いただけます。 500万円～3億円
1年超7年以内

（一部10年以内）

マンション管理組合向け
修繕資金
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※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

エレクトロニック・バンキングサービス（法人・個人事業者向け）

内容

ファームバンキングソフトを利用して、お客さまのパソコンから入出金明細の照会、口座間の資金移動がで
きるほか、総合振込・給与振込・口座振替などのデータを送信できるサービスです。

サービス名

セブンメイトPCサービス

（平成18年6月30日現在）

エレクトロニック・バンキングサービス（個人向け）

（平成18年6月30日現在）

パソコンからインターネットにより残高等の照会やお振込・お振替等の各種銀行取引を行うことができる
サービスです。

「 i モード 」「EZweb」および「ボーダフォンライブ！」対応携帯電話で残高等の照会やお振込・お振替等
の各種銀行取引を行うことができるサービスです。

電話で残高等の照会やお振込・お振替等の各種銀行取引を行うことができるサービスです。テレフォンバンキング

インターネットバンキング

モバイルバンキング

内容サービス名

インターネットを利用して、お客さまのパソコンから入出金明細の照会、口座間の資金移動、国庫金の電子
納付ができるほか、総合振込・給与振込などのデータを送信できるサービスです。

セブンメイトWebサービス

セブンメイトWebサービスの機能を拡大し、口座振替、外国送金も取扱可能としたほか、給与計算など市
販ソフトとデータ連携できる一般ファイル伝送機能を備えた高機能版サービスです。

セブンメイトWebサービス《タイプⅡ》

セブンメイトPCサービスを通じて当行が提供する「振込入金データ」と「売掛金データ」を専用パソコン
ソフトで自動的に照合し、売掛金の入金を確認する消込事務を合理化するサービスです。

七十七売掛金消込サービス

お客さまのパソコンを利用して、本社・支社・営業所などの複数銀行にわたる多数の口座の残高照会および、
資金の集中・配分を簡単な操作で一括して行い、資金管理の効率化に役立つサービスです。

資金集中管理サービス

事業所にお客さま所有の現金自動支払機（CD）を設置していただき、電話回線を通じて当行コンピュータ
と接続することにより、社員の方々がキャッシュカードで当行の預金の引き出しと残高照会がオンラインで
できるサービスです。

社内キャッシュサービス（企業所有CD）

主な国際業務

日本円と主要外国通貨との両替を行っております。

（平成18年6月30日現在）

海外旅行等に便利で安全な、主要外国通貨建の旅行小切手の販売を行っております。

電信、郵便、送金小切手による海外送金があります。

輸出信用状の通知、輸出手形、外貨建小切手の買取り・取立て等を取扱っております。

輸入信用状の開設、輸入ユーザンス等を取扱っております。

宮城県信用保証協会保証付の輸入ローンです。ご融資金額は5,000万円以内、ご融資期間は1年以内。また、ご融資利率は担保となる
定期預金の店頭表示金利と同一の固定金利となります。ご融資金額の範囲内で、輸入信用状の開設等をいつでもご利用いただけます。

外国通貨

旅行小切手

外国送金

輸出関係

輸入関係

77L Cパック

両
替

貿
易
・
そ
の
他

内容項目
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各種商品サービス

内容

デビットカード加盟店でのショッピング、お食事等の際に、当行のキャッシュカードでお支払いいただけます。

当行のグループ会社「（株）七十七カード」が発行するクレジットカードです。各加盟店でのショッピング・お食事
等のお支払いにご利用いただけます。

お客さまのご指示に従い、お受取人の預金口座に資金をお振込いたします。当行以外の金融機関の口座にもお振込
いただけます。自動振込機をご利用いただくと、より便利で手数料がお得です。

