
※対応信用金庫については信用金庫一覧をご確認ください。　
[サービス提供時間について] 

【定期休止】
・1月1日 20:15 ～ 1月2日 05:40
・6月第3日曜日　00:00 ～ 05:40（早朝帯）
・9月第3日曜日　00:00 ～ 05:40（早朝帯）
・その他の計画停止（クリックするとページを表示します）

 （2023.4.3更新）

サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用

2 0005 三菱UFJ銀行 開始済
　365日
　毎月第2土曜日21:00～翌日07:00を除く
　全時間帯

11桁 14日程度

3 0009 三井住友銀行 開始済
　365日
　毎週日曜日 21:00～翌日07:00 を除く全時間帯

11桁 20日程度

4 0010 りそな銀行 開始済

　月～金　00:00～24:00
　土曜日　00:00～23:00
　日曜日　08:00～24:00

　（年始）
　曜日毎の条件に加え1/1 21:00 ～ 1/2 5:30は取扱不可

11桁 28日程度

5 0017 埼玉りそな銀行 開始済

　月～金　00:00～24:00
　土曜日　00:00～23:00
　日曜日　08:00～24:00

　（年始）
　曜日毎の条件に加え1/1 21:00 ～ 1/2 5:30は取扱不可

11桁 28日程度

6 0116 北海道銀行 開始済

　365日　　以下を除く全時間帯
　毎月第1・第3月曜日の2時～6時
　以下の祝日・休日前日の日曜日23時～祝日・休日8時
　1月第2月曜日（成人の日）、7月第3月曜日（海の日）、
　9月第3月曜日（敬老の日）、10月第2月曜日（体育の日）

11桁 30日

7 0117 青森銀行 開始済
　平日　08:00～21:00
　土・日・祝日・年末年始　09:00～19:00

11桁 14日程度

8 0118 みちのく銀行 開始済
　平日　08:30～21:00
　土・日・祝日及び12月29日～1月3日は休止

11桁 18日程度

9 0119 秋田銀行 開始済

　平日　　    08:00～21:00
　土日休　　 09:00～19:00
　年末年始  09:00～19:00
  ただし、5/3～5/5は終日利用不可

11桁 14日程度

10 0120 北都銀行 開始済

　平日　       　   08:00～21:00
　土・日・祝日　　 09:00～19:00
　年末12/31　　  09:00～19:00
  年始1/1～1/3　終日利用不可

11桁 16日程度

11 0125 七十七銀行 開始済

　平日　　 08:30～21:00
　土曜日　08:30～21:00

日・祝日終日取扱不可 別途計画停止を行う場合がございま
す。

11桁 25日程度

12 0126 東邦銀行 開始済 　　365日　07:00～23:00 11桁 2週間程度

リアルタイム口座振替方式（ダイレクト方式）対応金融機関一覧［銀行］

　リアルタイム口座振替サービスは、マルチペイメントネットワークを利用しており、当該ネットワークのシステム側において、定期休止時間を
設けております。これに伴い、以下の時間帯はリアルタイム口座振替を利用できません。また、臨時休止を設けることがあります。

コード・金融機関名

1 0001 みずほ銀行 開始済 11桁

　以下の時間帯を除き24時間稼動
　・土曜日22:00～翌日曜日8:00
　・第１・第４土曜日3:00～5:00
　・1月1日21:00～翌1月2日5:30
　・祝祭日は該当曜日の利用可能時間を適用

[対応金融機関一覧について]

　下記一覧に記載が無い金融機関はリアルタイム口座として利用できません。

10日～2週間程度
2020年3月17日
運用時間変更
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

(～2020/6/14)
 普通預金
　平日                   08:00～23:00
　土・日・祝日　　　   09:00～21:00
　年末(12/31) 　　    09:00～21:00
　年始（1/1～1/3）   09:00～17:00

