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口座の売買はできません

ＡＶ機器
（イヤホン、携帯音楽プレーヤー・

携帯ラジオ等）

スマートフォン・携帯電話

［近づけないものの例］

マグネットの留め具
（バックやスマホケースなど）

磁気仕様のアクセサリー
（磁気ネックレス・ブレスレットなど）

マグネットではさまない

はさまない

テレビ・パソコン

バックなどのマグネットの留め具やマグネットの留め具付スマホケース等に近づけないでください。

１．キャッシュカードの取扱いに関するお願い
東邦バンクカード利用のご案内
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２．バンクカード利用のご案内
（１）ご利用にあたってのご注意
◎カード・通帳・印鑑等の盗難による事故が全国的に発生しております。保管には十分ご注意ください。
◎万が一、盗難または紛失された場合は、ただちに最寄りの支店または「ATMセンター」にご連絡ください。
　※ＣＤ（現金自動支払機）・ＡＴＭ（現金自動預金支払機）には土曜・日曜・祝日を含め24時間稼働しているものがございますので、
盗難または紛失された場合は、ただちにご連絡ください。

ATMセンター あ 0120−104310　24時間365日受付

◎暗証番号をメモしたり、他人に教えたり、知られたりしないようお気をつけください。
◎当行の行員がお客さまに暗証番号を照会することは一切ございません。
◎生年月日や電話番号、住所の一部、車のナンバーなど、他人に推測されやすい暗証番号をご利用されている場
合は、変更されることをおすすめいたします（当行のATMで簡単に変更いただけます）。
◎定期預金やカードローンがセットされた口座は、普通預金の残高がなくても自動ご融資機能により所定の金額
までお引出しできますので、残高を確認のうえ、ご利用ください。
◎口座番号が様々な犯罪に悪用される事例がございますので、「ご利用明細」は他人の目に触れないよう処分して
ください。

（２）ご利用いただけるＡＴＭ
◎東邦バンクカードは、下記のＡＴＭでご利用いただけます。

ご利用コーナー 当行・他行ＡＴＭ セブン銀行（注３）・イーネット（注４）・
ローソンＡＴＭ ゆうちょＡＴＭ

個人向カード ○（注１） ○ ○

法人向カード ○（注２） × ○

（注１）MICS（全国キャッシュサービス）加盟行でご利用いただけます。
（注２）ACS（地銀CD全国ネットサービス）加盟行でご利用いただけます。他行幹事の共同ATMはご利用いただけません。
（注３）セブン銀行は福島県内ヨークベニマル等に設置の共同化ATMを含みます。
（注４）イーネット提携コンビニエンスストア、ファミリーマート等設置のATMでご利用いただけます。

（３）手数料のご案内
◎東邦銀行のCD・ATMでお振込をされる場合、および提携金融機関のCD・ATMをご利用になる場合は所定の
手数料がかかります。なお、振込手数料や他行利用手数料は、ご利用口座から自動的に引落しさせていただき
ます。詳しくは店頭等でご確認ください。

（４）当行ＡＴＭご利用にあたってのご留意点
◎現金によるお振込は、平日銀行営業日（午前８時45分から午後３時まで）の取扱いとなります。また、店舗外
ATMコーナーではご利用いただけません。
◎平日午後３時以降、および土・日・祝日の終日の当行キャッシュカードによる振込につきましては、「当日扱い」
または「予約扱い（翌営業日入金）」を選択できます。なお、各ATMコーナーにより営業時間が異なります。また、
受取金融機関によっては「予約扱い」のみとなる場合があります。
　※振込予約の取消はできません。
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（５）ご利用限度額のご案内
　■磁気ストライプカードご利用限度額
●個人向カード1日あたりのご利用限度額