項目

77キャッシュカードサービス

デビットカード

77（ＪＣＢ、VISA、Master）
カード

1枚でキャッシュカード、デビットカード、クレジットカードの3つの機能をご利用いただける頼れるカードです。
七十七キャッシュ・
クレジットカード

キャッシングサービス

振込

カ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

為
替
・
自
動
振
替
サ
ー
ビ
ス

保
管
サ
ー
ビ
ス

お客さまに代わり、手形や小切手等のお取立てをいたします。取立てた代金は、お客さまのご指定の口座に入金い
たします。

代金取立

給料、年金、配当金等が自動的にお客さまの口座に入金される便利なサービスです。自動受取サービス

各種公共料金、保険料、税金、クレジット代金等を、お客さまご指定の口座から自動的にお支払いいたします。
自動支払サービス
（口座振替サービス）

家賃、月極駐車場料金等の代金を、集金に代えて、口座振替で自動的に回収し、お客さまの口座に入金いたします。
自動集金サービス
（代金回収サービス）

お取引先企業の販売代金やサービス料金を、コンビニエンスストアを利用して回収し、ご指定の口座に入金します。コンビニ収納サービス

家賃、お子さまの学費の仕送り等毎月の定期的なお支払いを、ご指定の日に自動的にお受取人の口座へ送金いたし
ます。

自動送金サービス

預金証書、株券、貴金属等の大切な財産や書類を災害・盗難から安全にお守りいたします。貸金庫サービス

お店の売上金等を営業時間外にお預かりいたします。翌営業日には、お客さまの口座に自動的に入金いたしますの
で安心してご利用いただけます。

夜間金庫サービス

窓口にご来店いただくことなくホームページより「77くらしあっぷローン」、「77ミニ・カードローン」、「77モビッ
ト」のお申込み（仮審査申込み）ができるサービスです。

77ローンサービス

当行の本支店や駅、デパート等のキャッシュサービスコーナーのほか、都銀・地銀等全国の　　マークのある金融
機関のCD・ATMで、預金のお引き出しや残高照会等ができます。また、 マークのある全国の郵便局のATMでは、
預金のお引き出しや残高照会等に加え、お預け入れについてもご利用いただけます。

申込書を郵送するだけで「積立預金」、「77くらしあっぷローン」、「77ミニ・カードローン」、「77モビット」、「公
共料金自動支払・住所変更」、仙台市の「市税、国民健康保険の保険料口座振替」、「自動送金サービス」、「〈七十七〉
テレフォン・モバイル・インターネットバンキング」、「〈七十七〉ポイントセブン」をお申し込みいただける便利な
サービスです。

77メールサービス

お客さまの各種お取引項目（給与振込、年金振込、住宅ローンなど）をポイント化し、その合計ポイント数に応じ
て、金利や各種手数料などの優遇が受けられるおトクなサービスです。

〈七十七〉ポイントセブン

当行で公的年金をお受け取りいただいている普通預金口座を対象として、1口座年間通算200万円を上限に、通帳
の盗難・紛失等により、不正に引き出された場合の損害額を補償します。（盗難・紛失等を当行に届け出た日から
10日前までの被害について補償します。）

年金お受取り口座
「通帳盗難保険」付保サービス

通帳に1ヵ月の入金・出金の合計額とその差額を表示するサービスです。1ヵ月の収支が一目でわかり、通帳を家計
簿がわりにご利用いただけます。

当行のキャッシュサービスコーナーで、提携カードのキャッシングサービスがご利用いただけます。
〈ご利用いただけるカード〉
JCBカード※、VISAカード※、DCカード※、UCカード、UFJカード※、日専連カード、ニコスカード、ジャック
スカード、オリコカード、CFカード、オリックス・クレジットカード、セゾンカード、イオンカード、ティーエス
キュービックカード※、GCカード、GEカード、プロミスカード※、ほのぼのレイクのカード、アイフルカード
※印のある提携カードは、「キャッシング（お借入）」に加え、「ご返済（入金）」も可能です。

口座集計「かけいぼサービス」

（平成18年6月30日現在）
※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。
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840円

