
                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2022年11月4日実施）

１　手形帳・小切手帳交付，通帳・証書再発行等

　　　　項　　　目 　　料金基準  　金　　額 　　備　　考

自己宛小切手発行 　 １枚につき   　 　５５０円

手形帳交付 　 １冊につき  １１，０００円

小切手帳交付  　１冊につき  １１，０００円

ＩＣキャッシュカード発行 　 １枚につき 無料

クレジット一体型ＩＣキャッシュカード発行 　 １枚につき 無料

通帳再発行 　 １冊につき 　 １，１００円 盗難，紛失等貯金

証書再発行  　１冊につき 　 １，１００円 者からの依頼に基

キャッシュカード再発行 　 １枚につき  　１，１００円 づき再発行分

ＩＣキャッシュカード再発行 　 １枚につき  　１，１００円

クレジット一体型ＩＣキャッシュカード再発行 　 １枚につき   　 　５５０円

残高証明書発行 　 １冊につき   　 　５５０円 窓口発行分

その他各種証明書発行  　１枚につき    　  ５５０円

地公体税金納付取次    １枚につき    　  ５５０円

通帳発行手数料
（普通貯金口座（総合口座含む）、貯蓄
貯金口座）
※２０２３年４月１日より実施

 　１冊につき １，１００円

１８歳以上６５歳未
満の個人の顧客が対
象（法人・団体は除
く）

（消費税込）

（特例）

　次に該当する場合は，上記手数料を減免することができる。

　１　他金融機関が減免措置を講じているため，同一条件を確保する必要がある

　　　場合等で，所定の決裁を受けたもの。

貯 金 関 係 手 数 料 料 率 表



両替枚数
1枚～

１００枚
１０1枚～
３００枚

３０1枚～
５００枚

５０1枚～
１０００枚

１００１枚～

手数料 無料 ２２０円 ３３０円 ４４０円
５５０円

１０００枚毎に
３３０円加算

（消費税込）

※両替枚数は、持参現金の合計枚数か受け取る合計枚数のいずれか多い方の枚数とする。

ただし、以下の取引については無料とする。

１．同一金種への新券への交換

２．損券・損貨の交換

３．記念硬貨の交換

　　（２）金種指定払戻手数料・店頭硬貨整理手数料

両替枚数
１枚～
１００枚

１０1枚～
３００枚

３０1枚～
５００枚

５０1枚～
１０００枚

１００１枚～

手数料 無料 ２２０円 ３３０円 ４４０円
５５０円

１，０００枚毎に
３３０円加算

（消費税込）

※金種指定払戻手数料は、ご貯金の払戻しの際に金種を指定される場合の手数料です。

　紙幣・硬貨の合計枚数に応じてお支払いいただきます。

　ただし、一万円札は取扱枚数に含みません。

※店頭硬貨整理手数料は、円硬貨を貯金口座にご入金（お振込を含む）される場合の手数料です。

　硬貨計測後にご入金・お振込みを取りやめる場合も手数料をお支払いいただきます。

　ただし、募金・義援金のご入金（お振込を含む）は、手数料を無料とさせていただきます。

２　（１）円貨両替手数料料率表



３　ATM手数料

（１）農協内貯金ネット，県内農協貯金ネット，全国農協貯金ネットによる利用の場合

8:00～8:45 無料 無料 無料

8:45～18:00 無料 無料 無料

18:00～21:00 無料 無料 無料

8:00～8:45 無料 無料 無料

8:45～14:00 無料 無料 無料

14:00～21:00 無料 無料 無料

日曜 8:00～21:00 無料 無料 無料

祝(休)日 8:00～21:00 無料 無料 無料

（消費税込）

(注1)祝(休日）には，１月２日，１月３日を含む。

(注2)１２月３１日が月～金曜日の場合は土曜日扱いとする。

（２）業態間（ＭＩＣＳ）提携，ＪＦマリンバンク提携による利用の場合

8:00～9:00 １１０円
8:00～8:45
１１０円

無料

9:00～18:00 １１０円
8:45～18:00

無料
無料

18:00～21:00 ２２０円 １１０円 無料

8:00～9:00 ２２０円 １１０円 無料

9:00～14:00 １１０円 １１０円 無料

14:00～21:00 ２２０円 １１０円 無料

日曜 8:00～21:00 ２２０円 １１０円 無料

祝(休)日 8:00～21:00 ２２０円 １１０円 無料

（消費税込）

(注1)祝(休日）には，１月２日，１月３日を含む。

(注2)１２月３１日が月～金曜日の場合は土曜日扱いとする。

土曜

  農協内ネット
（自店含む）

