
 

サービス内容および当行所定の収納機関 
 
 
 

 

１．サービス内容 

 （１）ＡＴＭペイジーの払込方法等 

    ＡＴＭにて、「ペイジーマーク」（右記）のある払込書・納付書等に 

記載されている最大 20 桁の納付番号等を入力して払込みを行います。 

 

払込方法は下表のとおりとなります。 

 現  金 当行通帳 キャッシュカード カードローン 

個人のお客さま ○ ○ ○ 
取扱不可 

法人のお客さま ○ 取扱不可 ○ 

 

 

（２）払込限度額 

① 現金による払込み 

      民間収納機関に対する払込みは、1回あたり 10 万円までご利用いただけます。 

     国・地方公共団体に対する納付金は、1 回あたり 100 万円までご利用いただけます。 

    なお、1 日あたりの払込金額に制限はございません。 

② 当行通帳（個人）・キャッシュカード（個人・法人）による払込み 

     払込限度額は、ＡＴＭの振込利用限度額（ＡＴＭ利用限度額の任意変更を行っていない

口座については 1 回あたり、1 日あたりともに 200 万円）までとなります。 

1 回あたりの限度額は、利用限度額を任意変更した口座についても、300 万円を超えるこ

とは出来ません。 

          

      1 回あたりの払込限度額は下表のとおりとなります。 

 現  金 
当 行 通 帳 

キャッシュカード 

民間収納機関 10 万円 ＡＴＭ振込限度額の範囲内 

（※１） 国・地方公共団体 100 万円 

※１ 1 日あたりの払込限度額には、当日のＡＴＭ振込額を含みます。 

 

 

（３）利用手数料 

    ＡＴＭペイジーの時間外取引にかかるご利用手数料は無料となります。 

    払込みに際して、当行所定の手数料はかかりませんが、各収納機関所定の払込手数料が

必要となる場合がございますのでご留意ください。 

 

 

 

 



 

  

（４）取扱時間および対象ＡＴＭコーナー 

 

     
取扱時間（※２） 対象ＡＴＭコーナー 

平 日 土・日・祝日 店舗内 店舗外 

現  金 7：00 ～ 19：00 × 
○ 

（※３） 
× 

当 行 通 帳 

キャッシュカード 
7：00 ～ 21：00 7：00 ～ 21：00 ○ ○ 

    ※２ 上記は最大利用可能時間であり、実際の利用時間はＡＴＭコーナー毎に異なります。 

       また、1月 1 日、2日、3 日の取扱時間は最大 8：00 ～ 19：00 となり、現金はご利

用いただけません。 

    ※３ 一部の店舗内ＡＴＭコーナーでは、現金のお取扱いが出来ません。 

  

  

 （５）留意事項 

    ① 当行は、払込みにかかる領収書等は発行いたしません。（お客さまの控えとして、払込内 

容が印字された「ご利用控」がＡＴＭより発行されます。）払込後に領収書等が必要とな 

った場合には、直接収納機関へご請求ください。 

② 払込受付の完了したお取引を取り消すことは出来ませんのでご注意ください。 

  ③ ＡＴＭの「ご利用控」に表示される払込内容や払込みに関する詳細情報は、収納機関から 

の連絡により表示しているため、ご不明な点は収納機関へお問い合わせください。 

④ ＡＴＭペイジーは、現在更改中の新型ＡＴＭ（ＦＡＣＴ－Ｖ Ｘ２００ｅ）のみご利用 

いただけます。旧型ＡＴＭではご利用いただけませんのでご留意ください。 

尚、新型ＡＴＭへの更改は 2018 年 10 月を目処に完了する予定です。 

サービス開始時点でご利用いただけるＡＴＭコーナーは下表のとおりです。 

 

     ＡＴＭペイジーがご利用可能なＡＴＭコーナー（2018 年 2 月 19 日現在） 

本店営業部 新町支店 古川支店 栄町支店 

油川支店 青森市役所支店 石江支店 問屋町支店 

観光通支店 八重田支店 浜館支店 弘前支店 

土手町支店 松森町支店 弘前駅前支店 弘前市役所出張所 

八戸支店 湊支店 下組町支店 根城支店 

石堂支店 八戸駅前支店 黒石支店 十和田支店 

三沢支店 むつ支店 東京支店 仙台支店 

 

 

 

 



 

２．ＡＴＭペイジーにて取扱可能な当行所定の収納機関 
 

 （１）国・地方公共団体 

収納機関名 収納機関番号 料金の種類 

財務省・会計センター 00100 行政手数料、会計センター扱歳入金等 

財務省・関税局 00120 関税 

国税庁 00200 申告所得税、法人税、消費税、源泉徴収税等 

総務省 00300 電波使用料 

厚生労働省・労働基準局 00400 労働保険料 

厚生労働省・年金局 00500 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 

岩手県 03000 税金・手数料 

宮城県 04000 税金・手数料 

仙台市 04100 税金 

東京都 

13000 

13001 

13002 

13003 

諸手数料・料金等 

自動車取得税、自動車税、固定資産税 

保管場所標章交付手数料、放置違反金等 

電子申請手数料 

東京都中央区 13102 電子申請手数料 

東京都文京区 13105 特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

東京都墨田区 13107 電子申請手数料 

東京都江東区 13108 特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

東京都品川区 13109 
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

国民健康保険料 

東京都目黒区 13110 
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

電子申請手数料、国民健康保険料 

東京都中野区 13114 電子申請手数料 

東京都荒川区 13118 
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

電子申請手数料 

東京都足立区 13121 
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

介護保険料、国民健康保険料等 

東京都葛飾区 13122 
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自動車税 

電子申請手数料 

 



 

（２）民間収納機関 

収納機関名 収納機関番号 料金の種類 

全国健康保険協会 
49001 

57025 

健康保険料 

船員保険料 

㈱ＮＴＴドコモ 52001 携帯電話料金 

損保ジャパン日本興亜㈱ 54017 保険料 

第一生命保険㈱ 

54101 

54102 

※54103 

保険料 

※ 収納機関番号54103は現金のみご利用いただ

けます。 

日本生命保険(相) 54112 保険料 

住友生命保険(相) 

54120 

54121 

54123 

54124 

保険料 

明治安田生命保険(相) 

54150 

54151 

54152 

54153 

54154 

保険料、融資返済金 

朝日生命保険(相) 54170 保険料 

ＮＴＴファイナンス㈱ 

56101 

56102 

56103 

56104 

電話料金等 

日本中央競馬会 57019 電話投票口座の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 

三菱ＵＦＪファクター㈱ 

58041 

58042 

58043 

各種決済代金 

みずほファクター㈱ 
58051 

58054 
各種決済代金 

トランスファーネット㈱ 
58081 

58082 

自賠責保険料（「ｅ－ＪＩＢＡＩ」システムでの精算） 

各種決済代金（ＪＡＬ航空券決済等） 

㈱イーコンテクスト 
58091 

58094 
販売代金等 

地銀ネットワークサービス㈱ 58151 各種決済代金 

ベリトランス㈱ 58191 ネットショッピング決済 

㈱アプラス 58232 クレジット利用代金 

以上 


