
「新システムへの移行」に関する
最新の情報は、ホームページに
掲載しています。

横浜信用金庫 検　索

商品・サービス等の変更に
関するご案内

横浜信用金庫

http://www.yokoshin.co.jp

平成28年

1月
新システム
移行!!

平成２８年１月４日（月）より新システムに移行します。



《よこしん》は、平成２８年１月より新システムによる
サービスをスタートします。
　平素より、横浜信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　さて、当金庫では、今後もお客さまに安心してお取り引きいただけるよう平成28年1月より新システムへの
移行を予定しております。
　新システム移行に伴いまして、現在ご利用いただいております商品やサービス内容の一部が変更となります。
　つきましては、商品およびサービスの変更についてご理解を深めていただくため、「商品・サービス等の
変更に関するご案内」を作成いたしました。
　新システムへの移行に際しまして、お客さまにはオンラインサービスの休止などご不便、お手数をおかけ
いたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　これからも地域のお客さまに満足いただけるようサービスの向上に努めてまいりますので、今後とも横浜
信用金庫をお引き立てくださいますようお願い申し上げます。

平成27年4月

0120-150-454
当金庫窓口営業日の9：00～17：00

新システム移行に関するお問い合わせは、下記フリーダイヤルまたは最寄の営業店までご連絡ください。

『振り込め詐欺』や
『カード詐欺』等に
ご注意ください。

目　　次

システムの移行に伴って、当金庫の職員が、キャッ
シュカードの暗証番号を直接お尋ねしたり、キャッ
シュカードをお預かりすることはございません。
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「新システムへの移行」に関する最新情報は、ホームページに掲載します。
http://www.yokoshin.co.jp

【システム移行専用お客さま問い合わせ窓口】
い　こ　う よ　こ　しん

電　　話
受付時間

※平成27年12月31日（木）～平成28年1月3日（日）の
　システム移行準備期間中は、9：00～17：00まで
　お問い合わせいただけます。

●ATM・インターネットバンキング等オンラインサービス一時休止のお知らせ

●《よこしん》三兄弟通帳をご利用のお客さまへ

●《よこしん》振込ご利用明細帳（ATM用）をご利用のお客さまへ

●通帳・証書のお切替等について

●普通預金通帳の表示変更について

●定期預金通帳・証書の表示変更について

●ご預金について

●ATMのお取扱いについて

●インターネットバンキング等のお取扱いについて

●カードローンについて

●カードローン以外のご融資について

！



ATMの休止予定スケジュール

当金庫ATM

提携金融機関の
ATM

コンビニATM

駅（JR）のATM
（ビューアルッテ）

横浜信用金庫は、新システムへの移行準備のため
以下の期間中、全てのオンラインサービスを休止させていただきます。

！

ATM・インターネットバンキング等
オンラインサービス一時休止のお知らせ

（水）

12/

30
（木）

12/

31
（金）

1/

1
（土）

1/

2
（日）

1/

3
（月）

1/

4

17時まで 8時より

8時より

6時より

平成27年 平成28年

休止させていただく主なサービス

●当金庫ATMでのお取引（お預入れ・お引出し・お振込み・残高照会・通帳記帳等）

●提携金融機関、コンビニエンスストア等のATMでの当金庫カードによるお取引

終日ご利用いただけません

（注1） （注2）

（注3）

（注3）

17時まで

17時まで

（注１）当金庫ATMは、平成27年12月30日（水）の17時から平成28年1月3日（日）まで休止となります。なお、当金庫ATMでのお振込
み（予約振込を含みます）は、平成27年12月30日（水）の15時以降ご利用いただけませんのでご注意ください。

（注２）一部の当金庫出張所ATMでは、利用開始時間が異なります。
（注3）お客さまがご利用を希望される提携金融機関、コンビニエンスストア等によってATMの利用開始時間が異なる場合があります。

オンラインサービスの休止中は当金庫および提携金融機関・コンビニエン

スストア等、全てのATMにおいて当金庫キャッシュカード・通帳がご利用

いただけません。お客さまには大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございま

せんが、現金のお預入れ・お引出し、お振込み、通帳のご記帳などお早めにご

準備いただきますようお願いいたします。
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ATM以外の休止予定スケジュール

