
北陸信用金庫と鶴来信用金庫は
令和２年９月７日（月）に合併し

として新たにスタートいたします。

合併に
関する
ご案内



シンボルマーク
　シンボルマークのデザインは、正式名称でもある「白山」を
モチーフに、「上向きなスタート」を表現しました。
　お客様ひとり一人の夢のはじまりを応援し、地域とともに未来
に向かって上昇していく、そんな想いを込めました。
　また、希望を連想させるオレンジと黄色のグラデーションは、
白山の御来光をイメージしました。
　温かみがありエネルギー溢れる信用金庫になりたい、地域の
未来を照らす存在になりたい、そんな願いを込めたカラーと
しました。

コーポレートメッセージ
「この街とともに、前を向く。上を向く。」

　これは、シンボルマークに込められた想いをよりわかり
やすく伝え、はくさん信用金庫が目指すものを、地域の皆様、
お客様と広く共有するための言葉です。
　このメッセージは、「お客様ひとり一人の明るい未来に
向けて、地域の明るい未来に向けて、どんなときでも前を向き
上昇していく。そんな存在を目指していく。」という、
はくさん信用金庫の決意です。

この街とともに、前を向く。上を向く。

ごあいさつ

拝啓
　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、この度北陸信用金庫は、関係当局の認可を前提
に、令和２年９月７日（月）に鶴来信用金庫と合併し、
「はくさん信用金庫」として新たにスタートすることと
なりましたのでご案内申し上げます。
　合併にあたりましては、お客様には極力ご不便をおかけ
することのないよう準備を進めておりますが、やむを
得ずお手続き等をお願いするケースもございます。その際
には何卒ご理解とご協力を賜りたく、お願い申し上げます｡
　本冊子は、今回の合併に関する、お客様の疑問への
ご回答や、必要となるお手続きについて記載しております
ので、ご参考としていただきたく存じます。
　新金庫におきましても、より皆様に信頼されご期待に
そえる信用金庫として、また真に地域に必要とされる
信用金庫となりますよう、なお一層の努力をしていく所存
でございます。何卒ご理解とご協力を賜りますと共に、
引続き「はくさん信用金庫」をご愛顧いただきますよう
お願い申し上げます。
� 敬具

北陸信用金庫
理事長　石田�雅裕
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合併時期はいつですか？
令和2年9月7日（月）（以下、「合併日」と表示いたします。）
を予定しております。
※合併は関係当局の認可を前提としております。

金庫名・金融機関コードはどうなりますか？
新しい金庫名は『はくさん信用金庫』といたします。
金融機関コードは『1444』（現北陸信用金庫の金融機関コー
ドと同じ。）となります。

店舗名、店番はどうなりますか？
北陸信用金庫の店舗につきましては、店舗名、店舗番号とも
変更はございません。
鶴来信用金庫におきましては、店舗名の重複により一部の店
舗名が変更となります。
詳しくは19ページからの「はくさん信用金庫店舗一覧」をご
覧 下さい。なお、店舗の住所、電話番号の変更はございませ
ん。

新金庫の本店はどこですか？
新金庫の本店は、北陸信用金庫の本店（金沢市玉川町）と
し、現在の鶴来信用金庫の本店は、つるぎ営業部に名称が変
わります。

店舗の統廃合はありますか？
今後お客様の利便性や経営の効率性向上などを考慮しつつ、
質の高いサービスの提供に向けた統廃合や店舗体制の見直
しを検討することとしております。

鶴来信用金庫にも預金口座がありますが、合併によ
り預金保険制度（ペイオフ）上の取扱いはどうなりま
すか？
預金保険対象預金については、合併前に両金庫別々にお預け
入れいただいた預金等であっても、預金保険制度上、すべて
合算された扱いとなります。合併後、1年間に限り、保護され
る金額は元本2千万円とその利息等となり、合併1年経過後か
らは元本1千万円とその利息等となります。なお、決済性預金
（決済用普通預金、当座預金）は、これまで通り全額保護さ
れます。

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

合併全般（金庫名・店舗名・店番など）について

● 合併に伴い必要となるお手続きは北陸信用金庫と鶴来信
用金庫で異なる部分がございますので、ご留意下さい。
● 合併に関して、当金庫職員が、お客様宅を訪問し、
キャッシュカードやローンカードの切替を理由に、お客
様のカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたり
することはございません。当金庫職員を騙る詐欺には十
分ご注意下さい。