 当座預金
　平日　                 08:00～15:00
　土・日・祝日　        終日取扱不可

(2020/6/15～)
毎月第3土曜日23:00～翌日日曜日8:00を除く
00:30～23:30 (当座預金は平日のみ)

14 0129 足利銀行 開始済

　365日　0:00～24:00
　以下を除く時間帯
　毎月第2・第3土曜日21:00～翌日曜日8:00
　毎年1月1日21:00～1月2日8:00

11桁 2週間程度

15 0130 常陽銀行 開始済
  平日　07:00～23:00
　土・日・祝日・年末年始　08:00～21:00

11桁 20日程度

 普通預金
　月曜日　08:00～24:00
　火～金　02:00～24:00
　土曜日　02:00～24:00
　日曜日　02:00～19:00
　祝日・年末年始も同様の運用

 当座預金
　月曜日　08:00～15:30
　火～金　02:00～15:30
　土・日・祝日・当行休業日　終日取扱不可

18 0135 千葉興業銀行 開始済
　365日
　毎週日曜日21:00～翌月曜日6:00を除く全時間帯 12桁 2週間程度

20 0138 横浜銀行 開始済

　365日
　以下を除く全時間帯
　・毎月第1・第3月曜日　02:00～06:00
　・ハッピーマンデーの前日　23:00～08:00

11桁 24日程度

【2020年12月31日まで】
普通預金：月　　　  7:00～23:45
　　　　　　 火～土　0:15～23:45
　　　　　　 日　　　  0:15～21:00
当座預金：月　　　  7:00～15:00
　　　　　　 火～金  0:15～15:00
　　　　　　 平日以外（土・日・祝・銀行休業日）は取引不可

【2021年1月4日 7:00～】
月曜日 7:00～23:45
火～土 0:15～23:45
日曜日 0:15～21:00

※なお、金融機関合併における口座利用については下記URLの
留意点も合わせてご参照ください
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/docs/202012070
0039/

22 0141 北越銀行
2020年12月31日

サービス終了

　365日　以下を除く全時間帯
　・毎月第1・第3月曜日　02:00～06:00
　・月曜日が祝日のときの
　　前日曜日　21:00～翌日 06:00

11桁 14日程度

合併に伴い、サービス終
了（2021年1月1日以降、
第四北越銀行としてサー
ビス提供）

  平日            07:00～23:00
  土・日・祝日   07:00～23:00
  年末年始　    07:00～23:00

きらぼし銀行

0134

武蔵野銀行0133

0140

0137

28日程度13

16

第四北越銀行

11桁

開始済

17 13日程度

11桁

2020年6月15日
運用時間変更

2021年1月4日より合併に
伴い運用時間帯変更

11桁

10桁

0128 群馬銀行 開始済

2018年5月1日
07:00～

より提供開始

千葉銀行 開始済

　月曜日　　　　07:00～23:55
　火～土曜日  00:05～23:55
　日曜日      　00:05～21:00

16日程度

21

19

11桁

13日程度

開始済 18日程度
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

23 0142 山梨中央銀行 開始済 　365日　08:00～21:00 11桁 28日程度

24 0143 八十二銀行 開始済

　月曜日　07:00～23:55
　火～金　00:05～23:55
　土曜日　00:05～23:55
　日曜日　00:05～21:00
　祝日　該当の曜日と同一の時間帯

