みずほダイレクト
（2017 年 3 月 5 日現在）

［ご留意いただきたい事項］
当商品概要説明書はみずほダイレクトのサービス内容についての説明を目的とし、「金銭信託・投資信託・外貨預
金・特約付き外貨定期預金（対円取引）・特約付き外貨定期預金（クロス取引）・金利特約付き外貨定期預金・特約
付き円定期預金・国債」の商品勧誘を目的とするものではありません。当商品概要説明書に記載されている「金銭
信託・投資信託・外貨預金・特約付き外貨定期預金（対円取引）・特約付き外貨定期預金（クロス取引）・金利特約
付き外貨定期預金・特約付き円定期預金・国債」の商品には、お客さまにご負担いただく手数料等コスト、ならびに元
本割れのリスクなどがございます（国債については手数料はかかりません）。くわしくは店頭までお問い合わせくださ
い。「金銭信託・投資信託・外貨預金・特約付き外貨定期預金（対円取引）・特約付き外貨定期預金（クロス取引）・金
利特約付き外貨定期預金・特約付き円定期預金・国債」等については、別途店頭に説明書を用意しています。

１．商品名

みずほダイレクト

２．サービス概要

ひとつのご契約で、みずほ銀行全店の口座の各種照会・お取引・お問い合わせを、
パソコン・スマートフォン・みずほダイレクトアプリ（インターネットバンキング）、携帯電話端末
（モバイルバンキング）、電話（テレホンバンキング）等によりご利用いただけるサービスです。

３．ご利用いただける方

日本国内にお住まいの個人のお客さま
※屋号付きの口座など事業用としてお使いの口座や、同好会など団体名の口座等では、
お申し込みいただけません。
※外貨預金取引、投資信託取引、国債取引および宝くじサービスは満２０歳未満のお客さまは
ご利用いただけません。

４．サービス内容
および利用時間

後記「みずほダイレクトサービス内容およびご利用時間」ご参照

５．手数料

ご利用手数料： 無料
※振込手数料は別途かかります（後記「みずほダイレクト振込手数料」ご参照）。
※投資信託のお取引に際しては商品ごとに定められたお申込手数料などが必要となります。
※住宅ローン金利方式切換申込および一部繰上返済申込は、別途当行所定の取扱手数料
がかかる場合があります（後記「住宅ローン金利方式切換取扱手数料」、「住宅ローン一部
繰上返済取扱手数料」ご参照）。
※Pay-easy（ペイジー）税金・料金払込みサービスは収納機関または料金の種類によって
払込手数料が必要な場合があります。
※ネット振込決済サービスは、加盟店によって振込手数料がかかる場合があります。
※モバイル Suica 銀行口座チャージサービスのご利用には、振込手数料がかかる場合
があります。
※通帳の再発行には手数料がかかります。
※キャッシュカード、みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）の再発行には手数料が
かかります（ただし、みずほマイレージクラブ会員のお客さまでお取引条件を満たしている
場合は無料となります）。
※ご利用いただく際の通話料・接続料・パケット通信料などはお客さまのご負担となります
（フリーダイヤルをご利用の場合を除く）。