インターネット
バンキング

投信
インターネット
サービス

FB・HB

デビットカード

ATM・インターネットバンキング等
オンラインサービス一時休止のお知らせ

（水）

12/30
（木）

12/31
（金）

1/1
（土）

1/2
（日）

1/3
（月）

1/4

17時まで 6時より

6時より

7時より

9時より

平成27年 平成28年

終日ご利用いただけません

（注1）

（注1）

（注2）

（注3）

17時まで

17時まで

17時まで

2

！ インターネットバンキング等を含めた給与振込・総合振込の元請契約等の新規申込みは、平成27年

11月30日（月）より平成28年1月3日（日）までは受付できませんのでご注意ください。

（注２）投信インターネットサービスは、平成27年12月30日（水）の17時から平成28年1月3日（日）まで休止となります。
ただし、当日注文の募集・購入および売却時間は通常どおり15時までとなります。

（注3）FB・HBのお取引は、通常どおり平成28年1月4日（月）9時（照会は8時45分）よりご利用いただけます。

（注１）インターネットバンキング・ＦＢ・ＨＢは、平成27年12月30日（水）の17時から平成28年1月3日（日）まで休止となります。
なお、振込（振替）操作は平成27年12月30日（水）の15時以降はご利用いただけませんのでご注意ください。
また、平成27年12月30日（水）以前に平成28年1月4日（月）以降を指定日とするお振込み（振替）はお取扱いできませんのでご注
意ください。

※15時までに振込（振替）操作が完了した場合に限ります。

振込（振替）操作日 振込（振替）指定日

お振込み（振替）できます。

お振込み（振替）できます。

お振込み（振替）できます。

お振込み（振替）できます。

お振込み（振替）できません。

お振込み（振替）できます。

お振込み（振替）できません。

平成27年12月29日（火）以前
当日（※）

平成27年12月30日（水）15時まで

平成28年1月4日（月）6時～

平成27年12月30日（水）15時～
平成28年1月4日（月）6時まで

平成27年12月30日（水）以前

当日（※）

平成28年1月5日（火）以降

平成28年1月4日（月）以降

当日（※）

平成28年1月4日（月）以降

振込（振替）操作はご利用いただけません。

指定日振込

指定日振込

指定日振込



普通預金・定期預金・貯蓄預金が１冊の通帳にまとまった
「《よこしん》三兄弟通帳」は、平成27年12月末をもって廃止となります。

平成28年1月以降のお取扱いは、以下のとおりとなります。

！

貯蓄預金をセットできない総合口座通帳へ変更となります。

平成28年1月4日以降、ATMで自動繰越を行う際に貯蓄預金のご利用がある通帳については

新通帳（総合口座通帳）の発行に際して貯蓄預金のお繰越ができません。

三兄弟通帳の貯蓄預金部分を当金庫窓口で貯蓄預金通帳にお繰越いたしますので、お手数です

が、当金庫窓口までお申出ください。

なお、システム移行前に貯蓄預金部分のみを貯蓄預金通帳にお繰越することができますので、

事前のお手続きをお勧めいたします。

現在

三兄弟通帳
（普通預金・定期預金・貯蓄預金を１冊の通帳にセット）

三兄弟通帳（普通預金・定期預金・貯蓄預金）のうち、ご利用いただく預金科目等に応じて新通帳への
お繰越が必要となります。

普通預金部分

定期預金部分

貯蓄預金部分

平成28年1月以降

総合口座通帳
（普通預金・定期預金を１冊の通帳にセット）

普通預金および定期預金の繰越は「総合口座通帳」へ、貯蓄預金の繰越は「貯蓄預金通帳」へのお繰越と
なります。

現在 平成28年1月以降

平成28年1月以降のお取扱い

満頁満行になるまで、そのままご利用いただけます。満頁満行になりましたら新通帳（総合口座通帳）

へお繰越させていただきます。

定期預金のお取引を行うには、新通帳（総合口座通帳）へのお繰越が必要となります。

お手数をおかけしますが、当金庫窓口までお申出ください。

貯蓄預金のお取引を行うには、新通帳（貯蓄預金通帳）へのお繰越が必要となります。

お手数をおかけしますが、当金庫窓口までお申出ください。

普通預金
定期預金
貯蓄預金

普通預金
定期預金

《よこしん》三兄弟通帳をご利用のお客さまへ
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三兄弟通帳

貯蓄預金通帳

総合口座通帳

通帳の変更について

通帳のお取扱いについて

通帳の繰越について



「《よこしん》振込ご利用明細帳」は、平成27年12月末をもって廃止となります。
平成28年1月以降のATM振込は、以下のとおりとなります。

！
「振込カード」は振込先１先毎に１枚お作りいただくことになります。

システム移行前に「振込カード」を作成して事前に登録することはで

きませんので、当金庫キャッシュカードをお持ちのお客さまは、事前

にキャッシュカードに振込先を登録しておいていただくことをお勧め

いたします。

現在

現金

「振込ご利用明細帳」
と
現金

平成28年1月以降
振込の方法 振込の方法 内容

キャッシュカード

「振込ご利用明細帳」
と

キャッシュカード

現金

「振込カード」
と
現金

キャッシュカード

キャッシュカード

現在と変更ありません。

平成28年1月以降、現金による同一振込先への継
続的なATM振込を希望される場合には、「振込ご
利用明細帳」に代わって「振込カード」を利用した
お取扱いとなります。
平成28年1月以降、初めてATM振込を行う際に振
込先毎に「振込カード」を作成いただくことになり
ます。