合併に伴うＱ＆Ａ

合併に伴うご案内
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口座番号は変わりますか？
口座番号の変更はございませんので、これまで通りご利用い
ただけます。

通帳はどうなりますか？
現在お使いいただいている通帳は、合併後も引続きお使いい
ただくことができます。新通帳へお切替いただく必要はござ
いません。

定期預金証書・定期積金証書はどうなりますか？
現在お持ちの証書は合併後も引続きお使いいただくことが
できます。新証書へお切替いただく必要はございません。

キャッシュカード・ローンカードから新キャッシュ
カードへの切替はどうなりますか？
現在お使いいただいているキャッシュカード・ローン力一ドは、
合併後も引続きお使いいただくことができます。新カードへ
お切替いただく必要はございません。
≪ご注意≫
合併に関して、当金庫職員が、お客様宅を訪問し、キャッシュ
カードやローンカードの切替を理由に、お客様の力一ドをお
預かりしたり、暗証番号をお尋ねしたりすることはございませ
ん。当金庫職員を騙る詐欺には十分ご注意 下さい。
ご不審な点がございましたら、当金庫へご照会下さい。

キャッシュカード・ローンカードの利用限度額に変更
はありますか？
利用限度額に変更はございません。また、キャッシュカード・
ローンカードの1日当たりの支払限額度、振込限度額につき
ましては、合併後も現在のご利用限度額を引継ぎいたします。
・ 1日当たりの支払限度額とは、ATM等による現金出金取引
の合計となり、振替・デビットカード取引は含みません。
・ 1日当たりの振込限度額とは、ATM等による振込取引の合
計となります。
・ ご利用限度額には、時間外手数料、他行提携手数料、振込
手数料は含みません。
・ ご利用限度額は、当金庫以外のATM等で利用したお取引
も含みます。

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

取引店の変更はできますか？� �
（現在利用している店舗より近くに鶴来信用金庫の
店舗があるのですが？）
合併に伴う店舗網の充実により、これまでお取引いただいて
いた店舗より、他の店舗がお近くとなる場合がございます。
お取引店の変更をご希望のお客様は、合併日以降、現在お取
引いただいております店舗または変更をご希望される店舗へ
お申し出下さい。

営業地区はどうなりますか？
合併後の定款に定める営業地区の変更はございません。
＜営業地区＞
金沢市、かほく市、白山市、小松市、加賀市、能美市、
野々市市、河北郡、能美郡

Q7

Q8

口座番号・通帳・証書・カードについて
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＜重要なお知らせ＞� �
合併に伴いATMが利用できない日がありますか？
令和2年9月5日（土）、6日（日）の2日間は、両金庫すべての
ATMを休止させていただきます。
また、6日（日）については、終日、提携している他の金融機
関ATM（コンビニATMを含む。）においても、キャッシュ
カード・ローンカードによるお取引をご利用いただくことが
できませんのでご注意 下さい。ご不便をおかけいたします
が、事前にご準備をお願いいたします。
裏表紙の「ATM等オンラインサービスの一時ご利用休止の
お知らせ」をご参照 下さい。

ATMの稼働時間に変更はありますか？
各営業店のATMについては、土、日、祝日は午前8時45分か
ら午後7時に稼働時間を拡大いたします。平日は変更なく
午前8時45分から午後9時までとさせていただきます。
ただし、大川町支店のATMについては、下記の通りとさせて
いただきます。

店舗名
稼働時間

平日 土曜日 日・祝日
大川町支店 8:45～19:00 休　止 休　止
店舗外ATMについては、稼働時間の変更はございません。
詳しくは20ページの「はくさん信用金庫店舗外ATM一覧」
にてご確認 下さい。

ATMでのキャッシュカード・通帳・振込カードの利
用で注意することはありますか？
現在お使いいただいているキャッシュカード・通帳および振
込カードはそのままご利用いただけます。
なお、現在お使いいただいている振込カードで振込先金融
機関が、北陸信用金庫または鶴来信用金庫の場合のみ、合併
日以降改めて振込カードをお作りいただきますようお願いい
たします。
その他の振込カードにつきましては、引続きご利用いただけ
ます。

Q17

Q18

Q19

ATMについて
現在手元にある北陸信用金庫・鶴来信用金庫の小切
手帳・手形帳はどうなりますか？
これまで通りご使用いただけます。新用紙にお切替いただく
必要はございません。
※ 鶴来信用金庫でも当座預金をお持ちのお客様は、重複口
座のお取扱いにつきまして別途ご案内させていただきま
す。