1

６．留意事項

・「みずほダイレクト規定」等をよくお読みのうえ、お申し込み・ご利用ください。
・本サービスの利用時間としてみずほ銀行が別途定めた時間内であっても、システム調整の
ためご利用できない場合があります。
・「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」に基づく本人確認が
行えない場合等、お取り扱いできない場合があります。
【外貨預金】
・外貨普通預金の口座開設、外貨定期預金の口座開設・預入、特約付き外貨定期預金の
預入の際は、必ず事前に「契約締結前交付書面」をご確認ください。
・外貨預金取引、外国送金取引は、一部の出張所等ではお取り扱いできません。
・外貨定期預金・特約付き外貨定期預金は満期日前の解約はお取り扱いできません。
・特約付き外貨定期預金のお取引には、事前に特約付き定期預金総合取引のお申し込みと
代り金引落口座の利用口座へのご登録が必要です。
【投資信託】
・投資信託受益権等の取得にかかわるお取引の際は、必ず事前に「投資信託説明書（交付
目論見書）」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」等をご確認ください。
・投資信託サービスのご利用には、事前に投資信託口座の開設と利用口座への登録が
必要です。
・投資信託口座の開設申込は、すでに投資信託口座をお持ちの場合など、お取り扱いできない
場合があります。
・投資信託口座の開設申込では、受付後にお客さま宛に送付する申込内容確認書を
ご本人さま確認書類とともにご返送いただく必要があります。
・投資信託は一部ご利用いただけない商品があります。
・投資信託取引は、一部の出張所等ではお取り扱いできません。
【国債】
・国債のご購入は事前に代表利用口座店での公共債口座（通帳式）の開設が必要です。
・国債のご購入の際は、必ず事前に「契約締結前交付書面」をご確認ください。
・国債の中途換金はみずほダイレクトではお取り扱いできません。
・国債を約定した場合、取り消しはできません。
・国債は一部ご利用いただけない商品があります。
【その他】
・住宅ローン金利方式切換申込および一部繰上返済申込には、対象ローンのご返済口座が
利用口座に登録されていることが必要です。
･Pay-easy（ペイジー）税金･料金払込みサービスにおける地方公共団体への払込みについて
は、各自治体が開設しているホームページからご利用いただく方法には対応しておりません。
※その他くわしくは、オペレーターもしくは窓口までお問い合わせください。

７．当行が契約している
指定紛争解決機関

一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 ０５７０−０１７１０９ または ０３−５２５２−３７７２
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みずほダイレクト［インターネットバンキング］ サービス内容およびご利用時間
● 土曜日 22：00〜翌日曜日 8：00、第１・４土曜日の 3：00〜5：00 はシステム調整のためご利用いただけません。
（上記以外の時間であっても、臨時のシステム調整のため、ご利用いただけない場合があります。）
サービス内容

土・日曜日、
祝日、振替休日

月曜日〜金曜日

24 時間＊３

残高照会＊１＊２・入出金明細照会＊１＊２
会員制サービスの特典内容照会＊１
お振込＊１＊２・お振替＊１＊２＊４

24 時間

定期預金・積立定期預金の預入・解約予約＊１など
外貨普通預金の
お取引＊１

米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・
オーストラリアドル・ニュージーランドドル

外貨定期預金の
お取引

米ドル・ユーロ

9：00〜21：00＊５

英ポンド・スイスフラン

11：00〜15：00＊５

みずほグローバル口座

9：00〜21：00

外貨普通預金を入金口座・
引出口座とするお取引

9：00〜21：00

外貨定期預金・特約付き定期預金の
お預け入れ、為替予約

9：00〜23：50

外貨定期預金のお引き出し
（円口座へ入金の場合）

公示相場公表＊６〜23:50

その他のお取引

24 時間

ご購入・ご解約・各種ご照会など
投資信託＊１

カードローン＊１

―

24 時間＊７

積立投信の新規申込・変更・中止
口座開設申込＊８
お借入

24 時間
0：00〜15：00

―
24 時間＊４＊５

ご返済
一部繰上返済申込＊９

住宅ローン

金利方式切換申込＊１０

24 時間

返済予定照会・お借入明細照会＊１１
Pay-easy（ペイジー） 税金・料金払込みサービス＊１＊１４
住所変更
通帳・カードの再発行＊１３
通帳・お届け印の発見お届け＊１３
公共料金口座振替
Yahoo!ウォレット口座振替申込
ネット口座振替受付サービス＊１＊１４
ネット振込決済サービス＊１＊４＊５＊１４
モバイル Suica 銀行口座チャージサービス＊４ ＊１５
マイページ
電子交付サービス
スーパーデビット＊１４ ＊１９
宝くじサービス＊２０
ご購入・各種ご照会
＊1 ：スマートフォン向けバンキングでもご利用いただけます。
＊2 ：みずほダイレクトアプリでもご利用いただけます。
＊3 ：外貨預金は平日 9：00〜21：00 のお取り扱いとなります。
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0：05〜23：55＊４

