
貯金関係手数料 振込・送金手数料

証明書等発行手数料

代金取立手数料

両替手数料・硬貨入金手数料・金種指定払戻手数料

ネットバンクサービス手数料

融資関連手数料　

国債等窓販手数料

金額区分・手数料

無料

※この一覧表に記載した手数料には消費税が含まれております。
※表示は1件あたりのものです。

令和２年１０月１日現在

種　　　類 手数料 備　　　考
種　　類 区　　　　　分

550円

 小切手帳交付 　660円 ３万円未満 ３万円以上

 手形帳交付 　880円

 窓口振込　※
 （電信・文書扱）

当ＪＡ本人及び家族口座あて

　磁気ストライプ・IC・ローンカード 1,100円 盗難、紛失、汚損、破損、
暗証番号相違・失念等
貯金者からの依頼に基づく再発行

無料

 自己宛小切手発行 　550円 預金小切手プランでの発行は無料 当JAあて 330円

県内JAあて 330円 550円

 キャッシュカード再発行※1.2 県外JA・他金融機関あて 660円 880円

 通帳・証書再発行 1,100円 盗難、紛失、汚損、破損等
貯金者からの依頼に基づく再発行

　ＪＡカード一体型 　550円 県内JAあて 110円 330円

　更改手数料 無料 カード有効期限到来に伴う発行 県外JA・他金融機関あて 440円 660円

550円

 ATM振込
 （電信扱）

当JAあて 無料 無料

 口座振替・振込手数料（依頼件数１件につき） 　110円 口座振替・振込契約によるもの  JAネットバンク・
 法人JAネットバンク・
 ファームバンキング
 振込

当JAあて 無料

県内ＪＡあて 110円 220円

無料
※1.改姓・改名による再発行は無料です。ただし、備考欄の記載事項を伴う場合は手数料を頂戴いたします。
※2.磁気ストライプからＩＣ・JAカード一体型への切替、またはICからJAカード一体型への切替による再発行手数料は無料で
す。ただし、備考欄の記載事項を伴う場合は再発行手数料を頂戴いたします。

県内JAあて 110円 220円

県外JA・他金融機関あて

 残高証明書発行※1  送金
 （送金小切手・普通扱）

県内JAあて　

330円

種　　類 手数料 備　　考 県外ＪＡ・他金融機関あて

　550円 発行周期をご指定いただくもの

550円

 定時自動送金
 （電信扱）

当ＪＡあて 無料 無料

330円

2,200円

440円

 都度発行 　660円 県外JA・他金融機関あて 660円

 定例発行

1年以内1,100円
以降+1年毎に550円を加算
（ご依頼日より過去10年まで）

種類

 住宅取得資金に係る借入金の
 年末残高等証明書※2

無料 再発行は660円

※視覚障がいをお持ちで、ＡＴＭでのお振込が困難な方が窓口でお振込手続を行う場合の手数料は、ＡＴＭでの振込手
数料と同額に引き下げいたします。ご来店の際は、窓口へ「身体障害者手帳」をご持参ください。　振込依頼人は「身体
障害者手帳をご持参のご本人さま名義」に限らせていただきます。貯金口座からのお振込の場合は「当ＪＡの通帳」と「お
届け印」もご持参ください。

 定型外発行 1,100円 ＪＡ所定外の用紙のもの

 監査法人向け

手数料

 同一手形交換所内のもの 440円

 その他各種証明書等発行 1,100円

 異なる手形交換所
 取引履歴照合表等発行 1,100円

※1.貯金等残高と貸出金残高を併せて1通の残高証明書を発行する場合は、1通の料金を適用いたします。
※2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の発行手数料は無料です。郵送等でお届けいたします。ただし、紛失
等で再発行される場合は、備考欄記載の手数料を頂戴いたします。

 

 県内JAあて 440円

 県外JA・他金融機関あて
普通扱い 660円

至急扱い 880円
※岩手県内の金融機関で発行された「預金小切手プラン」に係る小切手の代金取立は無料です。

その他の諸手数料
両替・硬貨入金・払戻指定枚数 手数料 種　類 手数料

 1枚～100枚　　 無　料  県外ＪＡ・他金融機関あての地方税取扱料 550円

 101枚～500枚 330円  振込訂正料　※1 550円

 501枚～1,000枚 660円  振込・送金組戻料 660円

 1,001枚～ 660円+500枚毎に330円を加算  不渡手形返却料 660円
＜両替手数料＞
※ご持参枚数合計と両替後の枚数のいずれか多い枚数に応じた手数料を頂戴いたします。
※同日中に複数回、両替をされる場合は、1日の合計両替枚数によって手数料を頂戴いたします。

