
MUSASHINO BANK

提携金融機関・他業態とのATM業務提携
当行のキャッシュカードは、提携金融機関やコンビニATM、JR東日本の駅のATMでもご利用できます。

当行のお客さまが以下の提携銀行のATMにて、
また、提携銀行のお客さまが当行のATMにて
キャッシュカードによる「お引出し」「お振込み」を
ご利用の場合、「ご利用手数料」・「お振込手数料」が
割引きとなります。

地方銀行他行との提携お引出し
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お預入れ提携先 お振込み 残高照会
E-netATM
イーネットマークのあるコンビニエンスストアやスーパー等イーネットマークのあるコンビニエンスストアやスーパー等 ○

○
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○

○

○
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ローソンATM

セブン銀行ATM

全国キャッシュサービス（MICS）
全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等
（一部ご利用いただけない金融機関やATMがあります。）
全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等
（一部ご利用いただけない金融機関やATMがあります。）

JR東日本「VIEW ALTTE（ビューアルッテ）」ATM

イオン銀行ATM

ゆうちょ銀行ATM

※提携先によりご利用条件が異なります。　※所定の「ATMご利用手数料」および、お振込みにつきましては「お振込手数料」がかかります。

ATM
●当行キャッシュカードにて1円単位での現金のお引き出しが可能です。
●2018年6月現在、116か所（埼玉県内115か所、茨城県1か所）に店舗外ATMを設置しています。

パソコンを使って、残高照会やお振込・
お振替、でんさいサービス等をご利用
できます。（※）

●営業店窓口でのお手続きに比べ、お振
込手数料がお得なサービスです。

（※）お客さまのご使用環境により、また、システムメンテ
ナンス等により、サービスをご利用いただけない場合
があります。

法人向けインターネットバンキング
「むさしのビジネスダイレクト」

いつでも、どこでも便利な銀行を目指していつでも、どこでも便利な銀行を目指して
お客さまにとって「いつでも」「どこでも」便利な銀行を目指し、
非対面サービスの拡充を図っています。

いつでも、どこでも便利な銀行を目指して

受付時間 9：00～17：00
土日祝日および12/31～1/3を除きます。

インターネットヘルプデスク

0120-44-6340

インターネットバンキングに関するお問合せ先

※アプリの利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用にかかるパケッ ト通信料はお客
　さまのご負担となります。

お客さまにとって便利で使いやすいATMを目指し、ネットワークとサービスの強化を図っています。

コミュニケーションアプリ「LINE
（ライン）」を通じ、お得なキャン
ペーン情報や地域のイベント情報
をタイムリーにお届けしています。

お友だちに
なってね!

SNS

当行および千葉銀行のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、それぞれ
の銀行のATMと同じ手数料体系でご利用いただけます。

●設置場所 （19ヵ所：2018年7月現在）

スマートフォンアプリ
武蔵野銀行アプリ

公共料金や税金など、振込票
のバーコードをスマートフォン
で読み取ることで簡単にお支
払いいただける便利なサービ
スです。

残高照会や県内の飲食店などで利用いただける
クーポン配信など、便利な機能のあるスマートフォ
ンアプリです。

インターネットバンキングのご契約がなくても、「いつでも、どこで
も」普通預金の残高・入出金明細の照会ができます。

キャッシュカードでかんたん残高照会

PayB for 武蔵野銀行
ペイビー

通帳を発行しないため、紛失の心配がなく、紙の削減にもつなが
る環境にやさしい口座です。

Web Note
（インターネット専用口座）サービス

日本最大級のオンライン家計簿サービス「Zaim」がご利用いただけ
ます。

かんたん家計簿

便利でお得なクーポンをご利用いただけます。

県内で使えるお得なクーポン
2018年6月現在

スポーツ
レジャー
10先

その他 
20先

グルメ
58先58先

食品
お酒 

11先
美容
健康
13先

インターネットバンキング
個人向けインターネットバンキング
「むさしのダイレクト」
個人向けインターネットバンキング
「むさしのダイレクト」
スマートフォンやパソコンから、24時間
365日いつでもどこでもご利用いただ
けます。

●住宅ローンなど当行所定のローンの「一部繰上返済」「金利選
択」が手数料無料でお手続きできます。
●住宅ローンの固定金利再選択、変動金利から固定金利への切
替ができます。

ローンサービス

投資信託の関連書類を電子交付し、ご自宅のパソコンで書類の確
認ができます。

電子交付サービス

便利でおトク！！
武蔵野銀行アプリの
ダウンロードは
こちらから

お口座から電子マネーへのチャージや決済代金の支払いが即時にできる
サービスです。

リアルタイム口座振替
リアルタイム口座振替サービスリアルタイム口座振替サービス

Yahoo!マネー 楽天 Edy

PayB for 武蔵野銀行

千葉・武蔵野アライアンス共同ATMのご案内
空港・駅
成田国際空港第1ターミナル南ウィング
成田国際空港第2ターミナル
成田国際空港第1ターミナル中央ビル
銀行
千葉銀行 成田空港支店内 千葉銀行 成田支店内
商業施設・その他
イオンタウン吉川美南
三井アウトレットパーク木更津
酒々井プレミアムアウトレット
千葉ポートタウン

JR舞浜駅 JR千葉駅西口
JR東松戸駅 JR南船橋駅
JR千葉みなと駅 東京メトロ池袋駅

ペリエ千葉6階
ペリエ千葉ストリート1 1階
ヤックスケアタウン千城台
ホテルニューオータニ幕張

類　別 内　容
●二行共同ATMの取引内容

その他国内金融機関発行カード

両行のキャッシュカード

海外金融機関発行カード お引出し、残高照会
お引出し、残高照会

お預入れ、お引出し、
お振込み、残高照会
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