合併日以前に振り出した小切手・手形の決済はどう
なりますか？
合併日以前に振り出された小切手・手形についても、これま
でと同様にお取扱いさせていただきます。

代金取立に出している手形、当座預金や普通預金へ
入金を依頼している小切手について何か手続きが必
要ですか？
お手続きいただく必要はございません。現在の指定口座にお
取立代金をご入金させていただきます。

Q14

Q15

Q16

手形・小切手について
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旧金庫名へ振込まれた場合は、何か手続きが必要で
すか？
旧金庫名口座へのお振込については、令和2年12月4日（金）
まで新金庫名口座に読替えてご入金させていただきます。
なお、お振込ご依頼人様にはお早めに「新金庫名（はくさん
信用金庫）」をお知らせいただきますようお願いいたします
（口座番号の変更はございません。）。

年金などの受取口座として利用していますが、何か手
続きが必要ですか？
公的年金（国民・厚生・船員・労災など）については、お客様
にお手続きいただく必要はございません。
なお、各種共済年金・年金基金・企業年金などの合併日以降
の受取分より変更手続きが必要となる場合がございますの
で、誠に恐れ入りますがそれぞれの年金支払機関にご確認
いただき、「新金庫名（はくさん信用金庫、金融機関コード
1444」、「店舗名・店番」、「預金科目・口座番号」等をご連
絡いただきますようお願いいたします。
詳しくは23・24ページの「合併に伴う年金等のお受取に関し
て」をご覧 下さい。
※ お客様の変更手続き不要の確認が取れた年金支払機関に
ついては順次ホームページに掲載いたしますのでご確認い
ただくか、お取引店舗へお問い合せ下さい。

「定額自動送金サービス」を利用していますが、何か
手続きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。
※ 合併により、合併金庫間（北陸信用金庫・鶴来信用金庫
間）の振込が「他行宛」から「当金庫宛」になるため、「振
込手数料」が減額となります。「振込手数料」を振込金額か
ら差引いているお客様は、振込金額の変更が必要となりま
す。

公共料金・クレジットカード・各種料金・借入金返済
などの引落し口座として利用していますが、何か手続
きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。現在ご利用いただい
ている口座よりお引落しさせていただきます。

Q25

Q26

Q27

Q28

合併後に北陸信用金庫または鶴来信用金庫へ振込を
する場合、金庫名・店舗名はどうすればよいですか？
新金庫の口座にお振込いただきますようお願いいたします。
金庫名は「はくさん信用金庫」、店舗名は一部店舗にて変更
がありますので、19ページの「はくさん信用金庫店舗一覧」を
ご覧 下さい。

振込手続きにおいて注意することはありますか？
合併により、合併金庫間（北陸信用金庫・鶴来信用金庫）の
振込が「他行宛」から「当金庫宛」になるため、「振込手数
料」が減額となります。

給与の受取口座として利用していますが、何か手続
きが必要ですか？
給与の合併日以降のお受取りにつきましては、誠に恐縮では
ございますが、勤務先（お振込ご依頼人様）に給与の受取金
融機関名が『はくさん信用金庫』となったことをご連絡いた
だきますようお願いいたします（口座番号の変更はございま
せん。）。
詳しくは21・22ページの「合併に伴う当金庫口座宛へのお振
込に関して」をご覧 下さい。

売上金・家賃・配当金・その他振込の受取口座として
利用していますが、何か手続きが必要ですか？
振込の合併日以降のお受取りにつきましては、誠に恐縮では
ございますが、お取引先企業等（お振込ご依頼人様）に受取
金融機関名が『はくさん信用金庫』となったことをご連絡い
ただきますようお願いいたします（口座番号の変更はござい
ません。）。
詳しくは21・22ページの「合併に伴う当金庫口座宛へのお振
込に関して」をご覧 下さい。

従業員向けに給与振込を行っていますが、何か手続
きが必要ですか？
お手数ですが、北陸信用金庫ならびに鶴来信用金庫をご利
用いただいている従業員様の給振口座のご登録につきまし
ては、合併日以降は新金庫名『はくさん信用金庫』、支店名
が変更になった場合には、「新店舗名」でのご登録をお願い
いたします。

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

お振込・口座振替について
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合併に伴いインターネットバンキングサービス等の
新規申込ができない期間がありますか？
合併準備のため、以下のサービスにおいて新規のお申込がで
きない期間がございます。

