
（19.04改訂版） リース料金等口座振替取引金融機関名
 

＊全国すべての信用金庫・労働金庫・農業協同組合・信用農業協同組合連合会（信連）で２０日・末日の振替が可能です。
　 （信金中央金庫・労働金庫連合会・農林中央金庫、漁業協同組合は提携外です。）

都市銀行 　 筑邦銀行 ア行 青森県信用組合 タ行 銚子商工信用組合
埼玉りそな銀行 千葉銀行 あかぎ信用組合 朝銀西信用組合
三井住友銀行 千葉興業銀行 秋田県信用組合 都留信用組合
三菱ＵＦＪ銀行 中京銀行 朝日新聞信用組合 東京厚生信用組合
みずほ銀行 中国銀行 あすか信用組合 東京消防信用組合
りそな銀行 筑波銀行 東信用組合 東京都職員信用組合

東京スター銀行 奄美信用組合 東浴信用組合
信託銀行 東邦銀行 石川県医師信用組合 十勝信用組合
みずほ信託銀行 東北銀行 石巻商工信用組合 土佐信用組合
三菱ＵＦＪ信託銀行 東和銀行 イオ信用組合 富山県医師信用組合
三井住友信託銀行 徳島銀行 糸魚川信用組合 富山県信用組合
　 栃木銀行 茨城県信用組合 豊橋商工信用組合

鳥取銀行 いわき信用組合 杜陵信用組合
地方銀行・第ニ地方銀行 トマト銀行 ウリ信用組合

ア行愛知銀行 富山銀行 大分県信用組合
青森銀行 富山第一銀行 大阪府医師信用組合 ナ行 長崎三菱信用組合
秋田銀行 大阪府警察信用組合 長野県信用組合
足利銀行 ナ行 長崎銀行 大阪貯蓄信用組合 中ノ郷信用組合
阿波銀行 長野銀行 小田原第一信用組合 名古屋青果物信用組合

　 池田泉州銀行 名古屋銀行 那須信用組合
伊予銀行 南都銀行 カ行 香川県信用組合 新潟県信用組合
岩手銀行 西日本シティ銀行 鹿児島興業信用組合 新潟大栄信用組合
愛媛銀行 笠岡信用組合 新潟鉄道信用組合
大分銀行 ハ行 八十二銀行 神奈川県医師信用組合 のぞみ信用組合
大垣共立銀行 東日本銀行 神奈川県歯科医師信用組合
沖縄銀行 肥後銀行 金沢中央信用組合 ハ行 函館商工信用組合

　 沖縄海邦銀行 百五銀行 北郡信用組合 ハナ信用組合
百十四銀行 岐阜商工信用組合 飛騨信用組合

カ行香川銀行 広島銀行 君津信用組合 兵庫県信用組合
鹿児島銀行 福井銀行 協栄信用組合 兵庫県医療信用組合
神奈川銀行 福岡銀行 共立信用組合 兵庫ひまわり信用組合
関西みらい銀行 福岡中央銀行 近畿産業信用組合 広島県信用組合
北九州銀行 福島銀行 釧路信用組合 広島市信用組合

　 北日本銀行 福邦銀行 熊谷商工信用組合 信用組合広島商銀
　 紀陽銀行 豊和銀行 熊本県信用組合 備後信用組合
　 京都銀行 北越銀行 群馬県信用組合 福江信用組合
　 きらぼし銀行 北都銀行 ぐんまみらい信用組合 福岡県信用組合
　 きらやか銀行 北洋銀行 京滋信用組合 福島県商工信用組合
　 熊本銀行 北陸銀行 興栄信用組合 古川信用組合
　 群馬銀行 北海道銀行 江東信用組合 文化産業信用組合
　 京葉銀行 北國銀行 房総信用組合
　 高知銀行 サ行 西海みずき信用組合 北央信用組合

マ行 三重銀行 埼玉信用組合
みちのく銀行 埼玉県医師信用組合

サ行西京銀行 みなと銀行 佐賀西信用組合 マ行 巻信用組合
佐賀銀行 南日本銀行 佐賀東信用組合 益田信用組合
佐賀共栄銀行 宮崎銀行 さくらの街信用組合 宮崎県南部信用組合
山陰合同銀行 宮崎太陽銀行 札幌中央信用組合 ミレ信用組合
滋賀銀行 武蔵野銀行 三條信用組合 真岡信用組合
四国銀行 もみじ銀行 塩沢信用組合
静岡銀行 滋賀県信用組合 ヤ行 山形第一信用組合
静岡中央銀行 ヤ行 山形銀行 滋賀県民信用組合 山形中央信用組合
七十七銀行 山口銀行 七島信用組合 山口県信用組合
島根銀行 山梨中央銀行 島根益田信用組合 山梨県民信用組合
清水銀行 横浜銀行 新栄信用組合 横浜華銀信用組合
十八銀行 宿毛商銀信用組合 横浜幸銀信用組合
十六銀行 ラ行 琉球銀行 成協信用組合
荘内銀行 青和信用組合 ラ行 両備信用組合
常陽銀行 その他 全東栄信用組合
親和銀行 あおぞら銀行 仙北信用組合 商工中金
スルガ銀行 ジャパンネット銀行 相双五城信用組合 商工中金（20）
仙台銀行 新生銀行 空知商工信用組合

相愛信用組合
タ行大光銀行 信用組合

第三銀行 ア行 会津商工信用組合 タ行 第一勧業信用組合
第四銀行 愛知県医療信用組合 大同信用組合
大正銀行 愛知県中央信用組合 大東京信用組合
大東銀行 愛知商銀信用組合 淡陽信用組合
但馬銀行 愛知県警察信用組合 中央信用組合

＊上記金融期間の本支店の普通預金、当座預金いずれでも結構です。
＊振替日は（　）で示しています。（　）のないものは、２０日・末日です。
＊上記金融機関に口座をお持ちでない方は新しく口座をお作りいただくよう、お願いいたします。
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「私は上記取扱会社より請求されたリース料金等を下記名義の預金

口座から口座振替により支払うこととしたいので、下記の事項を確約

のうえ依頼します。」

記

１．私（下記口座名義人）が支払うべきリース料金等について貴行

に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書

記載金額を預金口座から引落しのうえ、お支払いください。

なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日

をもって処理されてもさしつかえありません。

２．預金の引落しにあたっては、預金規定または当座勘定規定に

かかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の

振出はいたしません。

３．振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことの

できる金額をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返

却されてもさしつかえありません。

４．この契約を解消するときは、私から貴行に書面により届出ます。

なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない

等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行はこ

の契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
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