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合併に伴う三重銀＜法⼈＞インターネットバンキングシステム移⾏および⼀部⼿数料
改定のお知らせ

（2021年1⽉27⽇）

平素は、三重銀⾏をご利⽤いただきまして誠にありがとうございます。
 かねてよりお知らせの通り、弊⾏は2021年5⽉に第三銀⾏と合併し「三⼗三銀⾏」としてスタートする予定です。

 合併に伴い、ご利⽤いただいている法⼈インターネットバンキングシステムを新システム（第三銀⾏使⽤システム）へ移⾏させていただきま
す。（サービス内容に⼤きな変更はございません。）

 つきましては、新システムへの移⾏スケジュール等について下記の通りお知らせいたします。
 システム移⾏に伴い、新システムでの初期設定等、お⼿数をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

新システムで使⽤する仮パスワード等を封⼊した封書を2021年3⽉に郵送させていただく予定です。
 お⼿数をおかけしますが、封書が到着しましたら、改めて初期設定操作をしていただきますようお願い申し上げます。

（１）⽉額基本利⽤⼿数料（税込）
下表の通り、データ伝送サービス⽉額利⽤⼿数料を改定させていただきます。

ご利⽤サービス 合併後 現⾏ 増減
基本サービス（照会、資⾦移動等）のみ 1,100円 1,100円 変更ありません

基本＋データ伝送 3,300円 2,750円 ＋550円
基本＋でんさい 1,100円 1,100円 変更ありません

基本＋外為 3,300円 3,300円 変更ありません

 
（２）従量⼿数料（税込）
下表の通り、都度振込⼿数料を総合振込⼿数料と同額とさせていただきます。

 ⾦額 振込先⼝座 合併後 現⾏ 増減
都度振込

3万円未満
同⼀⽀店内 無料 無料 変更ありません
本⽀店間 110円 55円 ＋55円
他⾏宛て 330円 220円 +110円

3万円以上 同⼀⽀店内 無料 無料 変更ありません
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本⽀店間 220円 110円 +110円
他⾏宛て 550円 440円 +110円

総合振込

3万円未満
同⼀⽀店内 無料 無料

変更ありません

本⽀店間 110円 110円
他⾏宛て 330円 330円

3万円以上
同⼀⽀店内 無料 無料
本⽀店間 220円 220円
他⾏宛て 550円 550円

給与振込
同⼀⽀店内 無料 無料

変更ありません本⽀店間 無料 無料
他⾏宛て 110円 110円

（１）事前にご確認いただきたい事項について
① 利⽤者の移⾏について

 

現⾏システムに登録されている全ユーザを「利⽤者ユーザ」として新システムへ移⾏します。新システムに移⾏可能なユーザ数は8名までとなりま
すので、現⾏システムで9名以上登録しないようお願いします。2021年2⽉28⽇（⽇）時点の現⾏システム登録情報を新システムへ移⾏するため、
利⽤者名等を変更される場合は、現⾏システムで２⽉２８⽇（⽇）まで、もしくは４⽉以降（新システムでの利⽤者登録専⽤期間）に操作していた
だきますようお願いします。

  
② 振込先情報の移⾏について
 ＜移⾏対象先の確認依頼＞

 
現⾏システム画⾯上部メニュー[振込]もしくは[データ伝送サービス]内の画⾯「所属振込先⼀覧」の振込先情報が移⾏対象先となりますので、画⾯
上で移⾏対象となる振込先情報をご確認いただきますようお願いします。なお、振込先情報の内、「所属グループ」は移⾏されませんのでご了承願
います。

 ＜移⾏対象先の追加＞

 所属振込先⼀覧内の振込先情報をご確認いただき、⼀覧に登録されていない振込先を移⾏したい場合は、２０２１年４⽉３０⽇（⾦）までに現⾏シ
ステムより新たに振込先情報の登録をお願いします。

  
>>>事前にご確認いただきたい事項についての詳細はこちら
  
  
（２）＜法⼈＞インターネットバンキングサービス内容について
合併後の＜法⼈＞インターネットバンキングサービス内容について⼀覧がございます。
>>>詳細はこちら
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