現在、キャッシュカードに登録されている振込先は
システム移行後もそのままご利用いただけます。
平成28年1月以降は、振込操作を行う際にキャッシ
ュカードに登録されている振込先がATM画面に表
示されますので、画面から選択してお振込みいただ
けるようになります。

「振込ご利用明細帳」とキャッシュカードでお振込
みされている場合には、キャッシュカードに自動的
に振込先の情報を登録していますので、「振込ご利
用明細帳」に登録されている振込先の情報を「振込
カード」に再登録する必要はありません。
平成28年1月以降は、振込操作を行う際にキャッシ
ュカードに登録されている振込先がATM画面に表
示されますので、画面から選択してお振込みいただ
けるようになります。

（注）条件により、キャッシュカードに自動的に登録されない
場合がありますので、登録されていない振込先があった
場合には、お手数をおかけいたしますが、当金庫窓口ま
でお申出ください。

《よこしん》振込ご利用明細帳（ATM用）を
ご利用のお客さまへ
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通帳・証書のお切替等について

5

現　在 《よこしん》三兄弟通帳 平成28年
1月以降

取扱廃止
（新通帳への繰越が必要）

！
【外貨普通預金通帳をご利用のお客さまへ】

通帳に記帳されていないお取引がある場合には、新通帳へお繰越の際に記帳を行います。

なお、通帳に記帳されていないお取引の件数によっては新通帳の発行に時間がかかる場合があり

ますので、平成27年12月30日（水）までにご記帳いただくことをお勧めいたします。

普通預金・定期預金・貯蓄預金が1冊の通帳にまとまった《よこしん》三兄弟通帳は、平成27年12月末をもって廃止となります。
《よこしん》三兄弟通帳のお取扱いについては、P3に詳細を記載していますのでご参照ください。

現　在
こども通帳

集金者扱い通帳
平成28年
1月以降

取扱廃止
（新通帳への繰越が必要）

こども通帳および集金者扱い通帳は、平成27年12月末をもって廃止となります。
新通帳（総合口座通帳または普通預金通帳）へのお繰越が必要となりますので、お手数をおかけいたしますが、当金庫窓口までお申出ください。

現　在 総合口座通帳
平成28年
1月以降 新通帳への繰越が必要

普通預金・定期預金が1冊の通帳にまとまった総合口座通帳は、平成28年1月以降に新たなご入金またはお支払を行われる際に新通帳へのお繰越が必
要となりますので、お手数をおかけいたしますが、当金庫窓口までお申出ください。

現　在 定期預金通帳
平成28年
1月以降 新通帳への繰越が必要

定期預金通帳は、平成28年1月以降に新たなご入金またはお支払を行われる際に新通帳へのお繰越が必要となりますので、お手数をおかけいたしま
すが、当金庫窓口までお申出ください。
なお、定期預金通帳の最大受入口座数は56口座となっておりますので、定期預金通帳にて57口座以上のご契約をいただいているお客さまには、通帳
を複数冊発行させていただくことになります。

現　在
積立定期預金通帳
通知預金通帳

平成28年
1月以降 新通帳への繰越が必要

積立定期預金通帳および通知預金通帳は、平成28年1月以降に新たなご入金またはお支払を行われる際に新通帳へのお繰越が必要となりますので、
お手数をおかけいたしますが、当金庫窓口までお申出ください。
なお、積立定期預金通帳は積立式定期預金通帳へ名称が変更となります。

現　在 外貨普通預金通帳
平成28年
1月以降 新通帳への繰越が必要

外貨普通預金通帳は、平成28年1月以降に新たなご入金またはお支払を行われる際に新通帳へのお繰越が必要となりますので、お手数をおかけいた
しますが、当金庫窓口までお申出ください。

