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【官公庁】 

収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

財務省会計センター 00100 行政手数料等 

財務省関税局・税関 00120 輸入関税等 

国税庁 00200 申告所得税、消費税等 

総務省 00300 電波利用料 

厚生労働省労働基準局 00400 労働保険料 

日本年金機構 00500 国民・厚生年金保険料、船員保険料 

 

【地方公共団体】 

収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

埼玉県 11000 使用料、各種手数料等 

埼玉県（共同利用センター取扱） 11001 
新規購入自動車の自動車保管場所申請手数

料、放置違反金等 

埼玉県税務課 11002 自動車税、自動車取得税 

さいたま市 11100 

市県民税、固定資産税、事業税、都市計画税、 

軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療 

保険料、保育料、放課後児童クラブ指導料、 

市営霊園管理料 

戸田市 11224 各種手数料 

千葉県 12000 自動車税等 

千葉県松戸市 12207 
市県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動

車税、国民健康保険料 

東京都 13000 施設使用料等 

東京都主税局 13001 
新規購入自動車の自動車取得税および自動

車税、自動車税・固定資産税等 

東京都（警視庁） 13002 
新規購入自動車の自動車保管場所証明申請

手数料等 

東京都総務都市整備 13003 各種手数料 
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収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

中央区 13102 

使用料、各種手数料等 

新宿区 13104 

文京区 13105 

墨田区 13107 

江東区 13108 

品川区 13109 

目黒区 13110 

中野区 13114 

杉並区 13115 

荒川区 13118 

練馬区 13120 

足立区 13121 

葛飾区 13122 

西東京市 13229 

地方税共同機構 

※地方税ポータルシステム（eLTAX）を 

参照の上ご利用願います。 

13800 

法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特

別税・事業所税・個人住民税(特別徴収分・

退職所得分）等 

 

【民間企業】 

収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

独立行政法人 高齢・障害・求職者

雇用支援機構 
48001 高齢者雇用給付金等 

独立行政法人 勤労者退職金共済

機構（建退共） 

57046 勤労者退職金共済機構 

57047 建退共（特別給付経理） 

全国健康保険協会 49001 任意継続健康保険料等 

株式会社 ＮＴＴドコモ* 

平成 29年 1月 6日（金）より 
当面の間休止いたします。 

52001 携帯電話料金等 

ＫＤＤＩ 株式会社* 52012 通信料等 

https://www.eltax.lta.go.jp/
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収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

日本放送協会（ＮＨＫ） 53001 放送受信料 

損害保険ジャパン 株式会社 54017 損害保険料等 

第一生命保険 株式会社 

54101 生命保険料（初回） 

54102 生命保険料（２回目以降） 

54104 未収金回収等 

日本生命保険 相互会社 54112 ２回目以降保険料、振替貸付返済金の収納 

住友生命保険 相互会社 

54120 生命保険料（初回） 

54121 生命保険料（２回目以降） 

54123 団体保険料 

54124 損害保険料 

明治安田生命保険 相互会社 

54150 
旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料

用 

54151 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料用 

54152 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料用 

54153 旧安田生命契約継続保険料用 

54154 貸付に対する資金返却用 

54155 明治安田生命保険汎用 

朝日生命保険 相互会社 54170 生命保険料 

オリックス・クレジット 株式会社 56037 キャッシング返済金 

ＮＴＴファイナンス 株式会社* 

56101 

各種料金等 
56102 

56103 

56104 

株式会社 DINOS CORPORATION 57005 通信販売代金 

日本中央競馬会（ＪＲＡ） 57019 
「Ａ－ＰＡＴ」、「即ＰＡＴ」の電話投票会員

による勝ち馬投票券購入資金の追加入金 

オッズ・パーク 株式会社 

令和 5年 3月 31日（金）にて終了 
57021 

勝馬投票券のインターネットでの発売・払戻

し等 

全国健康保険協会 57025 船員保険疾病任意継続保険料 
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収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

株式会社 ＮＴＴデータ 58019 モバイルレジを利用した公金・公共料金 

株式会社 ＮＴＴデータ* 58020 モバイルレジを利用した各種料金 

ウェルネット 株式会社* 

【収納代行】 

平成 28年 12月 31日（土）より 
【一部再開】いたしました。 

58021 通信販売等 

ウェルネット 株式会社* 

【収納代行】 
58025 

全日本空輸株式会社（ＡＮＡ）の航空券代金

等 

株式会社 ソラシドエア 58027 航空券代金等 

三菱ＵＦＪファクター 株式会社* 

【収納代行】 
58041 

各種料金等 
三菱ＵＦＪファクター 株式会社 

【収納代行】 
58042 

三菱ＵＦＪファクター 株式会社* 

【収納代行】 
58043 

みずほファクター 株式会社 

【収納代行】 
58051 

各種料金等 
みずほファクター 株式会社* 

【収納代行】 
58054 

トランスファーネット 株式会社 
58081 自賠責保険料（ｅ－ＪＩＢＡＩ） 

58082 ＪＡＬグループの航空券代金等 

株式会社 イーコンテクスト* 

【収納代行】 

株式会社 WinTicket は当面の間休止い
たします。 

58091 

インターネット上での物販等 

58094 

株式会社 ペイジェント* 

【収納代行】 

平成 29年 2月 7日（火）より 
【一部再開】いたしました。 

58171 

・携帯電話オークションサイト向けネット決

済エスクローサービス「モバペイ」の代金

決済 

・インターネットショッピングサイト向け収

納代金 
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収納機関名 
収納機関

番号 
収納対象の内容 

株式会社 ＤＧファイナンシャル

テクノロジー* 

【収納代行】 

平成 29年 1月 27日（金）より 
【一部再開】いたしました。 

58191 

楽天市場出店企業等を間接収納先とする収

納サービス 

株式会社 ＤＧファイナンシャル

テクノロジー* 

【収納代行】 

58192 
社会貢献活動（ＣＳＲ）の一環としてのネッ 

トチャリティ 

58193 
クレジットカード会社等のキャッシング・ロ

ーンの債権回収 

ＳＭＢＣファイナンスサービス 

株式会社*  

【収納代行】 

58201 

各種料金等 

58202 

株式会社 アプラス* 

【収納代行】 
58232 

三菱ＵＦＪニコス 株式会社* 

【収納代行】 
58242 

株式会社 エフレジ* 

【収納代行】 
58261 

 

※ 収納機関名の末尾に*の表示がある電子決済等代行業者（お客さまからの委託を受けて、IT を活用した 

決済指図の伝達や金融機関における口座情報の取得・お客さまへの提供を業として行う者）と弊金庫は、信用

金庫法第８５条の５等で定める事項を含め、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結しています。なお、

信用金庫法第８５条の５等で定める事項の内容については、以下のＷｅｂページをご参照ください（外部ペー

ジ）。 

日本マルチペイメントネットワーク運営機構 

 https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html 

 

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 

   https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html 

 

https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html

