
貯金業務関係手数料

550円
（お客様ご指定用紙） 　1,100円
（監査法人扱い） 　3,300円

　1,100円
550円

実費＋550円
実費＋5,500円

660円
自己宛小切手交付時にかかる手数料 550円

880円
約束手形（１枚）の交付時にかかる手数料 220円

口座振替 110円
無料
無料
無料
無料

為替業務手数料
区　　　　　　分 取扱金額 窓口

３万円未満 220円
３万円以上 440円
３万円未満 330円
３万円以上 550円
３万円未満 660円
３万円以上 880円
３万円未満 660円
３万円以上 880円

550円
880円
660円

普　通　扱 880円
至　急　扱   1,100円

　1,100円
　1,100円
　1,100円
　1,100円

その他手数料
区　　　　　　分 金　　額

国債窓販保護預り 年間１口あたり 　1,320円
１～１００枚 無料

１０１～１,０００枚 440円
１００１～２,０００枚 770円

２,００１枚以上 （２,００１枚以上１,０００枚毎

に440円を加算）
融資業務関係手数料

区　　　　　　分 金　　額
融資残高証明書発行 550円
融資証明書発行 11,000円
融資証明書発行 550円
ローンカード再発行 　1,100円
償還年次表再発行 550円
償還履歴表発行 550円
条件変更 　5,500円
繰上償還 　3,300円
繰上償還 住宅ローン・地方公共団体の一括繰上償還実行にかかる手数料 ３３，０００円
※制度資金貸付・受託資金貸付において、当該規程で手数料が定められている
　 場合はそれによる。
※手数料には消費税等１０％相当額が含まれています。
この手数料は、令和４年５月１日より実施する。

信　用　事　業　利　用　手　数　料　一　覧

証明書発行手数料
各種貯金残高証明書発行１通

各種貯金残高証明書発行1通
各種貯金残高証明書発行1通

区　　　　　　分 取　扱　内　容 金　　額

契約に基づくもの

発行手数料
ＩＣキャッシュカード
ＪＡカード一体型ＩＣカード

電算出力により発行した手数料（枚数により異なる）

コム出力により発行した手数料（枚数により異なる）

手形・小切手
発行手数料

小切手帳交付時にかかる手数料

約束手形帳（１冊）の交付時にかかる手数料

再発行手数料

通帳・証書・カード

取引履歴
端末機出力により発行した１通の手数料

取　扱　内　容

振込手数料

系統宛
同一店内（本支所）宛

県内外系統宛

他行宛
電　　 信　　 扱

文　　 書　　 扱

更新手数料
ＩＣキャッシュカード（カードのセキュリティ保持のため、５年ごとに新カードへの更新が必要）

ＪＡカード一体型ＩＣカード（カードのセキュリティ保持のため、５年ごとに新カードへの更新が必要）

　県外

送金手数料
　県内外系統宛
　他行宛

代金取立手数料
　県内

窓口両替（円貨）
硬貨入出金手数料

事務手数料

その他諸手数料

　送金 ・ 振込組戻
　不渡手形返却
　取立手形組戻
　取立手形店頭呈示

取　扱　内　容
当ＪＡの各種資金の発行１通につきかかる手数料
通常の融資申込について発行する

取　扱　内　容
口座管理手数料

端末機出力により発行した１通の手数料
借入者の事由によるもの
一部繰上・一括繰上償還実行にかかる手数料

農地転用時に使用する農業委員会提出専用
カード１枚につきかかる手数料
端末機出力により発行した１通の手数料



信　用　事　業　利　用　手　数　料　一　覧

ＣＤ・ＡＴＭ利用手数料（１回につき）
利用カード 金　　額

出　　金 　８：４５　～　２１：００ 無　 料
入　　金 　８：４５　～　２１：００ 無　 料
出　　金 　９：００　～　１７：００ 無　 料
入　　金 　９：００　～　１７：００ 無　 料
出　　金 　９：００　～　１７：００ 無　 料
入　　金 　９：００　～　１７：００ 無　 料

　８：４５　～　１８：００ １１０円
１８：００　～　２１：００ ２２０円
　９：００　～　１４：００ １１０円
１４：００　～　１７：００ ２２０円

日曜・祝日 出　　金 　９：００　～　１７：００ ２２０円
　８：４５　～　１８：００ 無　 料
１８：００　～　２１：００ １１０円

１１０円

　８：４５　～　１８：００ 無　 料
１８：００　～　２１：００ １１０円
　９：００　～　１４：００ 無　 料
１４：００　～　１７：００ １１０円
　９：００　～　１７：００ １１０円

郵貯ＡＴＭで利用する場合の手数料（１回につき）
利用カード 金　　額

　８：４５　～　１８：００ １１０円
１８：００　～　２１：００ ２２０円
　８：４５　～　１８：００ １１０円
１８：００　～　２１：００ １１０円
　９：００　～　１４：００ １１０円
１４：００　～　１７：００ ２２０円
　９：００　～　１４：００ １１０円
１４：００　～　１７：００ １１０円

出　　金 　９：００　～　１７：００ ２２０円
入　　金 　９：００　～　１７：００ １１０円

＊郵貯ＡＴＭでの入金取引は平成１９年５月７日（月）より可能となります。

セブン銀行 ・ イーネット ・ ローソンＡＴＭで利用する場合の手数料（１回につき）
利用カード

　８：００　～　　８：４５
　８：４５　～　１８：００
１８：００　～　２１：００
　８：００　～　　８：４５
　８：４５　～　１８：００
１８：００　～　２１：００
　９：００　～　１４：００
１４：００　～　１９：００
　９：００　～　１４：００
１４：００　～　１９：００

出　　金 　９：００　～　１９：００
入　　金 　９：００　～　１９：００

※制度資金貸付・受託資金貸付において、当該規程で手数料が定められている
　 場合はそれによる。
※手数料には消費税等１０％相当額が含まれています。
この手数料は、令和４年５月１日より実施する。

改定後
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
１１０円
２２０円
２２０円
２２０円

利　　　用　　　時　　　間

全国のＪＡおよび信連
のキャッシュカード

平　　日

土 曜 日

日曜・祝日

提携金融機関の
キャッシュカード
(三菱東京ＵＦＪ銀行を
除く)

平　　日 出　　金

土 曜 日 出　　金

三菱東京ＵＦＪ銀行の
キャッシュカード

平　　日 出　　金

土曜・日曜・　　祝
日

出　　金 　９：００　～　１７：００

自動キャッシング

平　　　日

土 曜 日

日曜・祝日

当ＪＡ ・ 県内ＪＡの
キャッシュカード

平　　　日

出　　金

当ＪＡ・県内ＪＡの
キャッシュカード

日曜・祝日

入　　金

土 曜 日

利　　　用　　　時　　　間

平　　　日
出　　金

入　　金

出　　金

土 曜 日
出　　金

入　　金

入　　金

日曜・祝日

利　　　用　　　時　　　間