＊１２

24 時間

0：00〜2：00、4：00〜24：00＊１６
24 時間＊１７
24 時間＊１8
24 時間

（↓以下、続きます）
＊4 ：みずほインターナショナルキャッシュカードを発行している貯蓄預金からのお支払取引の場合、上記のほか、土曜日 21：00
〜22：00 はご利用いただけません
＊5 ：月曜日〜金曜日 15：00 以降受付分は翌営業日扱いとなります。
＊6 ：米ドルは 10:00 頃、その他通貨は 11:00 頃となります。
＊7 ：投資信託商品により、お取引可能な時間や当日扱いの受付時間が異なる場合があります。
＊8 ：スマートフォン向けバンキングではお取り扱いできません。パソコンからログインしてお申し込みください。
＊9 ：前回約定返済日（休日調整後）の翌営業日から約定返済日（休日調整後）の前営業日の前日までにお申し込みください。
＊10：次回約定返済日の金利発表日の翌営業日または前回約定返済日（休日調整後）の翌営業日のいずれか遅い日から約定
返済日（休日調整後）の前営業日の前日までにお申し込みください。
＊11：約定返済日前日 21：00〜当日 5：00 はご利用いただけません。また、条件変更お申込中の返済予定照会はご利用いただ
けません。
＊12：1 月 1 日 20：15〜1 月 2 日 6：15 はご利用いただけません。
＊13：通帳・カード・お届け印の盗難、喪失の場合には、直ちにみずほ銀行（フリーダイヤル 0120-415-415）および警察にお届
けください。
＊14：ご利用時間は、加盟店・収納機関によって異なります。
＊15：スマートフォン向けバンキングのみのお取り扱いとなり、おサイフケータイ対応の Android スマートフォンでご利用いただけま
す。ご利用には、JR 東日本への「モバイル Suica」の会員登録と JR 東日本が提供する専用アプリケーションのダウンロード
が必要となります。
＊16：月曜日 0：00〜6：00 はご利用いただけません。
＊17：マイページは、みずほダイレクトのシステムメンテナンス中はご利用いただけません。また、毎月第 3 日曜日 24 時〜翌月曜
日 6 時）もご利用いただけません。
＊18：電子交付サービスは、みずほダイレクトのシステムメンテナンス中はご利用いただけません。また、毎月第 3 日曜日 24 時〜
翌月曜日 6 時もご利用いただけません。
＊19：ご利用には、スーパーデビットのお申し込みと加盟店ごとのご契約が必要となります。
＊20：「ご照会」は、第４土曜日 22：00〜翌日曜日 8：00 のみご利用いただけません。また、数字選択式宝くじの「ご購入」は、上記
に加え 12 月 31 日〜1 月 3 日はご利用いただけません。

その他
みずほ銀行ホームページ（◇パソコンサイト https：//www.mizuhobank.co.jp/◇スマートフォン専用サイト
ログイン画面 https://www.mizuhobank.co.jp/sp/）にアクセスし、ログインボタンをクリック／タップ。
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おつかいの環境によってはご利用できない場合があります。
スマートフォンをご利用の場合、標準で設定されているブラウザをおつかいください。
(1)インターネットへの接続が可能なパソコンおよびブラウザソフト（SSL128ｂｉｔ方式の暗号処理を行うことが
できる以下のいずれかが必要になります。
◇Windows7
Internet Explorer11
◇Windows8.1
Internet Explorer11
◇Windows10
Internet Explorer11、Edge
◇上記の OS
FireFox50
Google Chrome54
◇MacOS X
Safari9
※上記のブラウザでの稼動を確認しておりますが、セキュリティ上は常に最新のブラウザをご利用い
ただくことを推奨いたします。
※各ブラウザは日本語仕様の製品バージョンに限ります（β版、テスト版はご利用できません）。
ご利用環境