11桁 20日程度

25 0144 北陸銀行 開始済

　365日
　以下を除く全時間帯
　・毎月第1・第3月曜日　02:00～06:00
　・ハッピーマンデーの前日　23:00～08:00

11桁 20日程度  

26 0145 富山銀行 開始済

　365日　以下を除く全時間帯
　※1　年2回、ハッピーマンデー前日日曜日の
　　　　 21：00～6：00
  ※2　毎月第1、第3月曜日の2：00～6：00

11桁 15日程度

　普通預金
　　365日　07:00～23:00

　当座預金
　　平日　07:00～23:00
　　土・日・祝日　終日不可

28 0147 福井銀行 開始済 　365日　00:00～24:00 11桁 18日程度

　365日　00:30～23:30
　以下を除く時間帯
　・毎月第1・第3日曜日　00:00～08:00
　・当行休業日　04:00～05:00

　（年始）
　1/1～1/3　00:00～09:00、17:00～24:00

30 0150 スルガ銀行 開始済
　平日　00:30～23:30
　土休日及び年末年始　09:00～21:00
　※臨時メンテナンスにより休止時間あり

11桁 15日程度

32 0152 大垣共立銀行 開始済
　365日　月～土　07:00～24:00
　　　　　　日　　　　07:00～21:00
　* 納税準備預金は取扱不可

10桁 16日程度

33 0153 十六銀行 開始済

　月曜日　07:00～24:00
　火～金　00:00～24:00
　土曜日　00:00～21:00
　日曜日　08:45～21:00
　　*祝日は当該曜日のサービス時間に準ずる。
　　*12/31、5/3は00:00～21:00
　　*1/1～1/3、5/4～5/5は08:45～21:00
　　*1/4、5/6は07:00～24:00
　　*年末年始、ＧＷは曜日により時間帯が短くなる可能性あり
　　（例：12/31が月曜日の場合=07:00～21:00）

11桁 16日程度

34 0154 三十三銀行 開始済

　365日　0:15～23:45
　以下の時間帯は使用不可
　・毎週月曜日　2：00～6：00
　・ハッピーマンデーの前日21：00～翌7：00
　・1/1～1/3　終日

11桁
\99,999,999,999

13日程度
2021年5月1日より合併に
伴い金融機関名営業時
間変更。

35 0155 百五銀行 開始済 　365日　07:00～23:00 11桁 28日程度

36 0157 滋賀銀行 開始済
　月曜日から金曜日 08:00～21:00
  土・日・祝祭日、12月31日～1月3日は取扱い致しません。
　また、別途計画停止を行うことがあります。

10桁
(納付額

2,147,483,647円
が上限)

16日程度

37 0158 京都銀行 開始済
　365日
　毎週月曜日 02:00～06:00 を除く全時間帯

11桁 15日程度

静岡銀行

0151

0149

開始済

0146

29

31 10桁
2020年7月20日
運用時間変更

15日程度

　平日　0:30～23:30
　土・日・祝日　0:30～23:30
　以下を除く時間帯
　毎月第1日曜日23:30～翌日月曜日5:00
　毎月第3日曜日23:30～翌日月曜日7:00

　1月1日から1月3日は終日利用不可

開始済27

13日程度11桁

11桁北國銀行 18日程度

清水銀行

開始済
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

38 0159 関西みらい銀行 開始済

　月曜日　00:00～24:00
　火～金　00:00～24:00
　土曜日　00:00～23:00
　日曜日　08:00～24:00

（年始）
　曜日毎の条件に加え1/1 21:00 ～ 1/2 5:30は取扱不可

11桁 28日程度

39 0161 池田泉州銀行 開始済

　365日　00:00～24:00
　以下を除く時間帯
　・毎月第1・第3月曜日02:00～06:00
　・ﾊｯﾋﾟｰﾏﾝﾃﾞｰの前日21:00～06:00

11桁 15日程度

　普通預金
　 平日 　 07:00～23:00
   土休日 07:00～21:00

　当座預金
　 平日 　 07:00～17:00
   土休日 終日不可

41 0163 紀陽銀行 開始済

　平日　07:00～23:00
　土・日・祝日　09:00～19:00
　12/31　09:00～19:00
  5/3～5/5　09:00～19:00
  ※1/1～1/3　終日取扱不可

11桁 20日程度

42 0164 但馬銀行
2023年3月1日
より提供開始

　平日     0:00～24:00
　土休日  0:00～24:00
＜利用不可時間＞
①毎月第1・第3月曜日　2：00～6：00
②7月・10月・2月　第2週土曜日21：00～日曜日6：00（※）
※日曜日の翌日が第3月曜日の場合、
第3週土曜日21：00～日曜日6：00