ご利用ＡＴＭ
ご利用可能取引

当初ご利用限度額 任意設定額
（利用限度額任意設定サービス）現金引出 振込 振替

①当行 ○ ○ ○ ①〜④を合算して100万円 ①〜④を合算して１〜100万円

②セブン銀行・イーネット（注1）・ローソン ○ ○ × ３機関合算して50万円 ３機関合算して50万円（注2）

③ゆうちょ銀行 ○ × × 50万円 50万円（注2）

④他行（注3）（含磁気デビット） ○ ○ × 100万円 1〜100万円（注4）

（注１）イーネット提携コンビニエンスストア、ファミリーマート等設置のATM。
（注２）�任意設定額を50万円以上に設定した場合は50万円。任意設定額を50万円未満に設定した場合は、任意設定額と同額に�

なります。
（注３）イオン銀行でのご利用は、現金引出のみとなります。
（注４）他行においてご利用限度額を定めている場合は、その金額の範囲内になります。

※「利用限度額任意設定サービス」の詳細については、４ページ「■その他」をご覧ください。

●法人向カード1日あたりのご利用限度額
　法人向カードは、セブン銀行、イーネット、ローソン、イオン銀行ではご利用いただけません。

ご利用ＡＴＭ
ご利用可能取引

当初ご利用限度額 任意設定額
（利用限度額任意設定サービス）現金引出 振込 振替

①当行 ○ ○ ○

①〜③を合算して100万円（注1） ①〜③を合算して１〜100万円（注1）②ゆうちょ銀行 ○ × ×

③他行（注2）（含磁気デビット） ○ ○ ×
（注１）当行ＡＴＭでの振込・振替についてはご利用限度額に含まれます。
（注２）第一地方銀行でのみご利用いただけます。

※「利用限度額任意設定サービス」の詳細については、４ページの「■その他」をご覧ください。

　■ＩＣキャッシュカードご利用限度額
●個人向カード1日あたりのご利用限度額

ご利用ＡＴＭ 取引区分
ご利用可能取引

当初ご利用限度額 任意設定額
（利用限度額任意設定サービス）現金引出 振込 振替

①当行ＩＣ対応 ＩＣ ○ ○ ○ ①〜④を合算して
200万円

①〜⑥を合算して
1〜200万円②他行ＩＣ対応（注1）（注2）（含ＩＣデビット（注3）） ＩＣ ○ ○ ×

③セブン銀行・イーネット（注4）・ローソン ＩＣ ○ ○ × ３機関合算して
50万円

３機関合算して
50万円

④ゆうちょＩＣ対応 ＩＣ ○ × × 50万円 50万円

⑤ゆうちょＩＣ非対応 磁気ストライプ ○ × ×
0円（注5） 0〜50万円

⑥他行ＩＣ非対応（注2）（含磁気デビット（注3）） 磁気ストライプ ○ ○ ×
（注１）一部他行において、ＩＣ対応表示のあるＡＴＭであっても磁気ストライプ取引となるケースがあります。
（注２）イオン銀行でのご利用は、現金引出のみとなります。
（注３）�「ＩＣデビット」は加盟店のＩＣ対応デビット端末でのご利用、「磁気デビット」は加盟店のＩＣ対応デビット端末以外での�

ご利用となります。
（注４）イーネット提携コンビニエンスストア、ファミリーマート等設置のＡＴＭでご利用いただけます。
（注５）�磁気ストライプ取引（利用ＡＴＭ⑤〜⑥）のご利用限度額は、当初０円になっております。「利用限度額任意設定サービス」の

お申込みにより、磁気ストライプ取引のご利用が可能になります。

※「利用限度額任意設定サービス」の詳細については、４ページ「■その他」をご覧ください。
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●法人向カード１日あたりのご利用限度額
　法人向けカードは、セブン銀行、イーネット、ローソン、イオン銀行ではご利用いただけません。

