
手 数 料 一 覧 

（ 別 表 ） 
 

 令和４年４月１日現在 

１．内国為替取引に係る手数料 

 振込金額 

３万円未満 

振込金額 

３万円以上 

送 金 手 数 料 
系統金融機関あて ４４０円 

他金融機関あて ４４０円 

振
込
手
数
料 

窓口 

同一店内 無料 無料 

系統金融機関あて ２２０円 ４４０円 

他金融機関あて（電信扱い） ５５０円 ７７０円 

他金融機関あて（文書扱い） ４４０円 ６６０円 

ＡＴＭ 

同一店内 無料 無料 

系統金融機関あて １１０円 ３３０円 

他金融機関あて（電信扱い） ４４０円 ６６０円 

ＩＢ、ＦＢ／ＨＢ 

同一店内 無料 無料 

系統金融機関あて（県内） ５５円 １１０円 

系統金融機関あて（県外） １１０円 ２２０円 

他金融機関あて ３３０円 ５５０円 

定時自動送金 

同一店内 無料 無料 

系統金融機関あて ２２０円 ４４０円 

他金融機関あて ５５０円 ７７０円 

代金取立手数料 
同地（大津交換所地域内） １通につき ４４０円 

隔地（大津交換所地域外） １通につき ６６０円 

その他の諸手数料 

送金・振込の組戻料 １件につき ６６０円 

不 渡 手 形 返 却 料 １通につき ６６０円 

取 立 手 形 組 戻 料 １通につき ６６０円 

取立手形店頭呈示料 １通につき ６６０円 

ただし６６０円を超える取立経費を要する場合はその実費を徴する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．各種発行手数料 

(１)発行手数料 

項     目 金   額 

手形用紙交付料（１冊当り） ７７０円 

小切手用紙交付料（１冊当り） ７７０円 

手形・小切手署名判印刷登録手数料（新規、変更） ４，４００円 

専用約束手形用紙交付料（１枚当り） ３３０円 

自己宛小切手発行手数料（１枚当り） ３３０円 

通帳・証書再発行手数料（１件当り） ５５０円 

残高証明書等各種証明書発行手数料（１通当り） 
継続発行 ３３０円 

都度発行 ３３０円 

住宅ローン残高証明書発行手数料 無料 

「取引履歴明細表」作成手数料（１枚当り） ２２円 

ＩＣキャッシュカード 発行・更新手数料 無料 

ＩＣキャッシュカード 再発行手数料 ５５０円 

ＪＡカード（一体型） 発行・更新手数料 無料 

ＪＡカード（一体型） 再発行手数料 ５５０円 

キャッシュカード 再発行手数料 ＊１ ５５０円 

カードローンカード 再発行手数料 ５５０円 

＊１ ＩＣキャッシュカードへの切替発行は無料とする。 

 

(２)残高証明書等各種証明書発行手数料を免除する先 

 ①国および地方公共団体 

 

３．各種利用手数料 

(１)インターネット関連利用手数料 

項     目 金   額 

個人用ＩＢ利用手数料（月間） 無料 

法人用ＩＢ利用手数料（月間）照会・振込サービス １，１００円 

法人用ＩＢ利用手数料（月間）データ伝送サービス ２，２００円 

ＦＢ／ＨＢ利用手数料

（月間） 

通知 無料 

照会 無料 

資金移動 無料 

個人用ＩＢ住宅関連・生活関連ローン一部繰上返済手数料                              無料 

 

 

 

 

 

 

 



(２)ＡＴＭ利用手数料 

金融機関 ご利用時間 出金 入金 

ＪＡバンク 終日 無料 

 

  ＪＦマリンバンクのＡＴＭで当ＪＡのカードをご利用の場合 

ご利用時間 出金 入金 

全ての時間帯 無料 － 

 

ゆうちょ銀行・セブン銀行・ローソン銀行・イーネットのＡＴＭで当ＪＡのカード

をご利用の場合 

ご利用時間 出金 入金 

平日 ８：４５～１８：００ １１０円 １１０円 

その他の時間帯 ２２０円 ２２０円 

 