11桁 12日程度
2023年3月1日
対応金融機関として新た
に追加

44 0167 山陰合同銀行 開始済 　365日　07:00～21:00 11桁 20日程度

 普通預金・納税準備預金
　平日　08:00～23:00
　土・日・祝日　09:00～19:00

 当座預金
　平日　08:00～15:30
　土・日・祝日　終日取扱不可

47 0170 山口銀行 開始済

　平日　00:00～24:00
　土曜　00:00～21:00
　日曜　07:00～24:00
　祝日　曜日対応
　12月31日　曜日対応～21:00
　1月1日　07:00～21:00
　1月2日　07:00～曜日対応

11桁 18日程度

11桁 22日程度
2020年3月2日
使用不可期間変更

20日程度

40

45

43

0162 南都銀行

0169 20日程度開始済
 普通預金・当座預金
　365日　07:00～21:00

　月曜日　07:00～23:55
　火～金　00:05～23:55
　土曜日　00:05～23:55
　日曜日　00:05～21:00
　祝日　該当の曜日と同一の時間帯

11桁

鳥取銀行 開始済

広島銀行

48 0172 阿波銀行

0168 中国銀行 開始済 18日程度

0166

  普通預金・当座預金共通
　平日　00:00～24:00
　土・日・祝  00:00～24:00
  年末年始  00:00～24:00

(使用不可期間 2020/4/1より)
・毎月第1・第3月曜日の2:00～6:00
・ハッピーマンデーの前日21:00～当日6:00
・2020年4月18日(土) 21:00～19日(月)6:00
・2020年11月22日(日)21:00～23日(月)6:00

11桁 23日程度開始済

11桁

開始済 11桁

46
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

49 0173 百十四銀行 開始済

　365日
　以下を除く時間帯
　・毎月第2、第3土曜日　21:00～翌日07:00
　・1/1 21:00 ～1/2 07:00

11桁 16日程度

50 0174 伊予銀行 開始済
  平日　8:30～20:59
　（土・日・祝日および年末年始は利用不可）

11桁 18日程度

51 0175 四国銀行 開始済

　365日
  以下を除く全時間帯
  ・毎月第1、3月曜日　2:00～6:00
  ・長時間計画停止時（ハッピーマンデー）
　  日曜日21:00～翌月曜日6:00

12桁 22日程度

53 0179 佐賀銀行 開始済 　365日　7:00～23:00 11桁 16日程度

54 0180 十八銀行
～2020年9月30日

運用終了
　平日　08:00～21:00
　土・日・祝日・年末年始　08:00～19:00

11桁 28日程度

2020年9月30日
合併に伴い運用終了。以
降、金融機関コード
「0180」は使用不可

 普通預金
　365日　07:00～21:00
　以下を除く時間帯
　・12/31 17:00～1/4 8:00

 当座預金
　平日　07:00～15:00
　土・日・祝日　終日取扱不可

　（年末年始）
　12/31 17:00～1/4 8:00 取扱不可

57 0183 大分銀行 開始済
　365日　以下を除く全時間帯
　・毎月第1・第3月曜日　02:00～06:00
　・月曜日が祝日の時の前日曜日　21:00～翌日06:00