(2)スマートフォン向けバンキングのご利用は以下の端末が必要になります。
◇iOS 搭載端末
iOS 9.2
＊ただし、投資信託のお取引は以下となります。
iOS 4.3、5.1
iPad iOS 5.1
※iPod touch もご利用いただけますが、正常に動作しない場合もございますので、ご了承ください。
※iPhone、iPad については、Mobile safari に最適化した web サイトのサービスです（iPhone のアプリケ
ーションではございません）。
◇ＮＴＴドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイル
Android 4.4、5.0、5.1
＊ただし、投資信託のお取引は以下となります。
Android 2.2、2.3、4.0
※Android については、Android 自体の不具合等にともない、正常に動作しない場合もございますの
で、あらかじめご了承ください（メニューなどのスライドリスト利用時に、スライドリストの下に隠れて
いる画面にある項目が選択される場合などがございますので、ご利用時には十分にご注意くださ
い）。
(3)電子メールアドレス（初回ご利用時に画面上でご登録が必要となります。）
(4)通信速度 28.8kbｐs 以上のインターネット接続環境を推奨（イントラネットなどネットワーク環境によっては、ご利
用いただけない場合があります。）

ワンタイム
パスワード

ワンタイムパスワードとは、みずほダイレクト[インターネット/モバイルバンキング]での振込、Pay-easy（ペイジ
ー）税金・料金払込みサービス、ネット振込決済サービスでの取引で第 2 暗証番号にかえて入力する、1回
限りで無効となるつかい捨てパスワードであり、第三者によるパスワード悪用などのリスクが小さくなります。
ワンタイムパスワードは「ワンタイムパスワードカード」もしくは「ワンタイムパスワードアプリ」をお申し込み(*)
いただくことで、ご利用いただけます。なお、ワンタイムパスワードカードには、トランザクション認証機能によ
り、登録振込先以外へのお振込時に、第三者がお振込先口座の情報を勝手に書換え、お客さまが意図し
ない口座へ振込という犯罪を防止する機能もあります。
(*)みずほダイレクト[インターネットバンキング]（パソコン）または店頭でお申し込みできます。なお、「ワンタ
イムパスワードアプリ」はみずほダイレクト[インターネットバンキング]（スマートフォン）からもお申し込みい
ただけます。新規発行手数料・ご利用料とも無料です。
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みずほダイレクト［モバイルバンキング］ サービス内容およびご利用時間
●土曜日 22：00〜翌日曜日 8：00、第１・４土曜日の 3：00〜5：00 はシステム調整のためご利用いただけません。
（上記以外の時間であっても、臨時のシステム調整のため、ご利用いただけない場合があります）
土・日曜日、
サービス内容
月曜日〜金曜日
祝日、振替休日

残高照会・入出金明細照会
会員制サービスの特典内容照会
お振込・お振替＊２
定期預金の預入など

24 時間
24 時間

外貨普通預金の
お取り引き

米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・
オーストラリアドル・ニュージーランドドル

外貨定期預金の
お取り引き

米ドル

みずほグローバル口座

9：00〜21：00
9：00〜21：00＊１

外貨普通預金を入金口座・
引出口座とするお取り引き

9：00〜21：00

外貨定期預金のお預け入れ、為替予約

9：00〜23：50

外貨定期預金のお引き出し
（円口座へ入金の場合）

公示相場公表＊３〜23:50

その他のお取り引き
外国為替相場・外貨預金金利の照会

24 時間
24 時間

投資信託基準価額照会
カードローン

―

お借入

0：00〜15：00

―
＊１ ＊2

ご返済

24 時間
＊２ ＊４＊６

0：05〜23：55＊５

Pay-easy（ペイジー） 税金・料金払込みサービス

ネット口座振替受付サービス＊２ ＊４ ＊６
ネット振込決済サービス＊２ ＊４ ＊６
モバイル Suica 銀行口座チャージサービス＊２ ＊４ ＊７
宝くじサービス＊９
ご購入・各種ご照会

