
手　数　料　料　率　表（消費税込み） 令和4年9月1日現在

１．ネット顧客手数料
　　　　　　ネット区分

費用区分

ＪＡバンク ＪＦマリン バンク 三菱東京 ＵＦＪ銀行 セブン銀行
イーネット 系 統 外 ゆうちょ 提携カード
ローソン 金融機関 銀　　行 会　　 社

と　の 自　　 動
貯金ネット 提携ネット 提携ネット 提携ネット 提携ネット 提携ネット 提携ネット キャッシング

（

１
件
あ
た
り
）

顧
　
客
　
手
　
数
　
料

〔通常時間帯〕 受
入 無　料 － － 無　料 110円 － 110円 －

平　日 8:45～18:00 支
払 無　料 無　料 無　料 無　料 110円 110円 110円 無　料

〔通常時間帯〕 受
入 無　料 － － 無　料 110円 － 110円 －

土曜日 9:00～14:00 支
払 無　料 無　料 110円 無　料 110円 110円 110円 無　料

〔延長時間帯〕 受
入 無　料 － － 110円 220円 － 220円 －

平　日 8:00～ 8:45

　　　　　*18:00～ 支
払 無　料 無　料 110円 110円 220円 220円 220円 110円

土曜日14:00～17:00

受
入 無　料 － － 110円 220円 － 220円 －

〔ホリデーバンキング〕

祝　日 9:00～17:00 支
払 無　料 無　料 110円 110円 220円 220円 220円 110円

受
入 無　料 － － 110円 220円 － 220円 －

〔サンデーバンキング〕

日曜日 9:00～17:00 支
払 無　料 無　料 110円 110円 220円 220円 220円 110円

受
入

 日曜日の対応に同じ
〔年末日〕

　　 9:00～17:00 支
払

２．貯金関連手数料
手数料の種類 内　　容 手数料

通帳再発行手数料 １冊あたり 1,100円

証書再発行手数料 １枚あたり 1,100円

キャッシュカード再発行手数料 １枚あたり 1,100円

ＩＣキャッシュカード再発行手数料 １枚あたり 1,100円

ＪＡカード（一体型）再発行手数料 １枚あたり 660円

ＩＣキャッシュカード更新手数料 １枚あたり 220円

カードローンカード再発行手数料 １枚あたり 1,100円

残高証明書発行手数料 １通あたり 330円

残高証明書（継続）発行手数料 １通あたり 330円

取引履歴明細表発行手数料 １通あたり 1,100円

インターネットバンキング利用手数料 月　　　額 0円

ファームバンキング契約手数料 契約当初 16,500円

ファームバンキング基本手数料 月　　　額 5,500円

３．内国為替手数料
（１）振込手数料（１件につき）

振込の種類 金額の区分
手　数　料

窓口利用
視覚障害者
窓口利用

機械利用 ネットバンク ＦＢ

当農協本所・支所・出張所あて
５万円未満 220円 110円 110円 110円

５万円以上 440円 220円 220円

※　同一店あての振込は無料 ― 無料 無料 無料 無料

220円 220円

無料

道

内

・

道

外

系

統

あ

て

　電　信　扱　い
５万円未満 220円 110円 110円

　文　書　扱　い
５万円未満 220円

110円 110円

５万円以上 440円 220円 220円 220円 220円

他
行
あ
て

　電　信　扱　い
５万円未満 605円 275円 275円

５万円以上 770円 385円 385円 385円

５万円以上 440円

　文　書　扱　い
５万円未満 385円

275円

５万円以上 550円

385円

275円

110円



手　数　料　料　率　表（消費税込み） 令和4年9月1日現在

（２）送金手数料（１件につき）

（３）代金取立手数料（１通につき）

（４）その他諸手数料（１件あるいは１通につき）

（６）登録給与振込（１件につき）

　持込硬貨枚数もしくは、お持ち帰りの硬貨枚数のいずれか多い方の枚数が

　大量硬貨入金手数料

※優遇手数料については、入金口座に以下の取引がある場合に対象となります。
　（給振・年金指定・IB・一体型カード・貸出金・公共料金・定期貯金・定期積金）

※硬貨計算後に入金を取りやめる場合や入金額を変更する場合でも、計算枚数に応じた手数料が必要になります。

※同時に複数件のお手続きをされる場合、硬貨の枚数を合算した手数料が必要になります。

※汚損硬貨および記念硬貨も算定対象になります。

110円

550円 330円

1,000枚毎に220円加算

385円

優　遇　手　数　料※

送　金　の　種　類
手　数　料

普通扱い（送金小切手）

　当農協本所・支所・出張所あて 385円

　他　　　行　　　あ　　　て 550円

送　金　の　種　類
手　数　料

普通扱い 至急扱い

　当農協本所・支所・出張所あて 385円

　他　　　行　　　あ　　　て 605円 770円

種　　　　　類 手　数　料

　送金・振込の組戻料 605円

　不渡手形返却料 605円

　取立手形組戻料 605円

　取立手形店頭呈示料 605円

（５）定時自動振込、登録総合振込（１件につき）

振込の種類 金額の区分 手　数　料

当農協本所・支所・出張所
道内・道外系統あて

1万円未満 110円

1万円以上5万円未満 110円

5万円以上 220円

※　同一店あての振込は無料 ― 無料