＜新規申込できないオンラインサービス＞
・インターネットバンキングサービス
　　　令和2年9月1日（火）～令和2年9月4日（金）
・でんさいネットサービス
　　　令和2年8月3日（月）～令和2年9月4日（金）

Q34
インターネットバンキングを利用していますが、何か
手続きが必要ですか？
お手続きの必要はございませんが、インターネットバンキン
グのログイン画面が変わりますので、合併日以降は新しいロ
グイン画面よりご利用 下さい。
詳しくはホーム―ページに掲載いたしますので、ご確認 下さ
い。

でんさいネットサービス（しんきん電子記録債権サー
ビス）を利用していますが、何か手続きが必要です
か？
お手続きいただく必要はございませんが、でんさいネット
サービス（しんきん電子記録債権サービス）のログイン画面
が変わりますので、合併日以降は新しいログイン画面よりご
利用下さい。

テレホンバンキングサービス・アンサーサービスを利
用していますが、何か手続きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。

ホームバンキングサービス・ファームバンキングサー
ビスを利用していますが、何か手続きが必要ですか？
現在ご利用のホームバンキング・ファームバンキングに登録
されている下記の情報の変更が必要となります。
・ 金融機関マスター内の北陸信用金庫と鶴来信用金庫の金
融機関情報
・ 振込先（受取人）の内、北陸信用金庫または鶴来信用金庫
が振込先金融機関として登録されている振込先の金融機
関情報
ご利用のお客様には、別途ご案内させていただきます。

＜重要なお知らせ＞� �
合併に伴いインターネットバンキングサービス等の
オンラインサービスが利用できない日がありますか？
合併に伴うシステム統合を行うため、令和2年9月5日（土）か
ら9月6日（日）まで終日ご利用いただくことができません。

＜サービスを休止させていただくオンラインサービス＞
・インターネットバンキングサービス
・でんさいネットサービス
・テレホンバンキングサービス
・アンサーサービス
・ホームバンキングサービス
・ファームバンキングサービス
・マルチぺイメントネットワークサービス
・デビットカードサービス
・通帳レスサービス

Q29

Q30

Q31

Q32

Q33

インターネットバンキングなどのオンラインサービスについて
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その他のお知らせ
出資金について何か手続きが必要ですか？
現在お持ちの出資金は、新金庫の出資金としてお取扱いさせ
ていただきますので、お手続きの必要はございません。

合併後の出資1口の金額が50円となっていますが、
北陸信用金庫の出資金は1口100円です。どうなりま
すか？
合併後の出資1口の金額は100円から50円に変更となります
ので2口100円としてお取扱いさせていただきます。
なお、お持ちの出資額が減額されることはございません。

北陸信用金庫と鶴来信用金庫にそれぞれ融資があり
ますが、合併によって取引や出資金の取扱いで注意
する点はありますか？
お客様の利便性等を考慮しつつ、融資取引店舗の集約など
につきましては、お客様と個別にご相談させていただきま
す。
なお、北陸信用金庫と鶴来信用金庫の融資合計額が合併時
700万円を超える場合、法令上、新金庫の会員になっていた
だく必要があります。その場合は合併後に、該当されるお客
様に個別にご連絡をさせていただきます。

総合口座担保定期預金貸越限度額について
令和2年8月の利息決算後より、総合口座取引の貸越限度額
を、定期預金の合計額の90％または200万円のうちいずれ
か少ない金額から定期預金の合計額の90％または300万円
のうちいずれか少ない金額に変更させていただきます。

利息決算日について
利息決算日の変更はございません。普通預金・貯蓄預金・納
税準備預金の預金利息の支払いおよび総合口座貸越利息等
の引落しは、毎年2月と8月の第3土曜日の翌日とさせていた
だきます。

Q45

Q46

Q47

Q48

Q49

貸金庫を利用していますが、何か手続きは必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。貸金庫カードをお持
ちの場合も、これまで通りご利用いただけます。

貸金庫の利用時間に変更はありますか？
変更はございません。

夜間金庫を利用していますが、何か手続きは必要で
すか？
お手続きいただく必要はございません。

国債・投資信託の取引口座を持っていますが、何か
手続きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。

生命保険（個人年金保険・終身保険・がん保険・医療
保険など）や損害保険（火災保険・傷害保険など）に
加入していますが、何か手続きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。現在ご加入中の契約
はそのまま継続されます。