＜硬貨入金手数料＞
※硬貨での振込、税金・各種料金の納付に対しましても上記手数料を頂戴いたします。
※募金、寄付金、義援金の払込は上記手数料の対象外です。
※枚数に応じて手数料を頂戴いたしますので、あらかじめ枚数をご確認のうえご持参願います。
※同日中に複数回、入金される場合は、１日の合計入金枚数によって手数料を頂戴いたします。

＜金種指定払戻手数料＞
※万円券は指定枚数に含みません。
※給与支払い資金の払戻は上記手数料の対象外です。
※同日中に複数回、払戻される場合は、１日の合計金種指定枚数によって手数料を頂戴いたします。

 取立手形組戻料 660円

 取立手形店頭呈示料　※2 660円

 その他特殊扱手数料 実　費
※1.　当ＪＡあての振込訂正料は無料です。
※2.　660円を超える場合は実費を頂戴いたします。

種　　類 手数料

 ＪＡネットバンク

 契約料 無料

 月額利用料
 照会サービス 無料

 資金移動サービス 無料

種　　類 手数料 備　　考

法人ＪＡネットバンク

 契約料 無料

 住宅ローン 1,100円

 取扱手数料 33,000円 ご契約時
 基本サービス
＋伝送サービス（給与・総合振込・振替） 3,300円

 固定金利選択手数料 　5,500円 特約期間経過後の再選択時

 全額繰上返済 33,000円 ご融資残高が50万円以下は無料  口座振替手数料(振替依頼件数１件につき）

 月額利用料

 基本サービス（照会・資金移動・振込）

55円

 一部繰上返済

ファームバンキング/
ホームバンキング※

 契約料 無料

 ご契約日から10年以内 22,000円
ネットバンクからのお申し込みは無料  月額利用料

照会サービス 無料

 ご契約日から10年超 　5,500円 資金移動サービス 550円

 生活関連ローン ※ 口座振替手数料（振替依頼件数１件につき） 110円

 全額繰上返済 　3,300円 ご融資残高が50万円以下は無料 ※別途専用ソフトの導入が必要となります。（実費）

 保護預り口座管理手数料

 一部繰上返済 　3,300円 ネットバンクからのお申し込みは無料

 農業関連ローン

無料

 全額・一部繰上返済 無料 農機ローン・農機ハウスローン等

※リフォームローン・マイカーローン・教育ローン・多目的ローン等の生活関連ローンが対象です。

種　　　類 手数料

 担保抹消委任状再発行 1,100円 資格証明書・印鑑証明書を添付する場合には実費
を申し受けます。

金融取引諸手数料のお知らせ

ＪＡいわて平泉



 
令和３年１０月 1日現在 

貯金ネットサービス取扱手数料  （消費税込み）                    

※１ 稼働時間は ATMにより異なります。また、ATM 稼働時間であっても JA バンクのキャッシュカードによるお取引ができない場合がございます。詳しくはお近くの JA または、

ご利用 ATMの掲示等でご確認ください。 

※２ １２月３１日はその曜日に該当する手数料となりますが、コンビニ ATM提携については、日・祝日に該当する手数料となります。 

※３ １月２日および１月３日は祝日・日曜日に該当する手数料となります。 

※４ コンビニエンスストア（セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン等）の一部の店舗においては、ATMが設置されていない場合、金融機関が直接 ATM を設置している場合、

他 ATM運営会社の ATMが設置されている場合等がございます。詳しくはご利用の ATMの掲示等でご確認ください。 

※５ イーネット ATMはファミリーマート等のコンビニエンスストアに設置されています。 

※６ ご利用の金融機関により、手数料が異なる場合がございます。詳しくはご利用 ATMの掲示等でご確認ください。 

 

設置店舗と稼働時間 

 

お取引内容・ 

ご利用時間帯 

 

 

 