お切替の手続きが必要な通帳について



通帳・証書のお切替等について

通帳・証書のデザインについて

6

現　在 普通預金通帳 平成28年
1月以降

そのまま利用可能
（デザインのみ変更）

普通預金通帳は、満頁満行になるまで、そのままご利用いただけます。
満頁満行になりましたら、新通帳へお繰越させていただきますので、当金庫窓口までお申出ください。
なお、平成28年1月以降、ATMをご利用される際に満頁満行になりました場合には、自動的に新通帳にお繰越いたします。

現　在 定期積金通帳 平成28年
1月以降 満期まで利用可能

定期積金通帳は、満期になるまで、そのままご利用いただけます。

現　在

貯蓄預金通帳
納税準備預金通帳
当座勘定入金帳

平成28年
1月以降

そのまま利用可能
（デザインのみ変更）

貯蓄預金通帳、納税準備預金通帳および当座勘定入金帳は、満頁満行になるまで、そのままご利用いただけます。
満頁満行になりましたら、新通帳へお繰越させていただきますので、当金庫窓口までお申出ください。

現　在
定期預金証書

外貨定期預金証書
平成28年
1月以降

そのまま利用可能
（デザインのみ変更）

定期預金証書は、満期になるまで、そのままご利用いただけます。
平成28年1月以降、ご新規契約をはじめ書替、記帳等のご依頼により新証書を発行させていただきますので、当金庫窓口までお申出ください。
なお、自動継続型の定期預金（外貨定期預金を含む）の場合、最新の残高をご確認いただくには新証書へのお切替が必要となります。

デザインが新しくなる通帳・証書

主な通帳の新デザイン

総合口座通帳

定期預金通帳

定期預金証書

普通預金通帳

積立式定期預金通帳

通知預金証書

貯蓄預金通帳

通知預金通帳

外貨定期預金証書

納税準備預金通帳

定期積金通帳

財産形成預金ご契約の証

当座勘定入金帳

外貨普通預金通帳

お切替の手続きが不要な通帳・証書について

ジェリービーンズ
通帳

アンパンマンの
通帳

横浜F・マリノス
通帳

©Y.F.MARINOS.

【普通預金通帳】 【貯蓄預金通帳】 【定期積金通帳】

【総合口座通帳】



普通預金通帳の表示変更について

7

店舗番号が2桁から3桁に
変更となります。

移行前 移行後

店番　01 店番　001

移行前 移行後

123456 0123456

口座番号が6桁から7桁に
変更となります。

通帳の見返し部分に
印字されるお客さま
のお名前（カナ）の
文字数が最大36文
字から30文字へ変
更となります。

平成28年1月以降、振込や口座振替で口座番号を記入する際はご注意ください。

総合口座通帳における
自動貸越の「－」（マイ
ナス）表示が、金額
の後部から金額の
頭部に変更となり
ます。

手形・小切手の入金表示が
変更となります。
移行前 移行後

他手入金
東手入金

他店券

当金庫本支店のATMを
ご利用の場合、お取扱店
番（3桁）を表示します。

提携金融機関のATMを
ご利用の場合、金融機
関番号（4桁）と店番（4
桁）を表示します。

移行前 移行後
2016年7月31日 平成28年7月31日 　28.07.31

日付表示が西暦から和暦による表示に変更となります。

　16-07-31

※既存の口座番号（6桁）は、頭部に0を加えた
　番号に変更となります。

（注）外貨普通預金通帳は、平成28年1月以降も西暦表示となります。
（注）《よこしん》三兄弟通帳の普通預金部分、当座勘定入金帳、普通預金通帳、貯蓄預金

通帳、納税準備預金通帳、定期積金通帳については平成28年1月以降も満頁満行
になるまでは西暦表示となります。

（注）他店券の右横に表示される数字
は、資金化日と資金化の時間を表
しています。

（注）外貨普通預金通帳は、「口座番号6桁＋枝番
1桁」から「口座番号6桁＋枝番2桁」に変更と
なります。

　　移行前　123456-0　　移行後　123456-00
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移行前 移行後

