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香川銀行・徳島銀行のカードが
イーネット ATM でますます便利に！
～ ファミリーマート等に設置のイーネット ATM でサービス開始 ～

株式会社イーネット（東京都中央区、代表取締役社長 西岡 修）は、株式会社香川銀行（香川県高松市、
代表取締役頭取 本田 典孝）、および、株式会社徳島銀行（徳島県徳島市、代表取締役頭取 吉岡 宏美）
との業務提携によるコンビニ ATM サービスを開始することとなりましたのでお知らせいたします。
＜サービス開始日＞
香川銀行

2018 年 4 月 16 日（月）より

、 徳島銀行

2018 年 4 月 23 日（月）より

これにより、香川銀行・徳島銀行のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、全国のファミリーマート等のコン
ビニ エ ンス ストアや、スーパー等に設置されている弊社 ATM（全国の設置台数 12,984 台、47 都道府県、2018
年 2 月末日現在）での利便性が大きく向上することになります。
弊社は 1999 年 10 月 8 日（10 月 8 日は『コンビニ ATM の日』）のサービス開始以来、全国への ATM 設置
を順次進め、展開地域（47 都道府県）および提携する金融機関（101 金融機関、2018 年 2 月末日現在）も順
調に増加して参りました。
今後とも提携金融機関、提携コンビニエンスストア等を拡大しながら ATM 設置台数の拡大並びに ATM ネッ
トワークの更なる拡充を図り、お客さまの利便性向上に努めて参ります。

【香川銀行との提携によるイーネット ATM でのサービス内容】
１. サービス開始日時：

2018 年 4 月 16 日（月） 午前 7: 00 より

２. サービス内容：

キャッシュカードによるお引出し、お預入れ、残高照会

３. ご利用いただけるＡＴＭ：

全国のフ ァミ リ ー マ ート 等に設置している 12,984 台のイーネット ATM で
ご利用いただけます。（2018 年 2 月末日現在）

４. ご利用時間・ご利用手数料： 香川 銀行所定のご利用時間、ご利用手数料となります。



本 ATM でのお引出し・お預入れには手数料が必要です。
（セルフうどん支店キャッシュカード、香川銀トモニカードのご利用を含みます。）



法人カードもご利用いただけます。



１回あたりのお引出し限度額は 20 万円、お預入れ限度額は 50 万円となります。



１日あたりのお引出し限度額は 50 万円（IC キャッシュカードの場合は 200 万円）、お預入れは限度なしで
ご利用いただけます。



１日あたりのご利用限度額には、他 ATM でのお引出し・お振替え・デビットカードのご利用も含まれます。



1 日あたりのご利用限度額は、法人カード 200 万円、法人ローンカード 100 万円までご利用いただけます。



上記のご利用手数料には、消費税等が含まれております。

【徳島銀行との提携によるイーネット ATM でのサービス内容】
５. サービス開始日時：

2018 年 4 月 23 日（月） 午前 8: 00 より

６. サービス内容：

キャッシュカードによるお引出し、お預入れ、残高照会

７. ご利用いただけるＡＴＭ：

全国のフ ァミ リ ー マ ート 等に設置している 12,984 台のイーネット ATM で
ご利用いただけます。（2018 年 2 月末日現在）

８. ご利用時間・ご利用手数料： 徳島 銀行所定のご利用時間、ご利用手数料となります。



法人カードもご利用いただけます。



１回あたりのお引出し限度額は 20 万円、お預入れ限度額は 50 万円となります。



１日あたりのお引出し限度額は 50 万円、お預入れは限度なしでご利用いただけます。



１日あたりのご利用限度額には、他 ATM でのお引出し・お振替え・デビットカードのご利用も含まれます。



12 月 31 日から 1 月 3 日までは、土・日・祝日に準じたご利用時間・手数料となります。



上記のご利用手数料には、消費税等が含まれております。

ご参考
《イーネット ATM の概要について（2018 年 2 月末日現在）》
１．ATM 設置台数
都道府県別 ATM
設置台数

北海道(198)、青森県(72)、岩手県(109)、宮城県(263)、秋田県(72)、山形県(113)、
福島県(165)、茨城県(309)、栃木県(202)、群馬県(158)、埼玉県(694)、千葉県(587)、
東京都(2,025)、神奈川県(895)、新潟県(96)、富山県(106)、石川県(108)、
福井県(102)、山梨県(84)、長野県(150)、岐阜県(130)、静岡県(563)、愛知県(668)、
三重県(417)、滋賀県(110)、京都府(250)、大阪府(1,179)、兵庫県(442)、奈良県(90)、
和歌山県(91)、鳥取県(71)、島根県(62)、岡山県(145)、広島県(284)、山口県(105)、
徳島県(65)、香川県(110)、愛媛県(122)、高知県(52)、福岡県(492)、佐賀県(77)、
長崎県(177)、熊本県(203)、大分県(117)、宮崎県(126)、鹿児島県(1)、沖縄県(327)、
合計 12,984 台（47 都道府県）