ご利用ＡＴＭ 取引区分
ご利用可能取引

当初ご利用限度額 任意設定額
（利用限度額任意設定サービス）現金引出 振込 振替

①当行ＩＣ対応 ＩＣ ○ ○ ○
①〜③を合算して
200万円

①〜⑤を合算して
1〜500万円

②他行ＩＣ対応（注1）（含ＩＣデビット（注2）） ＩＣ ○
（注3）

○
（注3） × 200万円

③ゆうちょＩＣ対応 ＩＣ ○ × × 100万円 100万円

④ゆうちょＩＣ非対応 磁気ストライプ ○ × ×
0円（注4） 0〜50万円

⑤他行ＩＣ非対応（含磁気デビット（注2）） 磁気ストライプ ○
（注3）

○
（注3） ×

（注１）一部他行において、ＩＣ対応表示のあるＡＴＭであっても磁気ストライプ取引となるケースがあります。
（注２）�「ＩＣデビット」は加盟店のＩＣ対応デビット端末でのご利用、「磁気デビット」は加盟店のＩＣ対応デビット端末以外での�

ご利用となります。
（注３）第一地方銀行でのみご利用いただけます。
（注４）�磁気ストライプ取引（利用ＡＴＭ④〜⑤）のご利用限度額は、当初０円になっております。
　　　「利用限度額任意設定サービス」のお申込みにより、磁気ストライプ取引のご利用が可能になります。

※「利用限度額任意設定サービス」の詳細については、以下の「■その他」をご覧ください。

■その他
●１日あたりのご利用限度額に含まれるお取引
　◎代理人カードによるお取引金額も含みます。
　◎他行取扱手数料、振込手数料はご利用限度額に含みません。
　◎定期預金、積立定期預金へのお振替えは除きます。
　◎デビットカード加盟店でのご利用金額を含みます。

●１回あたりのご利用限度額
ご利用ＡＴＭ 現金引出 振込 振替

当行（注１）
ＩC 50万円 200万円 200万円
磁気ストライプ 50万円 100万円 100万円

セブン銀行（注２） 50万円 50万円 お取扱いできません。
イーネット・ロ−ソン（注３） 20万円 50万円 お取扱いできません。
ゆうちょ 50万円 お取扱いできません。 お取扱いできません。
他行（注４） 50万円 100万円 お取扱いできません。

（注１）定期預金へのお振替えは１回あたり999万9千円までとなります。
（注２）セブン銀行でのご入金につきましても、１回あたり50万円まで（50枚まで）のお取扱いとなります。
（注３）イーネット、ローソンでのご入金につきましては、１回あたり50万円まで（59枚まで）のお取扱いとなります。
（注４）他行においてご利用限度額を定めている場合は、その金額の範囲内となります。

●利用限度額任意設定サービス
　◎個人および法人のお客さまが１日１口座あたりのご利用限度額を自由に設定できるサービスです。
　◎以下の通りご自由に設定が可能です。
　　•磁気ストライプカードの場合：１万円〜100万円の間
　　•ＩＣキャッシュカードの場合：１万円〜200万円の間（個人向けカード）、１万円〜500万円の間（法人向けカード）

●事業者カードローン
　�　事業者カードローンのカードによる「現金お引出し」「お振込み」「お振替え」の１日あたりのご利用限度額は
100万円となります。なお、セブン銀行、イーネット、ローソン、イオン銀行、ゆうちょ銀行ではご利用いた
だけません。
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３．デビットカードご利用について
■デビットカードとは…
◎お買物やご飲食の際に、当行のバンクカードで直接お支払いいただけるとても便利なサービスです。
◎�多額の現金を持ち歩く必要がなく、預金残高以上に使い過ぎる心配もありません。