ご利用 ATM  

お取引内容 

ご利用手数料 

平日（※1.2.3） 土曜日（※1.2.3） 日曜・ 

祝日・ 

その他の 

時間帯 

（※１.2.3） 

8：00～ 

8：45 

8：45～ 

18：00 

18：00～ 

21：00 

8：00～ 

9：00 

9：00～ 

14：00 

14：00～ 

19：00 

JAバンク 入出金  無料 無料 無料 

JFマリンバンク 出 金  無料 無料 無料 

セブン銀行（※4） 入出金 220円 110円 220円 220円 110円 220円 220円 

ローソン銀行（※4） 入出金 220円 110円 220円 220円 110円 220円 220円 

イーネット ATM（※4.5） 入出金 220円 110円 220円 220円 110円 220円 220円 

三菱 UFJ 銀行 出 金 110円 無料 110円 110円 110円 

ゆうちょ銀行 入出金 220円 110円 220円 220円 110円 220円 220円 

その他(MICS提携)・ 

他金融機関のカード（※6） 
出 金 220円 110円 220円 220円 110円 220円 220円 

設置店舗 平日 土日祝  設置店舗 平日 土日祝 

千厩支店  

 

 

 

8：00～ 

21：00 

 

 

 

 

9：00～ 

19：00 

 奥玉 

8：00～ 

19：00 

 

 

 

 

9：00～ 

19：00 

Ａコープふじさわ  大籠 

大東支店  黄海 

Ａコープひがしやま店  興田 

室根支店  大原 

川崎出張所  猿沢 

一関中央支店  津谷川 

一関  真滝 

萩荘  永井出張所 

厳美出張所  長島 

山目  

ＪＡファーマーズ 
9：00～ 

21：00 
花泉支店  

平泉支店  

金融取引諸手数料のお知らせ 

ＪＡいわて平泉 



令和３年８月２４日 

 

未利用口座管理手数料の導入について 

（令和３年 10月以降に新たに普通貯金口座および貯蓄貯金口座を開設されるお客さま） 

 

当組合では、長期間ご利用の無い口座が犯罪で不正利用されることの防止およびサービス維持向上の観点から、 

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を適用対象

（※）として、「未利用口座管理手数料（以下、本手数料）」を新設いたします。 

本手数料は、長期間ご利用のない口座に対して適用させていただくものですが、日ごろ、お預入れやお引出し、口座

振替をご利用いただいているお客さまの口座が対象となることはございません（詳細は下記をご覧ください）。 

本手数料の導入に伴う貯金規定等の改定については別途お知らせいたします。 

なお、当組合におきましては、当面の間お客さまから本手数料はいただきません。 

今後とも、一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

（※）本手数料は令和３年９月 30 日以前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

金口座は対象外です。 

記 

 

適用対象 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

口座に対して適用します。 

（※）令和３年９月 30日以前に開設された口座に対しては適用しません。 

未利用口座

管理手数料 

当面の間、お客さまから本手数料はいただきません。 

（※）将来において、本手数料をいただく場合は、当組合のホームページ等により事前にご連絡させ

ていただきます。 

 

（※）将来において、本手数料をいただく場合 

（１） 未利用口座となる口座は、適用対象のうち、お預入れやお引出し（当該口座のお利息入金や本手数料の引落しを除きます)、記帳等のご利

用が２年以上ない口座が対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象となりません（本手数料のご負担はございません）。 

 貯金残高が 10,000円以上の当該口座 

 当組合でお借入れがある場合 

（２） 未利用口座に対するお取扱い 

 対象口座のお客さまには、当組合に登録されているご住所に、事前に文書によりご案内いたします。送付した文書が到着しなかった場合でも、

通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

 上記のご案内により、口座をご確認いただき、再度ご利用をご検討いただくか、ご利用の予定がない場合はご解約をご検討ください。このご案内

を差し上げて、一定期間（約３カ月）を経過しても、ご利用またはご解約がない場合は、本手数料を引落しさせていただきます。 

 残高不足により、本手数料の引落しができなかった場合は、残高全額を引落し、当該口座を自動的に解約させていただきます。お客さまの口

座残高を超えたご負担はございません。 

 なお、引落としさせていただいた本手数料のご返却、および解約後の当該口座の再利用には応じかねますので予めご了承ください。 

以上 

 【 本 件 に 関 す る お 問 合 せ 先 】 

いわて平泉農業協同組合   
本店金融部 金融課  ℡0191-23-3007 

またはご利用の各支店・出張所 


