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１	 本サービスにおける当組合所定事項は下表のとおりとします。	

	

２	 本所定事項は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本所定事項の各事項が、

金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約

款の変更の規定に基づいて変更するものとします。	

	

３	 前項による本所定事項の変更は、変更後の内容を、店頭表示、インターネットその他相当

の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。	

	

４	 当組合所定事項については、契約者が本サービスの利用申し込みの際に、同意のうえ承諾

したものとします。	

	

２０２０年４月１日現在	

条・項	 項	 目	 内	 容	

第１条	

使用できる端末機器につ

いて	

◆	 ご使用いただけるパーソナルコンピュータ（パソコン）、ＯＳ、ブラ

ウザについては、ホームページ、パンフレット等をご覧ください。	

◆	 ご使用いただける携帯電話は、次のとおりとなっております。	

○	 ＮＴＴドコモ「ｉモード」	

○	 ａｕ「ＥＺ	ｗｅｂ」	

○	 ソフトバンク「Ｙａｈｏｏ！ケータイ」	

利用できるサービスにつ

いて	

◆	 次のサービスがご利用いただけます。	

残高照会サービス、入出金明細照会サービス、振込・振替サービ

ス、税金・各種料金の払込みサービス、定期貯金サービス、ロー

ン繰上返済サービス、等々	

◆	 詳しくは、ホームページ、パンフレット等をご覧ください。	

第２条	
サービス利用時間につい

て	

◆	 平日・土曜日・祝日：０時４０分から２３時４０分まで	

	 	 日曜日	 	 	 	 	 	 ：６時３０分から２３時４０分まで	

◆	 ただし、次の特定日等につきましては、本サービスを停止、または

ご利用時間を短縮いたします。	

○	 ご利用時間の短縮	

・１・５・８・１０	月の第３土曜日	 	 	 	 …０時４０分～２１時００分	

上記土曜日の翌日曜日	 	 	 	 	 	 	 	 		…８時００分～２３時４０分	

・１月１日～１月３日	 	 	 	 	 	 	 		…８時００分～１９時００分	

・５月３日～５月５日、第１・第３月曜日			…６時００分～２３時４０分	

◆	 祝日または５月３日～５月５日が日曜日と重なる場合は、日曜日の

ご利用時間となります。	

◆	 上記以外に、当組合の都合により事前周知された特定日・時間帯に

ついても休止となる場合があります。	

当組合所定事項について  
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第３条２項	

サービス利用対象口座の

貯金種類および指定でき

る口座数について	

◆	 普通貯金、当座貯金、貯蓄貯金、納税準備貯金、定期貯金をご指定

いただけます。	

◆	 代表口座には、普通貯金、当座貯金をご指定いただけます。	

◆	 代表口座（１口座のみ）を含め２０口座までご指定いただけます。	

◆	 詳しくは、ホームページ、パンフレット等をご覧ください。	

第３条３項	
本サービス利用開始時の

設定について	

◆「操作手引き」、「操作ヘルプ画面」をご覧ください。	

第７条	

振込手数料について	
◆	 ホームページをご覧ください。	

◆	 振替については、手数料はいただきません。	

振込・振替指定日について	

◆	 依頼日当日および依頼日の翌営業日以降５営業日をご指定いただけ

ます（ただし、携帯電話からの当日扱いの振込・振替は、平日 15 時

までに受付したものに限ります）。	

振込・振替限度額について	

◆	 ワンタイムパスワードご利用のお客さまの１日当たりの振込・振替

限度額は、サービス利用対象口座の各々について、 高５００万円ま

での範囲で１万円単位に任意にご指定いただけます。	

◆	 ワンタイムパスワード未利用のお客さまの１日あたりの振込・振替

の限度額は、利用対象口座ごとに 高〇万円までとなります。	

◆	 また、ワンタイムパスワードまたはメール通知パスワードのいずれ

も未利用の場合は、振込・振替が出来ません（当組合窓口にてご登録

いただいている先へのお振込は、お振込限度額の範囲で可能です。）。	

組戻手数料等について	

◆	 振込・振替実行後の依頼内容の変更または組戻しの手続は、契約者

が振込・振替依頼時に支払指定口座として指定した貯金口座の属する

当組合店舗で受け付けます。	

◆	 組戻手数料については、当該店舗にご確認ください。	

第８条１項	 収納機関について	 ◆	 別表をご覧下さい。	

第９条３項、

５項	
定期貯金商品について	