店番　01 店番　001
移行前 移行後

16-07-31 28.07.31

移行前 移行後

123456 0123456

2016年7月31日 平成28年7月31日

日付表示が西暦から
和暦による表示に変更
となります。

総合口座定期預金に表示されている口座番号が預入番号に変更となります。
新たに定期預金口座番号を作成し、新通帳の見開き面に表示します。

<通帳見開き面>移行前 移行後

通帳式定期預金に表示されている記番号が預入番号に変更となります。
移行前 移行後

（注）総合口座通帳で作成いただける定期預金の最大口数が24口から16口に変更となります。
16口を超える場合には、総合口座通帳とは別に専用通帳を発行いたします。

（注）お繰越後または再発行後の新通帳（総合口座通帳・定期預金通帳）に表示される定期預金は、ご契約中の明細のみ
となります。

店舗番号が2桁から3桁
に変更となります。

口座番号が６桁から７桁に
変更となります。

※既存の口座番号（6桁）は、頭部に0を加
　えた番号に変更となります。
（注）外貨定期預金は、「口座番号6桁＋枝番1桁」

から「口座番号6桁＋枝番2桁」に変更とな
ります。なお、枝番は定期預金のお書替回
数を表しています。
移行前  123456-0　　移行後  123456-00

（注）外貨定期預金は、平成28年1月
以降も西暦表示となります。

口座番号

新しい口座番号を
表示します。

現在の「口座番号」
は、「預入番号」に
変更となります。

記番号

現在の「記番号」は、
「預入番号」に
変更となります。



9

現　在
【普通預金と決済用普通預金間の切替】

1回
平成28年
1月以降

【普通預金と決済用普通預金間の切替】
制限なし

現　在
【圧縮記帳の対象】

普通預金
平成28年
1月以降

【圧縮記帳の対象】
普通預金
貯蓄預金

現　在
【圧縮記帳の表示内容】

入金と出金の差引き金額を1行で表示
平成28年
1月以降

【圧縮記帳の表示内容】
入金と出金ごとに2行で明細を表示

普通預金と決済用普通預金間の切替は1回に限っていましたが、平成28年1月以降は切替が何回でも可能となります。

貯蓄預金に対する圧縮記帳の取扱を開始します。
圧縮記帳（お取引明細の集約）は、入金と出金ごとに2行で明細を印字する方法に変更となります。

現在、残高証明書は①ご預金・ご融資の各科目毎の合計残高を記載した証明書②指定した口座番号の残高を記載した証明書の2種類を発行しています
が、平成28年1月以降は①ご預金・ご融資の各科目毎の合計残高を記載した証明書のみの取扱となります。
なお、特定の口座番号の明細等が必要な場合には、お手数をおかけいたしますが、当金庫窓口までお申出ください。

現　在 現行伝票等 平成28年
1月以降

使用できません
※改訂後の新伝票等をご使用いただきます

現行伝票等の廃止について

現　在

【残高証明書の種類】
各科目の合計残高を記載した証明書
指定した口座番号の残高を記載した

証明書

平成28年
1月以降

【残高証明書の種類】
各科目の合計残高を記載した証明書

残高証明書の発行について

！
【貯蓄預金通帳に記帳されていないお取引があるお客さまへ】
通帳に記帳されていないお取引がある場合は、平成27年12月30日（水）までにご記帳いただき
ますようお願いいたします。

！
【現行伝票をお持ちのお客さまへ】
現行の伝票等はシステム移行に伴って改訂を行うため、平成28年1月以降はご使用いただけなく
なりますのでご注意ください。
なお、改訂後の新伝票等は平成28年1月以降、店頭にご用意いたします。

ご預金について

普通預金・貯蓄預金に関する変更について
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現　在 現行キャッシュカード 平成28年
1月以降 変更ありません

現在、ご利用いただいているキャッシュカードがそのままご利用いただけます。

インターネットバンキング等のお取扱いについて

現　在
【振込資金の引落し】
振込指定日の早朝

平成28年
1月以降

【振込資金の引落し】
振込受付時と同時

平成28年1月以降、インターネットバンキング・HB・FBを利用した指定日振込を行う場合、振込手続き完了と同時に振込資金（手数料を含みます）
を口座より引落させていただきます。（総合振込・給与振込の資金引落しに変更はありません。）

《よこしん》振込ご利用明細帳（ATM用）の廃止について

現　在 振込ご利用明細帳 平成28年
1月以降 取扱廃止

《よこしん》振込ご利用明細帳は、平成27年12月末をもって廃止となります。
平成28年1月以降のATM振込については、P4に詳細を記載していますのでご参照ください。

定期積金の入金について

現　在
【1度の操作で入金可能な掛込金額】

掛込金複数回分
平成28年
1月以降

【1度の操作で入金可能な掛込金額】
掛込金1回分

平成28年1月以降、ATMで定期積金の入金を行う際に1度の操作で入金できる掛込金額は1回分に変更となります。
お手数をおかけいたしますが、複数回分の掛込金額を入金される場合には複数回に分けてご入金をお願いいたします。