マル優・マル特・マル財を利用していますが、何か手
続きが必要ですか？
お手続きいただく必要はございません。

各種手数料に変更はありますか？
合併時に変更となる手数料はございません。
新金庫の手数料について、詳しくは13ページから記載の「は
くさん信用金庫主な各種手数料一覧」をご覧 下さい。

海外から旧金庫名で被仕向送金が到着した場合は何
か手続きが必要ですか？
新金庫名に読み替えてご入金させていただきます。
なお、振込ご依頼人様にはお早めに「新金庫名」をお知らせ
いただきますようお願いいたします。

英語の新金庫名はどうなりますか？
「Hakusan Shinkin Bank」となります。

外貨両替の取扱はどうなりますか？
変更はございません。

Q35

Q36

Q37

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

Q43

Q44

その他の各種業務について



13 14合併に伴うご案内合併に伴うご案内

内国為替手数料
振込手数料

振込方法 振込金額
当金庫宛 他行宛

当店宛 他店宛 電信扱 文書扱

窓口扱

3万円未満
視覚障がい者
等のお客さま

330円
（無  料）

330円
（110円）

660円
（330円）

550円
（220円）

3万円以上
視覚障がい者
等のお客さま

550円
（無  料）

550円
（110円）

880円
（550円）

770円
（440円）

ATM扱
3万円未満 220円 220円 550円 －
3万円以上 440円 440円 770円 －

IB（※1）
3万円未満 無  料 110円 440円 －
3万円以上 無  料 330円 660円 －

法人IB・FB
等（※2）

3万円未満 110円 110円 440円 －
3万円以上 110円 330円 660円 －

定額自動
送金サービス

3万円未満 110円 220円 550円 －
3万円以上 330円 440円 770円 －

給与振込
（※3）

3万円未満
（データ扱） 無  料 無  料 220円

（110円） －

3万円以上
（データ扱） 無  料 無  料 220円

（110円） －

（※1）インターネット＆モバイルバンキングによる振込です。
（※2） 法人インターネットバンキング、ファームバンキング、ホームバンキング、

モバイルバンキング、テレホンバンキングによる振込です。
（※3）受付時限を過ぎた場合は、窓口扱の手数料となります。
※文書扱については、付帯物件付き振込に限らせていただきます。

代金取立手数料
交換所 種　類 ご利用手数料

金　沢
即日入金可能なもの 無  料
期日管理を要するもの 220円

金沢以外 他行庫宛
普通扱い 660円
至急扱い 880円

はくさん信用金庫 主な各種手数料一覧
  令和2年9月7日以降
ATMご利用手数料
当金庫・石川県・富山県・福井県の信用金庫カードでご利用の場合

ご利用時間帯 ご利用手数料
平日 8時45分～18時00分

無　　料
しんきん北陸トライネット
ATMサービス（※1）

土曜日 9時00分～14時00分
上記以外の時間帯
日曜・祝日

上記以外の信用金庫のカードでご利用の場合
ご利用時間帯 ご利用手数料

平日 8時45分～18時00分 無　　料（※2）
土曜日 9時00分～14時00分 無　　料（※2）

上記以外の時間帯 110円
日曜・祝日 110円

他金融機関・ゆうちょ銀行のカードでご利用の場合
ご利用時間帯 ご利用手数料

平日 8時45分～18時00分 110円
土曜日 9時00分～14時00分 110円

上記以外の時間帯 220円
日曜・祝日 220円

（※1） しんきん北陸トライネットATMサービス（北陸3県に本店を置く信用金庫が
提携して相互利用を無料化するサービスです。）

（※2） しんきんゼロネットサービス（全国の信用金庫が提携して相互利用を無料化
するサービスです。）

※ 上記は当金庫ATMにて「お預け入れ・お引き出し」をご利用いただいた場合の手
数料です。
※ 他金融機関のカードでのお預け入れは、第2地銀・信用組合・労働金庫、ゆうちょ
銀行に限ります。
※ATMコーナーにより取扱業務・稼動時間が異なります。

貸金庫利用手数料

店舗名 仕様 種類 ご利用手数料
（年額）

本店営業部 手動 第2種 13,200円
野々市支店 全自動 第2種 19,800円

松 任 支 店 全自動 第1種 13,200円
第2種 19,800円

つるぎ営業部 全自動
第1種 7,700円
第2種 13,200円
第3種 19,800円

根 上 支 店
川 北 支 店 半自動

第1種 7,700円
第2種 13,200円
第3種 19,800円

※ 貸金庫の仕様・種類・取扱時間など店舗により異なりますので、詳しくはお近く
の本支店までお問い合わせ下さい。

（消費税を含む）

（　　 　 　）
（　　 　 　）
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融資関連手数料
住宅ローン・消費者ローン・預金担保関連手数料
消費者ローン実行手数料 1,100円
無担保住宅ローン実行手数料 11,000円
住宅ローン事務取扱手数料 33,000円
フラット35事務取扱手数料 融資額×0.8%
預金担保事務取扱手数料 550円
住宅ローン特約固定金利選択手数料 11,000円