11桁 22日程度

58 0185 鹿児島銀行 開始済
  24時間365日
　但し、以下を除く
　第3月曜日　00:00～05:00

11桁 28日程度

 普通預金
　平日　07:00～23:40
　土・日・祝日・年末年始　08:00～21:00

 当座預金
　平日　07:00～23:40
　土・日・祝日・年末年始　08:00～21:00

 普通預金
　平日　08:00～22:00
　土・日・祝日　09:00～20:00
　年末年始　終日取扱不可

 当座預金
　平日　08:00～22:00
　土・日・祝日　終日取扱不可
　年末年始　終日取扱不可

61 0190 西日本シティ銀行 開始済
　平日　07:00～23:00
　土・日・祝日・年末年始　08:00～21:00

11桁 2週間程度

0182 11桁

11桁

肥後銀行

開始済52 0177 福岡銀行

開始済

開始済

0187

12日程度

16日程度

11桁

11桁 20日程度

13日程度

16日程度

2020年10月1日
合併に伴い「十八親和銀
行」へ名称変更

開始済56

沖縄銀行018860

 普通預金・当座預金
　365日　07:00～21:00

開始済十八親和銀行   365日　07:00～21:00018155 11桁

琉球銀行59
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

62 0191 北九州銀行 開始済

　平日　00:00～24:00
　土曜　00:00～21:00
　日曜　07:00～24:00
　祝日　曜日対応
　12月31日　曜日対応～21:00
　1月1日　07:00～21:00
　1月2日　07:00～曜日対応

11桁 18日程度

63 0310
ＧＭＯあおぞらネッ

ト銀行
開始済

平　 日　00:00～23:45
土休日　00:00～23:45

下記のメンテナンス時間以外となります。
毎日 23：45～0：00
毎月 第1、第3月曜日 1：45～6：00
毎月第2土曜日　21：50～翌日曜日　6：00
1月 1、2、3日 0：00～8：00、18：45～24：00
5月 3、4、5日 1：45～6：00
6月 第3日曜日 0：00～5：30
9月 第3日曜日 0：00～5：30

11桁 33日程度 

64 0501 北洋銀行 開始済

【普通預金・納税準備預金】
　・平日・土・日・祝日　0:00～24:00
　・年末年始　0:00～24:00
ただし、毎月第2、第3日曜日の21:00～翌月曜日7:00まではサー
ビス停止
【当座預金】
・月～金曜日　0:00～15:30
ただし、毎月第2、第3日曜日の翌月曜日は7:00～15:30・土・日・
祝日・銀行休業日はサービス停止

11桁 22日程度
2023年1月4日
運用時間変更

　365日　08:30～21:00

　（年末年始）
　12/31 17:00～1/4 08:00 取扱不可

66 0509 北日本銀行 開始済

　平日　00:15～23:45
　土曜/祝日  00:15～23:45
　
  (以下時間帯を除く)
  毎日23:45～翌日00:15
  第2、第3日曜日 23:00～翌日 07:00
  毎年12月31日 23:45～ 1月4日 00:15

11桁 28日程度

2020年11月1日
対応金融機関として新た
に追加

　365日　08:00～21:00

  (年末年始)
  12/31 17:00～ 1/4 08:00 取扱不可

68 0525 東日本銀行 開始済
　平日　08:00～23:00
　土・日・祝日・年末年始　09:00～21:00

11桁 20日程度

69 0530 神奈川銀行 開始済

　365日　0:00～24:00
　以下を除く時間帯
　・毎月第1、第3月曜日の早朝(02:00～06:00）
　・原則2月、7月、10月の第2週の土曜日21:00～日曜日06:00
　ただし、2022年10月は22日(土）21:00～23日（日）06:00

11桁 28日程度
2022年8月15日
対応金融機関として新た
に追加

  普通預金
   365日　07:00～22:00

  当座預金
   平日　07:00～22:00
   土・日・祝日　終日不可

71 0538 静岡中央銀行 開始済   平日　09:00～21:45 11桁 20日程度

72 0542 愛知銀行 開始済

　365日
　以下を除く全時間帯
　・毎月第1・第3月曜日　02:00～06:00
　・月曜日が祝日のときの
　　前日曜日　21:00～翌日　06:00

11桁 2週間程度

73 0543 名古屋銀行 開始済
　平日　07:00～23:00
　土・日・祝日・年末年始　08:00～21:00

11桁 2週間程度

74 0544 中京銀行 開始済

　365日　00:15～23:45
　以下を除く時間帯
　・月曜日02:00～07:00
　・第2・第3日曜日23:00～07:00
　・第3日曜日00:15～06:00
　・ハッピーマンデーの前日21:00～07:00
　・12月31日23:45～1月4日00:15