法人キャッシュカードの振込制限について（当金庫ATMで200万円以上の振込を行った場合）

現　在
【同一日中の提携金融機関での振込】

振込可能
平成28年
1月以降

【同一日中の提携金融機関での振込】
振込不可能

平成28年1月以降、法人キャッシュカードは当金庫ATMで200万円以上の「振込」を行いますと、同一日中は提携金融機関での「振込」ができなく
なります。

キャッシュカードによる振込時の通帳使用について

現　在
【通帳の同時使用】

普通預金通帳または貯蓄預金通帳
の同時使用が可能

平成28年
1月以降

【通帳の同時使用】
普通預金通帳または貯蓄預金通帳

の同時使用が不可能
平成28年1月以降、キャッシュカードで振込を行う際は普通預金通帳または貯蓄預金通帳を同時に使用することができなくなりますので、お手数を
おかけいたしますが、通帳の記帳は振込終了後にお願いいたします。

キャッシュカードについて

インターネットバンキング・HB・FBにおける指定日振込の振込資金等の引落しの変更について
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カードローン以外のご融資について

利息計算方法の変更について

ATM入金（返済）の制限について

現　在
【利息計算期間】

毎月「11日」から「10日」
平成28年
1月以降

【利息計算期間】
毎月「10日」から「9日」

カードローンのご融資利息は、当金庫所定の付利単位および利率によって計算を行い、毎月10日（休祭日の場合は翌営業日）に貸越元金に組み入れ
ています。システム移行後の平成28年1月より、貸越元金に組み入れるご融資利息の計算方法が、これまでの「毎月10日締め」から「毎月9日締め」
に変更となります。なお、毎月の返済日はこれまでと同じ「10日」（休祭日の場合は翌営業日）に変更はありません。

当金庫以外の提携金融機関ATMからカードローン口座に直接入金（返済）される際に、ご利用いただいているカードローンが延滞してい
る場合には、延滞金額の整数倍以外の取引を受付けることができなくなります。
例えば、1万円の延滞金額に対して、提携金融機関ATMからカードローン口座に1万円を直接入金（返済）される際に、提携金融機関で手数
料が徴収される場合には、延滞金額の整数倍とはならず取引が成立しませんので、返済用普通預金口座へのご入金をお願いいたします。

法人・個人事業主の方向けのご融資商品である「信用保証協会保証付《よこしん》オーナーズカードローン」については、
利息計算方法の変更に伴う契約内容の変更手続きが必要となります。
大変お手数をお掛けいたしますが、当金庫担当者から個別に連絡いたしますので、契約内容の変更手続きをお願いいた
します。

【《よこしん》オーナーズカードローンをご利用中のお客さまへ】

当座貸越契約の科目名称変更について

現　在 ワイドライン 平成28年
1月以降 カードローン

現　在 一括支払 平成28年
1月以降 新型当座貸越

平成28年1月以降、当座貸越契約のうち、これまで「ワイドライン」としていた科目名を、「カードローン」に統一いたします。また、これま
で「一括支払」としていた科目名を「新型当座貸越」に変更いたします。これにより、お客さまにお渡しする各種書式（※）に表示される科
目名が変更となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
※計算書、残高証明書、取引履歴照会等に表示される科目名が変更となりますが、お取引内容に変更はありません。なお、返済予定表等
に表示される商品名は、ワイドライン等の表示を継続します。

「《よこしん》短期プライムレート」連動手形貸付の取扱廃止について

現　在
《よこしん》短期プライムレート連動

手形貸付
平成28年
1月以降

取扱廃止
（固定金利型手形貸付でのお取扱い）

「《よこしん》短期プライムレート」を基準金利とした連動金利型のご融資（手形貸付）については、平成28年1月よりお取扱いができなく
なります。
今後、新規のお申込みの際には、固定金利型でのお取扱いとなります。
また、お手数をおかけいたしますが、現在ご利用中のお客さまについては書替や延長手続きの際に、固定金利型での手続きをご案内いた
しますので、ご協力をお願いいたします。
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毎月返済口座とボーナス返済口座の一本化について

現　在
毎月返済口座
ボーナス返済口座

平成28年
1月以降

毎月返済口座

住宅ローン等においてボーナス返済をご利用されたお客さまのうち、『ボーナス返済部分を毎月返済に切り替え
られた方』につきましては、平成28年1月のご返済分から、毎月のご返済金額に変更はありませんが、ご返済元
利金の内訳が変更される可能性があります。
当金庫では、これまでボーナス返済部分を毎月返済に切り替えた口座と、当初からの毎月返済口座を別々の口座と
して管理し、ご返済元利金の計算をそれぞれ行っておりましたが、新システムへの移行に伴い一本化して管理させ
ていただくことになりました。そのため、これまでお利息の計算において、切り捨てさせていただいていた1円
未満の端数部分について、一本化されることにより合わせて１円以上となった場合、ご返済元利金合計額の内訳
のうち、お利息相当額が１円増加し、ご返済元金が１円減少することがあります。
また、ボーナス返済部分を毎月返済に切り替えられたお客さまのうち、ボーナス返済部分と毎月返済部分それぞ
れの最終支払時期が相違している場合には、口座が一本化されることに伴うご返済条件（最終支払時期）の変更
手続きにご協力をお願いいたします。詳しくは、当金庫担当者から、該当のお客さまに個別にご説明をさせてい
ただきます。