24 時間
24 時間＊１
0：00〜2：00、4：00〜24：00＊８
24 時間

＊1:月曜日〜金曜日 15：00 以降受付分、および土・日曜日、祝日・振替休日受付分は翌営業日扱いとなります。
＊2:みずほインターナショナルキャッシュカードを発行している貯蓄預金からのお支払取引の場合、上記のほか、土曜日 21：00〜
22：00 はご利用いただけません。
＊3：米ドルは 10:00 頃、その他通貨は 11:00 頃となります。
＊4：「ｉモード」「ＥＺｗｅｂ」「Yahoo!ケータイ」でのお取り扱いとなります。
＊5：1 月 1 日 20：15〜1 月 2 日 6：15 はご利用いただけません。
＊6：ご利用時間は、収納機関や加盟店によって異なります。
＊7：ご利用には、ＪＲ東日本への「モバイル Suica」の会員登録とＪＲ東日本が提供する専用アプリケーションのダウンロードが必要
となります。
＊8：月曜日 0：00〜6：00 はご利用いただけません。
＊9：「ご照会」は、第４土曜日 22：00〜翌日曜日 8：00 のみご利用いただけません。また、数字選択式宝くじの「ご購入」は、上記
に加え 12 月 31 日〜1 月 3 日はご利用いただけません。

その他
ログイン
画面
ご利用環境
ワンタイム
パスワード

以下の手順でみずほ銀行のトップページにアクセスし、「モバイルバンキング」を選択。
ｉﾓｰﾄﾞ
ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ → ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ → みずほ銀行
EZweb
ｶﾃｺﾞﾘ（ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ） → ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾏﾈｰ → 都市銀行 → みずほ銀行
Yahoo!ｹｰﾀｲ
ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ → ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ → 都市銀行 → みずほ銀行
ＮＴＴドコモの「i モード」、ａｕの「ＥＺweb」、ソフトバンクモバイルの「Yahoo!ケータイ」が利用できる
携帯電話からご利用できます。
「[インターネットバンキング]サービス内容およびご利用時間 その他」 ご参照

6

みずほダイレクト［テレホンバンキング］ サービス内容およびご利用時間
● 土曜日 22:00〜翌日曜日 8:00、第１・４土曜日の 3:00〜5:00（およびオペレーターサービスについては 1 月 1 日〜3 日）は
システム調整のためご利用いただけません（上記以外の時間であっても、臨時のシステム調整のため、ご利用いただけない
場合があります）。 オペレーターサービスについては、12 月 31 日は、土・日曜日、祝日、振替休日の対応となります
（「住所変