11桁 15日程度

栃木銀行

開始済 21日程度

0517 20日程度

10桁

開始済

052267

70 0534 10桁

京葉銀行

11桁65

開始済富山第一銀行 16日程度
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サービス開始日 サービス提供時間
取扱可能金額

桁数
申込～利用開始

までの日数
特別運用コード・金融機関名

75 0546 第三銀行
2021年4月30日

にてサービス終了

　365日　0:15～23:45
　以下を除く時間帯
　・毎週月曜日　2：00～6：00
　・ハッピーマンデーの前日21：00～翌7：00
　・1/1～1/3　終日

11桁 13日程度

合併に伴い、サービス終
了。2021年5月6日以降、
（0154）三十三銀行として
サービス提供。

76 0554 関西アーバン銀行
2019年3月31日

にてサービス終了
　365日　08:00～21:00 11桁 20日程度

サービス終了（設定不
可）

77 0562 みなと銀行 開始済

　平日　　       00:10～23:50
　土・日・祝日　00:10～23:50
  年末年始　　 00:10～23:50
　ただし、日曜21:00～月曜07:00は休止

10桁 20日程度

78 0569 もみじ銀行 開始済

　平日　00:00～24:00
　土曜　00:00～21:00
　日曜　07:00～24:00
　祝日　曜日対応
　12月31日　曜日対応～21:00
　1月1日　07:00～21:00
　1月2日　07:00～曜日対応

11桁 18日程度

79 0572 徳島大正銀行 開始済

　365日　00:15～23:45
　以下を除く時間帯
　・第2第3日曜日　23:00～翌07:00
　・第3日曜日の前日　23:00～翌06:00
　・ハッピーマンデーの前日　21:00～翌07:00
　・12/31 23:45～1/4 　0:15

11桁 13日程度

80 0573 香川銀行 開始済

　365日　00:15～23:45
　以下を除く時間帯
　・毎月第2、第3日曜日　23:00～翌07:00
　・毎月第3日曜日の前日　23:00～翌06:00
　・ハッピーマンデーの前日　21:00～翌07:00
　・12月31日　23:45 ～ 1月4日　00:15

11桁 15日程度

　普通預金
　365日　8:30～21:00

　当座預金・納税準備預金
　 平日　8:30～21:00
　 土休日　終日取扱不可

83 0121 荘内銀行 開始済 　365日　00:00～24:00 11桁 30日程度

84 0122 山形銀行 開始済
　平日　8:30～21:00
　（土・日・祝日および年末年始は利用不可）

11桁 22日程度

対応金融機関の口座のみ利用できます。また、金融機関によりサービス提供時間の制限が異なります。
なお、「申込～利用開始までの日数」は目安であり、登録手続き状況により前後する場合があります。

・ 金融機関ごとに取扱い金額の上限があります。取扱可能金額桁数をご確認ください。

・ 当座貸越設定口座の貸越利用可否は、各金融機関にお問合わせ下さい（弊社システム上の制限はありません）。

 1つの口座を、同一法人の別のコード番号でも使用する場合には、口座複数利用可能者登録が必要となります。

　問い合わせ対応時間　24時間365日

 普通預金・当座預金
　365日　07:00～21:00

開始済

　
　ヘルプデスク  　 　 0120-794-550

1. 対応金融機関とサービス提供時間等

2. 取扱金額の上限と利用口座の制限

3. 口座複数利用可能者登録について

4. 本件に関するお問い合せ先

16日程度11桁

15日程度81 0576 愛媛銀行 開始済

11桁

納税準備預金
は8桁

(\90,000,000）

82 0587 熊本銀行
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