 県内ネット  全国ネット

平日

土曜

支払

業態間提携
うち三菱ＵＦＪ
銀行

ＪＦマリンバン
ク提携

支払・入金

平日



４　郵貯提携による取引先手数料

　　　８：００～  ８：４５ 取引１件につき ２２０円

　　　８：４５～１８：００ 取引１件につき １１０円

　　１８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

　　　８：００～  ９：００ 取引１件につき ２２０円

　　　９：００～１４：００ 取引１件につき １１０円

　　１４：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

日曜日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

祝(休)日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

(注1)祝(休日）には，１月２日，１月３日を含む。

(注2)１２月３１日が月～金曜日の場合は土曜日扱いとする。

５　セブン銀行提携による取引先手数料

　　　８：００～  ８：４５ 取引１件につき ２２０円

　　　８：４５～１８：００ 取引１件につき １１０円

　　１８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

　　　８：００～  ９：００ 取引１件につき ２２０円

　　　９：００～１４：００ 取引１件につき １１０円

　　１４：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

日曜日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

祝(休)日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

(注1)祝(休日）には，１月２日，１月３日を含む。

(注2)１２月３１日が月～金曜日の場合は土曜日扱いとする。

平　日

土曜日

（消費税込）

　当組合発行のキャッシュカードまたはローンカードにより郵貯のＡＴＭを利用して現金の払い出
し(支払取引)・預け入れ(入金取引)が行われた場合に，当組合が当該取引先に対して請求する手数
料。

（消費税込）

平　日

土曜日

取引先手数料取引日および取引時間帯

　当組合発行のキャッシュカードまたはローンカードによりセブン銀行のＡＴＭを利用して現金の
払い出し(支払取引)・預け入れ(入金取引)が行われた場合に，当組合が当該取引先に対して請求す
る手数料。

取引日および取引時間帯 取引先手数料



６　コンビニＡＴＭ２社提携による取引先手数料

平　日 　　　８：００～　８：４５ 取引１件につき ２２０円

　　　８：４５～１８：００ 取引１件につき １１０円

　　１８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

土曜日 　　　８：００～　９：００ 取引１件につき ２２０円

　　　９：００～１４：００ 取引１件につき １１０円

　　１４：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

日曜日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

祝(休)日 　　　８：００～２１：００ 取引１件につき ２２０円

（消費税込）

(注1)祝(休日）には，１月２日，１月３日を含む。

(注2)１２月３１日が月～金曜日の場合は土曜日扱いとする。

取引日および取引時間帯 取引先手数料

　当組合発行のキャッシュカ－ドまたはロ－ンカ－ドによりコンビニATM2社（株式会社イーネッ
ト・株式会社ローソン銀行）が設置するATMを利用して現金の払い出し(支払取引)・預け入れ(入金
取引)が行われた場合に，当組合が該当取引先に対して請求する手数料。



                                                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

７　未利用口座にかかる管理手数料

　商　　　品  　金　　額

普通貯金口座（一般・総合・営農・こど
も）
貯蓄貯金口座

年間 1,320円

（消費税込）

2021年10月1日以降に開設され，2年間ご利用のない残高10,000円未満の「未利用口座」を対象とする管理手数
料。


