
収納機関のサービス対応状況 

●収納サービス 

平成28年３月末現在、以下の収納機関114団体、収納機関共同利用センター21社がサービスを提

供しています。 

 

〔収納機関〕 

財務省会計センター 国税庁 厚生労働省労働基準局 

財務省関税局 総務省総合通信基盤局 厚生労働省年金局 

 

岩手県 成田市 三鷹市 名古屋市 斑鳩町 

宮城県 習志野市 小平市 豊橋市 和歌山県 

仙台市 習志野市企業局 多摩市 岡崎市 島根県 

茨城県 柏市 西東京市 豊田市 岡山県 

宇都宮市 印西市 神奈川県 知立市 広島県 

小山市 富里市 横浜市 三重県 三次市 

群馬県 東京都 川崎市 愛荘町 福岡市 

前橋市 中央区 相模原市 大阪府 佐賀県 

高崎市 文京区 茅ヶ崎市 大阪市 熊本県 

桐生市 墨田区 厚木市 堺市 鹿児島県 

埼玉県 江東区 座間市 寝屋川市 鹿児島市 

戸田市 目黒区 新潟市 兵庫県 石垣市 

北本市 中野区 長野市 芦屋市 浦添市 

千葉市 荒川区 岐阜県 奈良県 宮古島市 

市川市 足立区 静岡県 生駒市 竹富町 

松戸市 葛飾区 愛知県 平群町  

 

日本学生支援機構 富国生命保険 

高齢・障害・求職者雇用支援機構 クレディセゾン 

東京実業健康保険組合 ユーシーカード 

ＮＴＴドコモ セディナ 

全国健康保険協会 オリックス・クレジット 

ＮＴＴＰＣコミュニケーションズ  ディノス・セシール 

ＫＤＤＩ ネットラスト(Yahoo!かんたん決済) 

楽天コミュニケーションズ 首都大学東京 

日本放送協会 東京都職員共済組合 

損害保険ジャパン日本興亜 カタログハウス 

第一生命保険 日本中央競馬会 

日本生命保険 千趣会  

住友生命保険 オッズ・パーク  

明治安田生命保険  フォーエバーリビングプロダクツジャパン 

朝日生命保険 ＮＴＴファイナンス 

 

 



〔収納機関共同利用センター〕 

みずほ情報総研 トランスファーネット 協栄産業 

ＮＴＴデータ イーコンテクスト ＴＩＳ 

ウェルネット 地銀ネットワークサービス ＡＧＳ            

ＮＴＴインターネット ペイジェント ちばぎんコンピューターサービス

三菱ＵＦＪファクター ベリトランス 三菱ＵＦＪニコス  

みずほファクター ＳＭＢＣファイナンスサービス    エフレジ 

アプラス セディナ りそな決済サービス 

 

〔間接収納機関〕 

米国大使館、日本証券アナリスト協会、日本航空、全日本空輸、Amazon.co.jp、上新電機、 

ヨドバシカメラ、ウォルト・ディズニー・ジャパン、慶應義塾大学、神奈川大学、中央大学、 

放送大学、関西大学、立命館大学、京都産業大学、関西学院大学 他多数 

 

 

●国庫金ダイレクト方式 

平成28年３月末現在、以下の収納機関５団体がサービスを提供しています。 

 

〔収納機関〕 

財務省関税局 国税庁 国土交通省 

財務省理財局 特許庁  

 

 