◆	 本サービス定期貯金預入の商品選択画面における「定期商品の内容

はこちら」のリンク先ページをご覧ください。	

	 ※	預入や中途解約を取り扱わない場合は、「◆	 当面本サービスによ

る定期貯金預入は取り扱いません」、「◆	 当面本サービスによる定

期貯金中途解約は取り扱いません」等の内容に修正する。	

第１０条１項、

３項	

繰上返済サービスの対象

とするローンについて	

◆	 「2019年11月11日（住宅ローンは2019年２月12日）以降のお申

し込み」、「利息後取」、「約定返済残回数が２回以上」、「証書貸付」等

の当組合が定める条件のローンといたします。	

	 ※	既往案件を対象とする場合は、対象とする条件に応じて「2019 年

11月11日（住宅ローンは2019年２月12日）以降のお申し込み」

を削除・修正する。	

	 ※	繰上返済を取り扱わない場合は、「◆	 当面本サービスによる一部

繰上返済は取り扱いません」等の内容に修正する。	

第１０条３項	 繰上返済手数料について	

◆	 「○○○○円」といたします。	

	 ※	繰上返済を取り扱わない場合は、「◆	 当面本サービスによる一部

繰上返済は取り扱いません」等の内容に修正する。	

第１２条１項	 月額手数料について	
◆	 月額手数料については、当面「無料」といたします。	

◆	 引き落とし日は、毎月２０日といたします。	

第１３条２項	
「ログインＩＤ」、「パスワ

ード」の変更について	

◆	 ログイン後のメニュー画面からご変更いただけます。	

◆	 詳しくは、「操作手引き」、「操作ヘルプ画面」をご覧ください。	

第１３条４項	

サービス利用停止にかか

る本サービスの再開（パス

ワードの再設定を含みま

す）について	

◆	 一旦、本サービスをご解約のうえ、再度、お申し込みの手続を行っ

てください。	

◆	 また、パスワードの再設定については、上記のお申込手続時に改め

てご登録いただきます。	
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別	 表 
収納機関一覧表	

＜官公庁等＞ 
名称 対象料金等 

財務省会計センター 

（納入告知書） 

土地売払代、建物売払代、工作物売払代、機械売払代、土地等貸

付料、土地等使用料、建築等貸付料、建築等使用料、損害賠償

金、返納金、不用物品売払代、受託手数料、農産物等売払代、刊

行物売払代、不用物件売払代、返還物品売払代、違約金 

（行政手数料） 

 

財務省：製造たばこ小売販売業許可（登録免許税）、 

製造たばこ卸売販売業登録申請登録申請（登録免許税） 

財務省関税局：通関業対象 

文部省：映写手数料 

財務省	 関税局 関税等 

財務省	 関税局	

（海上貨物（Ｓea‐NACCS）） 
関税等 

国税庁 申告所得税、消費税、源泉所得税等 

総務省 

（総合通信基盤局） 
電波利用料 

厚生労働省 

（労働基準局） 
労働保険料 

厚生労働省 

（年金局） 
国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料等 

新潟県 

自動車保有関係手続のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽに伴う自動車税	

自動車取得税	

自動車保管場所証明申請手数料及び標章交付申請手数料 

新潟市（注） 
軽自動車税、財務会計システム納付書、市県民税	

固定資産税	

（注）平成２１年４月６日より取扱を開始し、収納金融機関は新潟市の収納代理金融機関（新潟県信連、 
ＪＡ新潟市、ＪＡ北蒲みなみ、ＪＡ新潟みらい、ＪＡ新津さつき、ＪＡ越後中央）のみ。 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 4	  

＜民間企業＞ 
名称 対象料金等 

ＮＴＴドコモ 携帯電話料金、ＰＨＳ料金、クイックキャスト料金等 

ＮＨＫ 放送受信料 

ウェルネット 

（全日空） 
ＡＮＡ航空券代金 

（京王電鉄バス 

・神姫バス等） 
高速バスチケット代金 

トランスファーネット 

（ｅ－ＪＩＢＡＩ） 
自賠責保険代理店が収納した保険料の保険会社への収納 

（日本航空） ＪＡＬ航空代金およびＪＡＬｸﾞﾙｰﾌﾟの各種ﾁｹｯﾄ決済 

ペイジェント モバオク（ケータイオークションサイト）等の代金回収 

全国健康保険協会 任意継続健康保険料 他 

ＮＴＴデータ 

（モバイルレジ） 
ＮＴＴドコモ等の代金回収 

三菱ＵＦＪ二コス㈱ 商品販売代金の収納代行 

ＮＴＴファイナンス ＮＴＴファイナンス料金 

イーコンテクト インターネット上での物販 他 

ベリトランス インターネット上での物販 他 

エフレジ ふるさと納税、寄付金 他 

ＫＤＤＩ 携帯電話料金 他 

	

		