証書貸付
条件変更手数料

住宅ローン・消費者ローン 11,000円
預金担保貸出 無  料

証書貸付
一部・全額
繰上償還手数料

当初特約固定金利型 33,000円
固定金利型・変動金利型 5,500円
消費者ローン 5,500円
預金担保貸出 無  料

事業性融資・一般プロパー融資関連手数料
証書貸付条件変更手数料（※1） 1件 33,000円
証書貸付一部繰上償還手数料 1件 33,000円
証書貸付全額繰上償還手数料 1件 33,000円

（※1）同時複数案件の変更の場合66,000円を上限とします。

不動産担保関連事務手数料
不動産担保調査手数料
（新規設定・各種変更） 1件 33,000円

 （根）抵当権抹消手数料 1件 1,100円

発行・再発行手数料
発行手数料
保証小切手 1枚 550円
残高証明書（個別発行） 1通 550円
残高証明書（継続発行） 1通 550円
残高証明書（監査法人向け） 1通 3,300円
融資可能証明書 1通 11,000円
支払承諾保証書 1通 1,100円
取引元帳明細発行手数料（※1） 1口座 550円
相続預金払戻証明書 1通 2,200円
その他の証明書 1通 550円

（※1） COMフィルムによる調査が必要な場合は、550円に1ヵ月あたり220円加
算となります。

再発行手数料
通帳・証書再発行手数料 2,200円
カード再発行手数料 2,200円
返済予定表再発行手数料 550円

用紙代手数料
当座勘定手数料
署名判登録／変更手数料 5,500円

約束手形
署名判印刷　あり 1冊 880円
署名判印刷　なし 1冊 770円

小切手
署名判印刷　あり 1冊 1,760円
署名判印刷　なし 1冊 1,650円

為替手形 1冊 770円
借入用手形 1枚 220円
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夜間金庫手数料
利用手数料 月額 4,400円
入金帳発行手数料 1冊 6,600円

口座振替手数料
自振処理（FB・FDデータ・帳票） 1件 110円以上

HSKネット
代金回収サービス

紙データ 1件 165円以上
FDデータ 1件 110円以上

でんさいネット手数料
でんさいネット手数料
基本手数料
（月額）

債権者利用限定特約あり 無  料
債権者利用限定特約なし 1,100円

種　　類 インターネット 書面代行

発生記録
当金庫宛 330円 880円
他行庫宛 660円 1,100円

譲渡記録
当金庫宛 165円 880円
他行庫宛 330円 1,100円

分割譲渡記録
当金庫宛 330円 880円
他行庫宛 660円 1,100円

通常開示 無  料 1,100円
特例開示 － 3,300円

残高証明
定例発行 － 2,200円
都度発行 － 4,400円

単独保証記録・支払等記録・
変更記録（発生記録のみ） 440円 2,200円

変更記録（発生記録以外を含
む）・支払不能情報照会 － 2,200円

サービス手数料
インターネット（IB）・ファームバンキング（FB）等
基本手数料（月額）
インターネット&
モバイルバンキング

資金移動制限  あり 110円
資金移動制限  なし 1,100円

法人インターネットバンキング 3,300円
モバイルバンキング 110円
ファームバンキング（FB） 3,300円
ホームバンキング（HB） 1,100円
アンサー 1,100円

テレホンバンキング
照会サービス 無  料
資金移動サービス 110円

大量硬貨入金手数料
1枚～200枚 無  料
201枚～3,000枚 660円
以後、1,000枚ごとに330円を加算させていただきます。

両替手数料（預金口座からの出金を含む）
窓口両替手数料（紙幣+硬貨合計枚数）
1枚～50枚 無  料
51枚～300枚 330円
301枚～1,000枚 660円
以後、1,000枚ごとに330円を加算させていただきます。

※汚損・破損した紙幣及び貨幣の両替、記念硬貨の交換は無料です。
※ 払戻時の金種指定につきましても、両替を目的とみなされる場合は、両替手数料
を申し受けます。
※ お取扱い枚数の基準は、両替前または両替後いずれか多い方とさせていただきま
す。