 他　　　行　　　あ　　　て

1万円未満 275円

1万円以上5万円未満

5万円以上 550円

振込の種類 金額の区分 手　数　料

 他　　　行　　　あ　　　て

４．両替手数料

枚数の区分

　    1枚～    50枚の場合

　   51枚～   100枚の場合

　  101枚～ 1,000枚の場合

110円

手　数　料

　1,001枚～ 2,000枚の場合 550円

　　220円追加

　    1枚～    300枚の場合 無 料

　2,001枚以上は1,000枚ごとに

枚数の区分 基　本　手　数　料

　  301枚～  1,000枚の場合

　1,001枚～  2,000枚の場合

　2,001枚以上

330円

無 料

110円

330円



手　数　料　料　率　表（消費税込み） 令和4年9月1日現在

６.手形代金取立て手数料

　になります。

　急扱いになり、３営業日前までの取立はお取扱できません。

７.預貯金調査事務手数料

＊同地外手形取立は、支払期日の５営業日前までの取立は普通扱い、４営業日前の取立は至

（１）
取引の有無に関わらず、照会案件１件につき
※添付資料５枚分含む

110円

880円

880円

手　数　料単位･区分

同地手形交換所内(普通扱い)

同地手形交換所内(至急扱い)

同地外手形交換所(普通扱い)

同地外手形交換所(至急扱い)

１口座につき（年間） 1,320円

　　　　　取立手形の組戻し

　　　　　不渡り手形の返却

　　　　　取立手形店頭呈示

660円

880円

５. 未利用口座管理手数料

＊令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座（総合口座を含む）および貯蓄貯金口座で最後のお取
引から2年以上、一度もお取引がない口座（残高1万円未満）が対象です。

660円

880円

880円

＊同地内手形のうち、支払期日の３営業日前以内の取立は無料、支払期日日取立は至急扱い

種類 内　　容 手数料

郵送代

（２）
調査対象期間が、平成１９年１月１日以前のものについては、
（１）に加え１口座につき調査対象期間１カ月毎

110円

（３） 添付資料６枚目以降、１枚につき  22円

実費

（４） 回答書の添付がない場合の回答書１枚につき  55円

（５）



貸出関連手数料 適用日：令和元年11月18日

（税込）

手　数　料　の　種　類 手数料 ・ 料　率

クミカン口座維持手数料 11,000円

債 務 保 証 料 0.50%

3,300円

1,100円

質 権 設 定 事 務 手 数 料 550円

住宅ローン事務取扱手数料 55,000円

債務引受 5,500円

期間変更 5,500円

融資条件変更等に関する事務手数料 利率変更 5,500円

保証人関係 5,500円

(根)抵当権関係 5,500円

＊融資条件変更等に関する事務手数料対象資金　　手形貸付金、農業関連資金（制度資金、受託資金を除く）、生活関連資金

手形貸付金 全額繰上償還 3,300円

繰上償還に係る事務手数料 一部繰上償還 3,300円

【農業関連資金】 5,500円

繰上償還に係る事務手数料 5,500円

繰上償還元金 500万円未満 33,000円

繰上償還元金 500万円以上 55,000円

繰上償還等に係る事務手数料 １件あたり ＪＡIBによる一部繰上償還 １万円から残高の５０％以内 無　　料

固定金利特約再選択事務手数料 11,000円

住宅ローン以外 繰上償還元金 100万円未満 11,000円

繰上償還元金 100万円以上 22,000円

ＪＡIBによる一部繰上償還 １万円から残高の５０％以内 無　　料

※繰上償還等において、みなし利息を含む貸出利率が法定上限利率を超過する場合、超過相当分の手数料を免除します。

※一部繰上償還で残高の50％を超える場合は全額繰上償還の手数料に準じる。

※一部繰上償還については、年1回（JA年度）までとし2回目以降は全額繰上償還の手数料に準じる。

　※ＪＡＩＢによる一部繰上償還については、回数制限を設定しない。

登記事項等調査手数料

手　数　料　の　種　類 手数料 ・ 料　率

１件あたり 550円

220円

550円

330円

330円

※新規貸出契約および適用日現在、残高のある既貸出契約に適用する。

登記事項等調査手数料

全部事項（不動産登記、商業・法人登記）

所有者事項  （不動産所有者名と住所のみの情報提供）

地図、土地所在図等の情報の提供 

動産譲渡登記事項  概要ファイル情報

債権譲渡登記事項  概要ファイル情報

無　　料

全額繰上償還

一部繰上償還 　※残高の50％以内 無　　料

　　内　　　　　　　　　　　容

１件あたり 農業資金
全額繰上償還（制度資金、受託資金、生活関連資金（バンクローン）を除く証書貸付金）

一部繰上償還（制度資金、受託資金、生活関連資金（バンクローン）を除く証書貸付金）

住宅ローン

全額繰上償還

一部繰上償還 ※残高の50％以内

１件あたり 公証役場　確定日付 の付与手数料700円（非課税）は別途徴収

１件あたり

１件あたり

１件あたり
貯金担保・共済担保
を含む全資金

　　内　　　　　　　　　　　容

１件あたり 年間（11月末現在・徴収）

債務保証額に対し

融資証明発行事務手数料 １通あたり
融資証明書

住宅ローンの年末残高証明書


