
MUSASHINO BANK

いつもお客さまのそばにいつもお客さまのそばに
いつもお客さまのそばに

茨　城

東　京 東京支店

宮原支店

川越支店 越谷支店

川口支店
戸田支店
板橋支店

朝霞支店

上尾支店

所沢支店

久米川支店

狭山支店
大井支店

鴻巣支店
久喜支店

草加支店

幸手支店

五霞支店
熊谷支店

深谷支店

秩父支店

東大宮支店

春日部支店

東松山支店

北浦和支店

本店営業部 さいたま新都心
パーソナルプラザ

池袋支店

王子オフィス

本庄支店・本庄南支店

行田支店

羽生支店

加須支店

ユア・ラウンジ
浦和

浦和支店県庁前支店

浜松町オフィス渋谷支店

…営業店
…住宅ローンセンター
…オフィス

（一部ご利用いただけない機種もございますので、ご留意ください。）

埼玉県内  ９3か店　 東京都 5か店　 茨城県 １か店 （2020年7月現在）

県内全市（40市）に店舗があります!各店舗の地図・連絡先はこちら
バーコード読み取り対応の携帯電話・スマートフォンでご利用いただけます。

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 ○
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ローソン銀行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。）

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。
●2020年7月現在、114か所（埼玉県内113か所、茨城県1か所）に店舗外ATMを設置しています。

店舗のご案内

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 （22ヵ所：2020年7月現在）

武蔵野銀行アプリ キャッシュレス決済の充実

スマホ決済サービスとの連携

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
成田国際空港第3ターミナル

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

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

スマホから簡単に口座からの電子マネーチャージや決済代
金の支払いなどができます。

PayB for 武蔵野銀行
ペイビー

銀行
千葉銀行 成田空港支店内　　　千葉銀行 成田支店内　　　武蔵野銀行 池袋支店内

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
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
ゆりまち袖ヶ浦駅前モール

振込票のバーコードを読取るだ
けで公共料金・税金等をスマホか
ら簡単にお支払いいただけます。

2020年6月、スマートフォンを使って口座振替や住
所変更などのお手続きをワンストップで行える
「AIRPOST」のサービスを開始しました。

複数の金融機関の口座をお持ちであっても、金融機関ごとに手
続きすることなく、一括での手続きが可能になりました。
（住所変更サービスは9月以降に開始の予定です）

お手続きのご負担を軽減しますTOPICS

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。

●ご購入とご解約（買取）ができます。
●投信積立サービスのお申込みとご契約内容の変更ができ
ます。

投資信託

●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への切替のお申込みができます。

ローンサービス

新規口座開設やお預入・お引出しができます。
定期預金

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

ご来店不要！インターネット
バンキングの申込はコチラから

●口座からどこでも即座に引落し
●バーコードをスキャンするだけ
●利用はもちろん無料

※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。

武蔵野銀行アプリ

グルメやレジャーなど150種類
以上の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

プロフィールの入力と簡単な質問に答えることで、自分にあった
最適な保険がデザインいただけます。

保険ロボアドバイザー

インターネットバンキングのご契約がなくても、
24時間「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。

かんたん残高照会

簡単な質問に答えるだけで、自分にあった資産運用を1万円か
ら始められます。

1万円からの新しい資産運用（　　　　武蔵野銀行）

貯金するタイミングと金額を設定するだけでお客さまの口座
に自動的に貯金します。

自動貯金finbee

キャンペーンおすすめ情報

大宮アルディージャ・埼玉西武ライオンズのグッズや観戦チ
ケット等が当たるプレゼント企画を配信しています。

武蔵野銀行アプリの
ダウンロードはこちらから

便利でおトク！！ 

むさしのダイレクト

インターネットバンキング
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