両替カード利用手数料
両替カード
利用手数料（月額）

商工会会員 550円
上記以外 1,650円

※ 両替カード利用手数料はつるぎ営業部の両替機で利用できる両替カードの手数料
です。
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店舗外
ATM名 所在地

稼働時間
平日 土曜日 日・祝日

金沢市

1 JR金沢駅
共同出張所

金沢市
木ノ新保町1-1

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

2 石川県立中央病院
共同出張所

金沢市
鞍月東2-1

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

野々市市

3 野々市市役所
共同出張所

野々市市
三納1-1

8:00
～
20:00

8:00
～
20:00

8:00
～
20:00

白山市

4
公立
松任石川中央病院
出張所

白山市
倉光3-8

8:45
～
19:00

9:00
～
17:00

－

5 アピタ松任
共同出張所

白山市
幸明町280

9:00
～
20:00

9:00
～
19:00

9:00
～
19:00

6 イオン松任店
共同出張所

白山市
平松町102-1

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

8:00
～
21:00

7 公立つるぎ病院
出張所

白山市
鶴来水戸町ノ1

9:00
～
17:00

－ －

8 コア出張所 白山市
井口町ろ53-1

10:00
～
21:00

10:00
～
19:00

10:00
～
19:00

9 笠間出張所 白山市
西美沢野町6-1

8:45
～
21:00

8:45
～
19:00

8:45
～
19:00

能美市

10
ねあがり
ショッピング
タウン出張所

能美市
大成町2-8-1

9:00
～
21:00

9:00
～
19:00

9:00
～
19:00

11 緑が丘出張所 能美市
緑が丘7-3

8:45
～
21:00

8:45
～
19:00

8:45
～
19:00

小松市

12 アルプラザ小松共同出張所
小松市
園町ハ23-1

9:00
～
20:00

9:00
～
19:00

9:00
～
19:00

13 粟津温泉出張所 小松市
粟津町イ97-2

9:00
～
21:00

9:00
～
19:00

9:00
～
19:00

はくさん信用金庫 店舗外ATM一覧
  令和2年9月7日以降

●は（旧）北陸信用金庫の店舗　●は（旧）鶴来信用金庫の店舗
（　）内の支店名は旧支店名
店番 店舗名（旧店舗名） 所在地
金沢市
001 本

ホンテン

店営業部 ● 金沢市玉川町11-18
012 鳴

ナル

和
ワ

支店 ● 金沢市鳴和1-14-27
016 新

シン

神
カン

田
ダ

支店 ● 金沢市大豆田本町ロ38
019 金

カナザワニシ

沢西支店 ● 金沢市駅西本町2-2-40
102 金

カナザワ

沢支店 ● 金沢市三社町3-15
108 米

ヨネマル

丸支店 ● 金沢市入江3-139
野々市市
003 野

ノノ

々
イチ

市支店 ● 野々市市本町3-7-9
109 野

ノノ

々
イチ

市
ミナ

南
ミ

支店（野々市支店） ● 野々市市新庄4-48
白山市
004 松

マツトウ

任支店 ● 白山市東新町4
018 千

チヨ

代
ノ

野支店 ● 白山市千代野東5-5-1

005 美
ミカ

川
ワ

支店 ● 白山市美川神幸町
ソ336-1

101 つ
ツル

る
ギ

ぎ営業部（本店営業部）●
白山市鶴来本町
1-ワ107-2

103 白
シラミネ

峰支店 ● 白山市白峰ロ77-1
110 明

メイコウ

光支店 ● 白山市明光3-2
113 美

ミカワミナミ

川南支店（美川支店） ● 白山市湊町乙42-3
115 松

マツ

任
トウ

南
ミナ

支
ミ

店（松任支店） ● 白山市専福寺町154-1
能美市
104 根

ネアガリ

上支店 ● 能美市大成町チ269
105 寺

テラ

井
イ

支店 ● 能美市寺井町タ198-3
106 辰

タツ

口
ノク

支
チ

店 ● 能美市三ツ屋町ロ38
能美郡

116 川
カワキタ

北支店 ● 能美郡川北町字田子島
エ121

小松市
006 小

コマツチユウオウ

松中央支店 ● 小松市西町123-1
008 大

オオカワマチ

川町支店 ● 小松市松任町3