オペレーターサービス

更」はご利

自動音声

サービス内容

用いただけま
せん）。メニ

サービス

月曜日〜金曜日

土・日曜日、祝日、
振替休日、12月31日

24 時間

9：00〜21：00

9：00〜17：00＊１

24 時間＊３＊４
0:10〜14:30＊５
24 時間＊３＊４
―

9：00〜21：00
9：00〜14：30
9：00〜21：00
9：00〜21：00

9：00〜17：00
―
9：00〜17：00
9：00〜17：00

―

9：00〜21：00

9：00〜17：00＊６

9：00〜21：00

―

11：00〜15：00

―

9：00〜21：00

―

11：00〜15：00

―

ュー
1＃ 01＃ 残高照会
2＃
入出金明細照会
お振込・お振替＊２
3＃

11＃

カードローン

お借入
ご返済＊２

公共料金口座振替受付
預入・解約予約など＊２
定期預金・
積立定期預金
お問い合わせ

9：00〜21：00＊５

外国為替相場（米ドル・ユーロ）のご照会
外国為替相場（その他通貨）のご照会

11：00〜15：00

外貨預金金利（米ドル・ユーロ）のご照会

24 時間

外貨預金金利（その他通貨）のご照会
＊７＊８

米ドル・ユーロ
外貨預金の
口座開設・預入など
その他の通貨
外貨定期預金の為替予約
外貨定期預金の満期日取扱方法変更
特約付き外貨定期預金
米ドル・ユーロ
の預入＊９
米ドル・ユーロ・円建
外国送金＊９
その他の通貨
13＃1＃
投資信託基準価額のご照会
ご購入・ご解約など
投資信託
積立投信の新規申込・変更・中止
13＃2＃
投資信託説明書（交付目論見書）
等のご請求・お問い合わせ
13＃2＃ 国債のご購入・お問い合わせ＊９
住宅ローン金利方式切換申込・
一部繰上返済申込
31＃
各種ローン
ローン金利照会・お問い合わせ

１2＃

―

＊５

9：00〜21：00
11：00〜15：00
9：00〜15：00
9：00〜21：00
9：00〜15：00

24 時間
―
―
―

11：00〜15：00
―
9：00〜15：00
―
9：00〜17：00
9：00〜15：00

―

9：00〜17：00

―

9：00〜21：00

9：00〜17：00
9：00〜17：00

住所変更

88＃

各種届出・その他の
お問い合わせ

―

（日曜日・祝日・
振替休日を除く）

みずほダイレクトご利用カード・
キャッシュカード喪失のお届け＊１0
ATM ご利用限度額変更
デビットカードご利用限度額変更

―

9：00〜21：00
9：00〜17：00

＊1:外貨預金の照会については、ご利用時間が月曜日〜金曜日 9：00〜21：00 のみとなります。
＊2:月曜日〜金曜日 14:30 以降受付分、および土・日曜日、祝日、振替休日受付分は翌営業日扱いとなります。
＊3：みずほインターナショナルキャッシュカードを発行している貯蓄預金口座からのお支払取引の場合、上記のほか、土曜日 21：
00〜22：00 はご利用いただけません。
＊4：23：50〜翌 0：10 はご利用いただけません。
＊5：土・日曜日、祝日、振替休日はご利用いただけません。
＊6：解約予約は日曜日、祝日、振替休日はご利用いただけません。
＊7：米ドル・ユーロの外貨定期預金満期日当日の解約は月曜日〜金曜日の 9:00〜15:00 となります。
（↓以下、続きます）
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＊8：月曜日〜金曜日 15:00 以降受付分は翌営業日扱いとなります。
＊9：インターネット支店ではお取り扱いしておりません。お問い合わせは月曜日〜金曜日の 9：00〜17：00 となります。
＊10：時間外はフリーダイヤル 0120-415-415（または 03-5500-3737［通話料有料］）までご連絡ください。

その他
フリーダイヤル ０１２０−８９８−３２４
海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は
０３−３２１１−６３２４（通話料有料）

ご利用環境

・ダイヤル回線をご利用の場合は､電話がつながり次第「トーン」「 」「PB」等いずれかのボタンを押し、
「プップップッ」と切り替わってからご利用ください。
・プッシュトーン切り替えができない電話機では、本サービスをご利用できませんのでご注意ください。
・携帯電話・PHS は通信が切れやすいので、お振込・お振替などのサービスをご利用の際は
ご注意ください。

＊

電話番号

みずほダイレクト振込手数料

（消費税等を含む）

3 万円未満 （1 件につき） 3 万円以上 （1 件につき）
・インターネットバンキング
・モバイルバンキング
・テレホンバンキング
（自動音声サービス）
・テレホンバンキング
（オペレーターサービス）