●口座振替受付サービス 

① 収納機関受付方式 

  平成28年３月末現在、以下の収納機関304団体、情報処理センター６社がサービスを提供してい

ます。 

〔収納機関〕 

札幌市 八千代市 葉山町 福知山市 加古川市 

函館市 鎌ヶ谷市 新潟市 舞鶴市 宝塚市 

苫小牧市 浦安市 高岡市 宇治市 三木市 

青森市 南房総市 射水市 亀岡市 高砂市 

盛岡市 山武市 金沢市 向日市 川西市 

仙台市 大網白里市 小松市 久御山町 小野市 

大館市 横芝光町 加賀市 大阪市 加西市 

大仙市 千代田区 能美市 堺市 淡路市 

仙北市 中央区 福井市 岸和田市 宍粟市 

福島市 文京区 敦賀市 豊中市 たつの市 

鹿嶋市 台東区 小浜市 吹田市 猪名川町 

那珂市 墨田区 大野市 泉大津市 太子町（兵庫県）

小美玉市 江東区 鯖江市 守口市 天理市 

東海村 品川区 越前市 枚方市 生駒市 

宇都宮市 大田区 甲府市 八尾市 和歌山市 

栃木市 世田谷区 富士吉田市 泉佐野市 鳥取市 

さいたま市 中野区 都留市 富田林市 米子市 

川口市 豊島区 山梨市 寝屋川市 倉吉市 



行田市 北区 大月市 大東市 松江市 

所沢市 荒川区 韮崎市 和泉市 岡山市 

飯能市 板橋区 南アルプス市 箕面市 倉敷市 

本庄市 足立区 甲斐市 柏原市 広島市 

春日部市 葛飾区 笛吹市 羽曳野市 福山市 

上尾市 江戸川区 甲州市 門真市 廿日市市 

草加市 八王子市 中央市 摂津市 徳島市 

戸田市 立川市 北杜市 高石市 丸亀市 

入間市 武蔵野市 昭和町 藤井寺市 北九州市 

志木市 三鷹市 忍野村 東大阪市 福岡市 

新座市 調布市 岐阜市 四條畷市 久留米市 

桶川市 町田市 関市 大阪狭山市 飯塚市 

北本市 小金井市 美濃加茂市 阪南市 宗像市 

蓮田市 日野市 瑞穂市 忠岡町 粕屋町 

幸手市 狛江市 名古屋市 熊取町 佐賀市 

千葉市 東大和市 津島市 太子町（大阪府） 長崎市 

銚子市 清瀬市 小牧市 神戸市 佐世保市 

市川市 武蔵村山市 東海市 姫路市 熊本市 

船橋市 稲城市 尾張旭市 尼崎市 水俣市 

松戸市 西東京市 岩倉市 明石市 大分市 

旭市 川崎市 大口町 西宮市 杵築市 

柏市 横須賀市 愛荘町 洲本市 日出町 

市原市 鎌倉市 京都市 伊丹市 石垣市 

 

足利銀行 東急カード クリアパス 

北洋銀行 出光クレジット ビューカード 

東京ガス ＵＣＳ エア・ウォーター企業 

ＮＴＴドコモ エムアイカード メットライフ生命保険 

ＫＤＤＩ 三井住友カード ＯＣＳ 

ソフトバンク ほくせん シティカードジャパン 

日本放送協会 ポケットカード ジュピターテレコム 

共栄火災海上保険 オーシー スターツアメニティー 

三井住友海上火災保険 井筒屋ウィズカード 三菱東京ＵＦＪ銀行 

あいおいニッセイ同和損害保険 紀陽カード 滋賀銀行 

東京海上日動火災保険 紀陽カードディーシー 生活協同組合連合会コープき

んき事業連合 日新火災海上保険 シーエスエス 

損害保険ジャパン日本興亜 エヌシーガイドショップ ゴールドポイントマーケティング 

第一生命保険 山陰信販 生活協同組合連合会コープネ

ット事業組合 プルデンシャル生命保険 十六カード 

日本生命保険 アメリカン・エキスプレス JＦＲカード 

太陽生命保険 九州カード コープエイシス 

三井住友海上あいおい生命保険 りゅうぎんディーシー 三井生命保険 

住友生命保険 百五ディーシーカード 山晃住宅 

ソニー生命保険 エポスカード パルシステム生活協同組合連合会

かんぽ生命保険 SMBC ファイナンスサービス 中海テレビ放送 

ジェーシービー ゆめカード コメリキャピタル 

クレディセゾン 高島屋クレジット 東都生活協同組合 

オリエントコーポレーション セディナ 生活協同組合ユーコープ 



三菱ＵＦＪニコス ニッセンレンエスコート ペルソナ 

ジャックス みなとカード キャッチネットワーク 

イオンクレジットサービス 三菱ＵＦＪファクター リンク・プロセシング 

楽天カードサービス みずほファクター アフラック収納サービス 

アプラス 天満屋カードサービス ＰＧビジネスサービス 

東武カードビジネス エヌシーくまもと 明治安田システムテクノロジー 

ユーシーカード 東京クレジットサービス 日本瓦斯（鹿児島県） 

ライフカード ザ・トーカイ 北ガスジェネックス 

トヨタファイナンス 埼玉県民共済生活協同組合 りそな決済サービス 

全日信販 らでぃっしゅぼーや  

 

〔情報処理センター〕 

ＮＴＴデータ セイコーインスツル 野村総合研究所 

リンク・プロセシング ＡＧＳ ＮＴＴインターネット 

 

② 金融機関受付方式 

平成28年３月末現在、以下の収納機関22社がサービスを提供しています。 

〔収納機関〕 

ＫＤＤＩ イオンクレジットサービス セディナ 

アプラス ソフトバンク SMBCファイナンスサービス 

ＮＴＴコミュニケーションズ 日本放送協会 三菱ＵＦＪファクター 

ニッセンＧＥクレジット ペイジェント ソニー生命保険 

クレディセゾン りそな決済サービス みずほファクター 

トランスファーネット ショクブン ジャックス 

エポスカード ビューカード 生活協同組合ユーコープ 

楽天カードサービス   

 

 

 

詳細につきましては、当機構トップページに掲載して

いる「収納機関サービス対応状況一覧」をご覧くださ

い。 