２．ご利用いただける金融機関
提携金融機関

三菱東京 UFJ 銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、
三菱 UFJ 信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、北海道銀行、北洋銀行、
青森銀行、秋田銀行、北都銀行、岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、七十七銀行、
仙台銀行、山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、東邦銀行、常陽銀行、足利銀行、
群馬銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、東京都民銀行、
東日本銀行、八千代銀行、横浜銀行、山梨中央銀行、八十二銀行、第四銀行、
北越銀行、北陸銀行、北國銀行、福井銀行、十六銀行、スルガ銀行、静岡銀行、
清水銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、百五銀行、三重銀行、第三銀行、
滋賀銀行、京都銀行、池田泉州銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、
みなと銀行、但馬銀行、南都銀行、紀陽銀行、山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、
中国銀行、トマト銀行、広島銀行、もみじ銀行、山口銀行、西京銀行、阿波銀行、
百十四銀行、伊予銀行、愛媛銀行、四国銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、
北九州銀行、福岡中央銀行、佐賀銀行、親和銀行、十八銀行、肥後銀行、熊本銀行、
大分銀行、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行、沖縄銀行、
ジャパンネット銀行、住信 SBI ネット銀行、ソニー銀行、楽天銀行、じぶん銀行、
イオン銀行、オリックス銀行、SBJ 銀行、商工組合中央金庫、
JA バンク、JF マリンバンク、ろうきん、ゆうちょ銀行

その他金融機関

合計 101 金融機関

MICS（全国キャッシュサービス）提携金融機関
［地方銀行・第二地銀・信託銀行・信用金庫・信用組合 等］

クレジット

JCB、UC、三井住友 VISA、三菱 UFJ ニコス、クレディセゾン、オリコ、セディナ、

カード会社等

ジャックス、アプラス、ライフカード、イオン、エポス、ポケットカード、
ティーエスキュービックカード、楽天カード、KC カード、オリックスクレジット、アコム、
SMBC コンシューマーファイナンス、アイフル、モビット、新生フィナンシャル、他多数

海外で発行された
キャッシュカード・
クレジットカード

Visa、Mastercard、銀聯、JCB

３．設置先企業
コンビニエンス

ファミリーマート、サークル K、サンクス、ポプラ（生活彩家を含む）、

ストア

デイリーヤマザキ、セーブオン、セイコーマート、ミニストップ、コミュニティ・ストア、
ニューデイズ、京阪ザ・ストア 他

スーパー

ピアゴ、ライフ、バロー、ベルク、ベイシア、三和、万代、サミット、
富士シティオ（フジスーパー、デリドを含む）、フレッセイ、とりせん、
スーパーアルプス、イズミヤ、サンプラザ、主婦の店、たいらや、ハローズ、
エコス、与野フードセンター、ぎゅーとら、関西スーパー、さえき、マルト、
スーパーナショナル、せんどう、マルイチ、マルエー、スーパーバリュー、
ヤマナカ、ミニピアゴ、オーケーストア 他

生協

大学生協

専門店・

ドン・キホーテ、MEGA ドン・キホーテ、コストコホールセールジャパン、

ショッピングセンター

カインズホーム、プレミアム・アウトレット（三菱地所・サイモン）、アカカベ、
ジョイフルエーケー、万代、玉川高島屋 S・C 他

病院関連

シダックスアイ（病院内売店）、オアシス MSC、
恵佑会札幌病院、東京武蔵野病院、弘前記念病院、松田病院、
南生協病院ショップ、新東京病院、広島大学病院、
千葉メディカルセンター、国立国際医療研究センター 他

その他

日本中央競馬会（東京競馬場、中山競馬場、京都競馬場）、
NEXCO 西日本 SHD、ハウステンボス、サンリオピューロランド、九州旅客鉄道、
楽天カフェ、スギヤマ薬品、タイト―ステーション、京阪電気鉄道、サンダイコー、
メトロコマース 他

※一部設置していない店舗もございます。

[本件に関するお問い合わせ]
株式会社イーネット
営業統括部

中井 秀彰
吉村 亮二

電話 03－5651－1170