みずほ銀行同一支店宛 （注）
みずほ銀行本支店宛

無料
108 円

無料
216 円

他行宛（電信扱い）

216 円

432 円

108 円

324 円

432 円

648 円

みずほ銀行同一支店宛 （注）
みずほ銀行本支店宛
他行宛（電信扱い）

(注)みずほ銀行同一支店宛とは、振込金額の引出口座と振込先口座が同じ支店にある場合です。
旧みずほ銀行の支店と旧みずほコーポレート銀行の支店間のお取引は、すべて本支店扱いとなります。

●旧みずほコーポレート銀行宛のお振込はみずほ銀行本支店宛の振込手数料と同一（共通）となります。
●みずほダイレクトの利用口座（代表利用口座を含む）間の振替は手数料無料でご利用いただけます。
◎みずほマイレージクラブ会員の方は、各種預金残高等のお取引状況＊１に応じて、みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ＊２・み
ずほダイレクトご利用時のみずほ銀行本支店宛の振込手数料が無料になる等の、「うれしい特典」をご利用いただけます。く
わしくは店頭またはみずほ銀行ホームページ（https://www.mizuhobank.co.jp/mmc/）でご確認ください。
＊1:毎月、月末時点のお取引状況を判定します。
＊2:イオン銀行ＡＴＭでお振り込みの場合、所定の振込手数料・時間外手数料が引き落とされますが、翌営業日付けで、引き落
とされた手数料がお取引口座に返金されます。なお、競走事業電話投票制度用専用口座の残高確定時には、キャッシュバ
ック金額が反映されない場合があります。

Ｐａｙ-ｅａｓｙ（ペイジー）税金・料金払込みサービス払込手数料
（収納機関または料金の種類によって払込手数料が必要な場合があります。）

（消費税等を含む）

3 万円未満（1 件につき）

3 万円以上（1 件につき）

108 円

216 円

・インターネットバンキング
・モバイルバンキング

ワンタイムパスワードカード
（消費税等を含む）

ワンタイムパスワードカード（紛失による再発行手数料）

1,080 円

●新規発行手数料やご利用手数料等はかかりません。
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住宅ローン条件変更申込取扱手数料
■金利方式切換
（消費税等を含む）

・インターネットバンキング
・テレホンバンキング

一律 （1 件につき）
無料
10,800 円

■一部繰上返済
（消費税等を含む）

選択中の金利方式の種類
変動金利方式

インターネット
バンキング

返済額

テレホンバンキング＊２
5,400 円／1 件

返済額にかかわらず、一律

固定金利選択方式
全期間固定金利方式
上限金利設定方式＊１

元金返済額：100 万円未満

10,800 円／1 件

元金返済額：100 万円以上 1,000 万円未満

32,400 円／1 件

固定金利選択方式の適用期間終了日
または
上限金利設定方式の設定期間終了日で、
切換後の適用金利が変動金利の場合

返済額にかかわらず、一律

元金返済額：1,000 万円以上

無 料

54,000 円／1 件

5,400 円／1 件

＊1:上限金利設定方式をご利用の場合は、みずほダイレクト［テレホンバンキング］ではご利用いただけません。
＊2:ご融資時に一部前払い保証料をお支払いいただきましたお客さまにつきましては、戻し手数料のご返戻に際して、別
途保証会社事務手数料（10,800 円／消費税を含む）がかかります。

◎一部繰上返済、金利方式切換、一部繰上返済・金利方式切換同時お申し込みとあわせてお申し込みいただく場合、
返済額増額指定サービスが手数料無料でお手続きいただけます。

通帳・カードの再発行手数料
（消費税等を含む）

1 件につき
通帳
1,080 円
キャッシュカード
1,080 円
カードローンカード
無料
みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）
1,080 円
●ただし、みずほマイレージクラブ会員のお客さまでお取引条件を満たしている場合、キャッシュカード、みずほマイレージクラブ
カード（クレジットカード機能付きキャッシュカード）の再発行手数料は無料となります。
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