【ボーナス返済部分を毎月返済に切り替えられたお客さまへ】

現在、住宅ローン等において毎月の返済にボーナス月の増額返済を希望されたお客さまについては、1つのお借入に対して毎月返済口座
とボーナス返済口座に区分し、毎月返済部分とボーナス返済部分を各口座で管理しています。平成28年1月以降、毎月返済口座とボーナ
ス返済口座は一本化され、ボーナス返済部分はお借入額の内訳として毎月返済部分に統合されます。

預金担保のお取扱いについて

現　在
【担保可能な預金口座数の上限】

制限なし
平成28年
1月以降

【担保可能な預金口座数の上限】
最大5口座

平成28年1月以降、原則として、1つのご融資口座に対して、担保とするご預金口座数は最大5口座が上限となります（※）。
※当金庫とお客さまとのご融資全体にかかる担保預金（包括担保預金）については、これまでのお取引内容（上限数）に変更はございません。

現　在 共同担保預金 平成28年
1月以降 取扱廃止

平成28年1月以降、1つのご預金口座を複数の方のご融資取引に対して担保預金とするお取扱い（共同担保預金）を廃止いたします。

現　在
【担保として利用可能な預金】

定期預金・定期積金
通知預金・譲渡性預金・積立定期預金

平成28年
1月以降

【担保として利用可能な預金】
定期預金・定期積金

平成28年1月以降、当金庫のご融資取引において、担保としてご利用いただける当金庫の預金科目は「定期預金」「定期積金」のみとなります。
流動性預金（当座・普通・貯蓄・納税準備預金）および通知預金・譲渡性預金・積立定期預金を担保とするお取扱いはできませんので、あらかじめご了
承ください。また、総合口座通帳の定期預金は当該通帳における自動貸越の担保となりますが、他ご融資取引に対する担保としては今までどおりご利用
いただくことはできません。

上記変更に伴い、現在、『1つのご融資口座に対して、担保としているご預金口座数が6口座以上のお客さま』および『1
つのご預金口座を複数の方のご融資取引における担保預金（共同担保預金）としているお客さま』につきましては、大変
お手数をおかけいたしますが、当金庫担当者から個別に連絡いたしますので、平成27年12月30日（水）までに、契約内
容の変更手続きを行うことについてご協力をお願いいたします。

【現在、ご預金を担保としたご融資取引をご利用中のお客さまへ】

お客さまのご預金を担保とするご融資のお取扱いが、以下のとおり変更となります。
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現　在

【貸越利息の計算方法】
平成28年
1月以降

【貸越利息の計算方法】

返済予定表の発行時期と記載内容の変更について
ご融資取引にかかる返済予定表について、平成28年1月の発行分から書式を見直すとともに、以下のとおり変更となります。また、
平成27年12月末時点で、ご融資取引をご利用中のお客さまには、平成28年1月以降、ご利用中のご融資全てについて、返済予定表を
ご送付させていただきますので、記載内容の確認をお願いいたします。なお、返済予定表の発行時期および書式に変更がありますが、
この変更に伴うご返済額等の変更はございません。

（注１）「連動金利型」とは、基準金利の変動に応じて、ご融資利率が即時に変更となる金利方式をいいます。
（注２）「変動金利型」とは、基準金利の変動に応じて、ご融資利率が当金庫所定の見直し時期に変更となる金利方式をいいます。

当座勘定貸越および総合口座貸越取引について、貸越取引中に手形・小切手をご入金された場合の貸越利息の計算方法が変更となり
ます。これまで貸越利息は、手形・小切手が資金化されたときに利息計算を行っておりましたが、平成28年1月からは交換呈示日に手
形・小切手が資金化されたとみなして貸越利息の計算を行います。
※この変更により、貸越取引における手形・小切手入金時の充当時期が、1営業日前倒しされることになり、貸越取引をご利用中の
お客さまにおかれましては、1営業日分早めに利息計算の対象となる貸越残高が減少することになりますので、ご承知おきください。