009 粟

アワ

津
ヅエ

駅
キマ

前
エ

支店 ● 小松市符津町ウ76-5
021 小

コマツヒガシ

松東支店 ● 小松市白江町ハ23-1
114 小

コマ

松
ツ

支店 ● 小松市天神町49-12

はくさん信用金庫 店舗一覧
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＜ご連絡をお願いする内容＞

１．お振込みの内容
　給与、売上金、家賃、配当等、該当するお振込
の内容

２．変更となる点
変更前 変更後

令和２年９月７日（月）以降

・金融機関名 北
ホクリクシンヨウキンコ

陸信用金庫 → は
ハ ク サ ン シ ン ヨ ウ キ ン コ

くさん信用金庫

※�金融機関コード・支店名・支店番号および口座番
号は変更ありません。

３．お振込を受取る口座の氏名（会社名）

　合併に伴い当金庫の「金庫名」が変更とな

ります。

　大変お手数ではございますが、令和２年９

月７日（月）以降に振込金をお受取になるお

客様につきましては、あらかじめ振込依頼人

様（ご勤務先やお取引先等）に新金庫名をご

連絡下さいますようお願い申し上げます。

　振込依頼人様（ご勤務先やお取引先等）へ

のご連絡用の書面をホームページに掲載して

おりますので、ご出力のうえご利用願います。

また、当金庫本支店窓口にも同様の書面をご

用意しております。

　なお、配当金のお受取等、専用の書式での

お手続きが必要となる場合がございますので

振込依頼人様（配当金等支払先）へのご確認

をお願い致します。

合併に伴う当金庫口座宛へのお振込に関して
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１．ご連絡をお願いする内容
　　（企業年金等私的年金支払先）

　・新金庫名：はくさん信用金庫

　　　※�金融機関コード（１４４４）、支店名、
店番、科目・口座番号は変更ございませ
ん。

２．お手続きが不要な年金等
　・国民年金　　　　　　・国民年金基金

　・全国市町村職員共済年金

　・厚生年金　　　　　　・企業年金連合会

　・公立学校共済年金　　・船員年金

　・国家公務員共済年金

　・日本私立学校共済年金

　・労災年金　　　　　　・地方職員共済年金

　・全国信用金庫厚生年金基金

　※�お客様の変更手続不要の確認が取れた年金等
は順次、ホームページに掲載します。� �
ホームページをご確認いただくかお取引店舗
へお問合せください。

　合併に伴い当金庫の「金庫名」が変更とな

ります。

　大変お手数ではございますが、企業年金等

私的年金を令和２年９月７日（月）以降にお

受取になるお客様につきましては、あらかじ

め年金支払先に新金庫名「はくさん信用金

庫」をご連絡下さいますようお願い申し上げ

ます。

　なお、公的年金等　２．　に記載の年金に

つきましては年金支払先に対し、お客様から

変更手続きをいただく必要はございません。

合併に伴う年金等のお受取に関して



～重要なお知らせ～

ATM等オンラインサービスの
一時ご利用休止のお知らせ

　合併に伴う新システム統合を行うため、令和2年9月5日
（土）、6日（日）の2日間は、両金庫すべてのATM等オンラ
インサービスを休止させていただきます。
　また、6日（日）については、終日、提携している他の金融
機関ATM（コンビニATMを含む）においても、キャッシュ
カード・ローンカードによるお取引をご利用いただくことがで
きませんのでご注意下さい。
　ご不便をおかけいたしますが、事前にご準備をお願いいたし
ます。

＜ATMでのオンラインサービス休止期間＞

令和2年9月 4日（金）
通常通り

5日（土）
一部休止

6日（日）
全面休止

7日（月）
通常通り

北陸信用金庫
ATM ○ × × ○

鶴来信用金庫
ATM ○ × × ○

他金融機関
ATM（＊） ○ ○ × ○

（＊）コンビニATMを含みます。
※ インターネットバンキング等オンラインサービスについても、上記サービス
休止期間はご利用いただけません。

●インターネットバンキングサービス　●でんさいネットサービス
●テレホンバンキングサービス　　　　●アンサーサービス
●ホームバンキングサービス　　　　　●ファームバンキングサービス
●マルチペイメントネットワークサービス等

※詳しくはホームページに掲載いたしますので、ご確認下さい。

合併に関するお問い合せにつきましては
お取引店舗までお願いします

（受付時間）：平日9：00～17：00（土日祝日は除きます）

合 併 に 関 す る お 問 い 合 せ