主な手数料一覧

※上記の手数料には5％の消費税が含まれております。
※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

内国為替手数料
振込手数料

ATMご利用の場合 〈七十七〉テレフォンバンキングご利用の場合 〈七十七〉
インターネットバンキング・
モバイルバンキング
ご利用の場合

現金および他行
キャッシュカード
によるお振込

当行キャッシュカード
によるお振込

オペレーター対応 自動音声対応

3万円未満1件につき

3万円以上1件につき

3万円未満1件につき

3万円以上1件につき

3万円未満1件につき

3万円以上1件につき

区分 金額区分
窓口ご利用の
場合

七十七銀行
同一店内あて

七十七銀行
本・支店あて

他行あて

210円

420円

315円

525円

630円

840円

105円

315円

105円

315円

420円

630円

無料

無料

105円

210円

315円

525円

105円

315円

105円

315円

420円

630円

無料

無料

105円

210円

315円

525円

送金手数料

単位 金額

送金小切手1通
420円

630円

本・支店あて

他行あて

区分

貸金庫等手数料

金額

種類により6ヵ月間 9,450円から
（詳しくは窓口にお問い合わせください。）

貸金庫

基本料金　6ヵ月間 37,800円
夜間金庫専用入金票交付料　1冊8,400円

夜間金庫

種類

代金取立手数料

区分 単位
同一手形
交換地域内 至急扱い 普通扱い

左記以外

1通 210円
本・支店あて

他行あて 630円

420円

（平成18年6月30日現在）

無料

無料

105円

210円

315円

525円

※「同一店内あて」とは、受取人の口座のある本・支店（受取人の口座が出張所にある場合はその出張所）のATMまたは窓口でのお振込をさします。
〈「同一店内あて」扱いとならない場合〉
①異なる支店間、または支店と出張所間のお振込は「本・支店あて」となります。
②店舗外キャッシュサービスコーナーからのお振込の場合、そのキャッシュサービスコーナーに表示されている支店（※）以外へのお振込は「本・支店あて」となります。
※支店名は入口ドアまたはATM上部の表示をご覧ください。
③テレフォンバンキング・インターネットバンキング・モバイルバンキングご利用の場合、「代表口座」と同一の支店または出張所以外へのお振込は「本・支店あて」となります。

※「お預け入れ（郵貯カードによるものを除く）」「通帳ご記帳」「残高照会」「口座間のお振替え」をご利用の場合には、ご利用手数料はかかりません。
※郵貯カードご利用の際の手数料は郵貯所定の手数料となります。

※1回の両替（両替依頼票が複数の場合は合算）で希望される金種の合計枚数に応じて上記手
数料がかかります。
※なお、自動両替機での両替、損券・損貨および記念硬貨の交換は無料です。

CD・ATM利用手数料

平日

土曜日

日・祝日

12月31日

1月1日から3日

7:30～ 8:00

8:00～ 8:45

8:45～18:00

18:00～21:00

9:00～14:00

14:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

105円

105円

無料

105円

105円

105円

105円

105円

105円

――

210円

105円

210円

210円

210円

210円

210円

――

210円

210円

105円

210円

105円

210円

210円

曜日毎に上記手数料がかかります

――

各種発行手数料

単位 金額

１冊、１枚

１枚

１通

１枚

1,050円

1,050円

420円

630円

2,100円

525円

通帳・証書再発行

キャッシュカード・ローンカード再発行

残高証明書発行

自己宛小切手発行

継続発行

都度発行
当行制定書式

当行制定外書式

種類

手形・小切手用紙交付等手数料

単位 金額

１冊（50枚綴り） 2,100円約束手形・為替手形交付

一般当座小切手交付

手形・小切手記名判登録

１冊（50枚綴り） 2,100円

登録1件 5,250円

種類

両替手数料（窓口での紙幣・硬貨への両替）

手数料

無料

315円

630円

945円

500枚以下

501枚～1,000枚

1,001枚～2,000枚

2,001枚～3,000枚

以降1,000枚毎に315円を加算いたします。

ご希望の金種の合計枚数

時間帯
お引き出し・お振込み（1件につき）

当行カードご利用 他行カードご利用

お引き出し・お預け入れ（1件につき）

郵貯カードご利用
現金による
お振込み

――

105円

無料

――

――

――

――

――

――

※同一手形交換地域内取立の場合、店頭で即時入金可能な場合は、手数料がかかりません。

主な手数料一覧