   当ＪＡのＡＴＭでＭＩＣＳ加盟金融機関のカードをご利用の場合 

ご利用時間 出金 入金 

平日 ８：４５～１８：００ １１０円 － 

その他の時間帯 ２２０円 － 

 

   三菱ＵＦＪ銀行ＡＴＭで当ＪＡのカードをご利用の場合 

ご利用時間 出金 入金 

平日 ８：４５～１８：００ 無料 － 

その他の時間帯 １１０円 － 

お取り扱い時間については各ＡＴＭにより異なります。 

   ＭＩＣＳは加盟する金融機関のＡＴＭで相互利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．各種取扱手数料 

(１)自動集金関連手数料 

項     目 金   額 

自動集金取扱手数料（１件当り） 無料 

 

(２)貸出関連手数料 

項     目 金   額 

住宅ローン・リフォームローン融資取扱手数料 ５５，０００円 

貸出金繰上償還手数料 ＊２ 

（全額繰上償還） 

償還残元金５０万円以上 

１件につき 
５，５００円 

貸出金繰上償還手数料 ＊２ 

（一部繰上償還） 

償還残元金５０万円以上 

１件につき 
３，３００円 

個人用ＩＢ住宅関連・生活関連ローン一部繰上返済手数料 無料 

住宅ローン条件変更手数料 ５，５００円 

固定変動選択型住宅ローンにおける再特約手数料 ５，５００円 

   ＊２ 貯金・共済証書担保貸付・公共団体貸付を除く。 

 

(３)硬貨両替手数料 

１００枚以下 無料 

１０１枚～５００枚    ５５０円 

５０１枚～１，０００枚 １，１００円 

１，００１枚以上 ５００枚ごとに５５０円加算 

お取引枚数の算定基準は、ご持参（両替前）の枚数、お持ち帰り（両替後）の枚数

のいずれか多い方となります。 

同日に２件以上の両替をご依頼される場合は、合計枚数での手数料となります。 

 

(４)硬貨入金手数料 

１００枚以下 無料 

１０１枚～５００枚 ５５０円 

５０１枚～１，０００枚 １，１００円 

１，００１枚以上 ５００枚ごとに５５０円加算 

同日に２件以上の入金をご依頼される場合は、合計枚数での手数料となります。 

 

 

 

 

 



(５)硬貨出金手数料 

１００枚以下 無料 

１０１枚～５００枚 ５５０円 

５０１枚～１，０００枚 １，１００円 

１，００１枚以上 ５００枚ごとに５５０円加算 

同日に２件以上の出金をご依頼される場合は、合計枚数での手数料となります。 

一部の金種を指定して出金される場合、金種を指定せずに出金された残金について

も合計枚数に含みます。 

 

５．その他手数料 

項     目 金   額 

口座振替手数料 貯金口座振替契約書による 

国債口座管理手数料（年間） 無料 

 

為替手数料免除先 

 ・能登川土地改良区 

 ・東能登川農協女性部  

 ・琵琶湖干拓大中の湖土地改良区 

 ・株式会社アグリやわたの郷 

 ・国または地方公共団体 

 ・災害義援金（ＪＡバンク会員相互間のみ）（一定の要件を充足する場合） 

 

為替手数料減免先 

 ＡＴＭ振込手数料水準まで減免するもの 

    ・視覚障害者、手が不自由な方等ＡＴＭを利用し振り込み手続きを行うことが困難な

方が窓口において振込の依頼を受けた場合 

    ・災害救助法適用地域のＪＡバンク口座あて振込手数料（以下の条件が充足した場合） 

① 災害救助法が適用された地域のＪＡバンク利用者が、避難地の他ＪＡ等から、

自身のＪＡバンク口座（ＪＡ・信連・金庫）へ振込入金する場合 

② 被災に伴うキャッシュカード・通帳の紛失等によりＡＴＭ入金が不能である等

店頭振込以外に手段がない場合 

③ 借入金償還原資、口座振替見合い、カード決済原資等生活維持上やむをえない

入金事由である場合 