主な変更事項

返済予定表に記載
される返済明細

基準金利の変更等に
よる返済予定表の
発行時期

これまでの返済予定表 新しい返済予定表
【ご融資実行時】
●連動金利型（注１）、変動金利型（注２）、固定金
利型については、ご融資実行時の金利に基づき、
最終支払分までの明細を記載しています。
　なお、固定金利特約を締結している場合には、
当該固定金利特約締結期間分の明細を記載して
います。

【ご契約内容の見直し・変更時】
●連動金利型および変動金利型については、ご契
約内容の見直し・変更時の金利に基づき、商品
および金利方式に応じた一定期間の明細を記載
しています。
　なお、固定金利特約を締結している場合には、
当該固定金利特約締結期間分の明細を記載して
います。
●固定金利型については、ご契約内容の見直し・変
更時の金利に基づき、最終支払分までの明細を
記載しています。

【ご融資実行時／ご契約内容の見直し・変更時】
●連動金利型については、ご融資実行時は実行時の金利に
基づき、ご契約内容の見直し・変更時は見直し・変更時の金
利に基づき、最大約1年分の明細（14明細）が記載されます。
●変動金利型については、ご融資実行時は実行時の金利に
基づき、ご契約内容の見直し・変更時は見直し・変更時の金利
に基づき、基準利率の次回見直し時までの明細が記載されます。
●固定金利型については、従来と同様にご融資実行時は実行
時の金利に基づき、ご契約内容の見直し・変更時は見直し・
変更時の金利に基づき、最終支払分までの明細が記載されます。

※ご融資実行時に発行する返済予定表は、返済明細が連続する
よう定期的に発行いたします（固定金利型を除く）。
※固定金利特約を締結している場合には、ご融資実行時は
実行時の金利に基づき、ご契約内容の見直し・変更時は
見直し・変更時の金利に基づき、当該固定金利特約締結
期間分の明細が記載されます。

●連動金利型については、基準利率の変更後に、
ご返済日、利息先取・後取の組み合わせにより
利率変更日を決定し、利率変更後に返済予定表
を発行しています。
●変動金利型については、６月分、１２月分（ボーナ
ス返済併用型の場合は、次回ボーナス返済月）
のご返済後に返済予定表を発行しています。

●連動金利型については、基準利率の変更前に、新しい基準
利率に基づきご返済額の計算を行い、返済予定表が発行
されます。
●変動金利型については、新利率でのご返済となる約定返済月
の１ヶ月前に返済予定表が発行されます。
※利息先取の場合…５月、１１月に返済予定表を発行
　利息後取の場合…６月、１２月に返済予定表を発行
※ボーナス返済併用型の住宅ローンの場合
　ボーナス返済月が、６月、１２月の場合には、当該月に
返済予定表が発行されます。
　ボーナス返済月が、６月、１２月以外の場合には、６月、
１２月のご返済終了後に到来するボーナス返済日の前に
返済予定表が作成されます。

手形・小切手が資金化されたときに、
貸越利息の計算を行う。

交換呈示日に手形・小切手が資金化された
とみなして、貸越利息の計算を行う。

カードローン以外のご融資について

当座勘定貸越および総合口座貸越取引における
手形・小切手入金時の貸越利息計算方法の変更について



お問い合わせ先

※1　平成27年10月より新店舗にて営業開始予定（新店舗住所：横浜市鶴見区鶴見中央1-2-1）
※2　平成27年4月10日（金）まで仮店舗にて営業（仮店舗住所：横浜市緑区中山町190）

平成27年4月現在

横浜市青葉区青葉台

横浜市泉区和泉中央南

0120-150-454 当金庫窓口営業日の9：00～17：00い　こ　う よ　こ　しん
電　　話
受付時間 ※平成27年12月31日（木）～平成28年1月3日（日）のシステム移行

　準備期間中は、9：00～17：00までお問い合わせいただけます。

平日の9：00～21：00　※土曜日・日曜日・祝日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。電話受付時間

新システム移行に関するお問い合わせは、下記フリーダイヤルまたは最寄の営業店までご連絡ください。

システム移行全般に関するお問い合わせ（インターネットバンキングの操作に関するお問い合わせを除く）
●システム移行専用お客さま問い合わせ窓口

0120-458-958

インターネットバンキングの操作に関するお問い合わせ

横浜信用金庫店舗のご案内

《よこしん》パーソナルダイレクトヘルプデスク
（個人用インターネットバンキングの操作に関するお問い合わせ先）

044-959-2186
《よこしん》ビジネスダイレクトヘルプデスク
（法人用インターネットバンキングの操作に関するお問い合わせ先）

（※  ）

（※   ）
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