●ご利用時間

7：00〜23：00
※上記の時間内で365日いつでもご利用いただけます。
※加盟店によってご利用時間が異なる場合もございます。

●ご利用代金のお支払い
ご利用と同時にバンクカードの口座からお買物代金を引落し後、J-Debit（ジェイデビット）加盟店にお支払いさ
せていただきます。

●ご利用いただけるカード
東邦バンクカード（含む、随時返済型カードローン付・法人向カード）

■デビットカードご利用にあたってのご注意
◎�上記「ご利用代金のお支払い」のほか、一部の加盟店では「キャッシュアウト（加盟店レジでの現金引き出し）」の
ご利用が可能です。ただし、法人向けカードはキャッシュアウトのご利用はできません。
◎ご利用時ならびに通帳を記入された際に必ずご利用金額をご確認ください。
◎�１日あたりのご利用限度額は、バンクカードの種類（個人向カード・法人向カード）や設定内容（個人向カード
で「キャッシュカード利用限度額任意設定サービス」をご利用の場合）によって異なります。詳しくは、「2.�バ
ンクカード利用のご案内　（５）ご利用限度額のご案内」をご覧ください。
◎デビットカードのご利用を希望されない場合は、当行窓口までお申し出ください。
◎デビットカードによるお取引については、「デビットカード取引利用規定」により取扱いさせていただきます。
◎サービスの詳細についてはJ-Debitのホームページでもご確認いただけます。（https://www.debitcard.gr.jp/）

加盟店はこのマークが目印です
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■残高照会・入出金明細照会のご利用方法
項　　目 テレフォンバンキングセンター（自動音声） お客さまのプッシュボタン操作

①テレフォンバンキングセンター
　を呼び出す ➡ 024−541−3639（有料）

②サービスコードの入力
こちらは、東邦テレフォンバンキングサービスです。
「残高照会」をご希望の方は1と⃞♯を、「入出金明細照
会」をご希望の方は3と⃞♯を入力してください。

➡
〈残高照会〉
1⃞♯

〈入出金明細照会〉
3⃞♯

③店番号の入力 ご照会口座の３桁の店番号と⃞♯を入力してください。 ➡ 〈本店営業部の場合〉
101⃞♯

④口座番号の入力 ご照会口座の口座番号と⃞♯を入力してください。 ➡
お手持ちの口座番号を入力します。
⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞♯
※対象：普通預金、貯蓄預金

⑤暗証番号の入力 ご照会口座の４桁の暗証番号と⃞♯を入力してくださ
い。 ➡

お手持ちのカードの暗証番号を
入力します。
⃞⃞⃞⃞⃞♯

⑥ご照会への回答

〈残高照会の例〉
お待たせいたしました。
ご照会口座は、店名○○、○○預金、口座番号□
□□□□□□、残高△△△△△△円です。
続けて照会をされるには1と⃞♯を、もう一度お聞
きになるには3と⃞♯を、サービスメニューに戻る
には7と⃞♯を、テレフォンバンキングサービスを
終了されるには9と⃞♯を入力してください。

➡
〈終了する場合〉
9⃞♯

終了 お電話ありがとうございました。

４．便利なサービス
◎�東邦バンクカードをお持ちの個人のお客さまは、電話による残高照会など、下記のサービスをご利用いただけ
ます。

■サービス内容・ご利用時間
サービス内容 電話番号 受付時間 受付方法
残高照会

☎024−541−3639（有料） 　　平　日　9：00〜21：00
土・日・祝日　9：00〜17：00

コンピュータ音声自動受付
※１月１日〜３日はサービス休止入出金明細照会

住所変更受付（注1）（注2） あ0120−14−8656（無料）
　　平　日　9：00〜17：00
　　土・日　9：00〜16：00
※平日の祝日はサービス休止

オペレーター受付
※12月31日〜１月３日、
　５月３日〜５日はサービス休止

（注１）�当座預金、融資、ローン（カードローンを含む）、マル優・マル特、財形預金、投資信託等をご利用いただいているお客さまは、
ご利用できません。窓口での手続をお願いします。

（注２）�「住所変更」の場合は、オペレーター受付時に暗証番号を確認いたします。

　東邦銀行をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。お客さまとのお取引は、各種規定に基づ
いてお取扱いしております。
　各種規定は、ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

　　　　　　　　　　　　各種規定
　　　　　　　　　　　　https://www.tohobank.co.jp/kitei.html

５．各種規定のご確認のお願い
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