
■各種発行手数料
ＡＴＭ（注１） ＡＴＭ（注２） 手数料

当ＪＡ・県内ＪＡ 県外ＪＡ・他金融機関 無料
キャッシュカード キャッシュカード 無料

無料 220 660
110 220 440
330 440 1,100
440 550 ＠55
660 770

■再発行手数料（破損・紛失等）
手数料
1,100
1,100
1,100
1,100

手数料
■代金取立・送金手数料（1通・１件につき） 220

110

■定時自動送金サービス手数料（１回の取引につき）
　○表示手数料は振込手数料と取扱手数料を合計した金額です。

手数料
無料
165
385
495
715

系統金融機関 他金融機関
165 418
385 638

手数料
1,100
1,100
1,100
1,100

■当ＪＡのＡＴＭをご利用いただいた場合の利用手数料（１回につき）
時間帯 手数料 （注1）

（注2）

（注3）

110
220 （注4）

110 秋田銀行

220 秋田信用金庫
220 羽後信用金庫
無料 秋田信用組合
110 ＪＡバンクあきた
無料
無料 （注5）

110
無料
無料 ※
110
110
無料
110
無料
110
110

■当ＪＡのキャッシュカードをご利用いただいた場合の利用手数料（１回につき）
無料
110

※１日あたりの出金限度額は、磁気カード５０万、ＩＣカード１００万、またはお届け頂いた金額までとなります。
※各ＡＴＭコーナーによりご利用可能時間が異なりますので注意下さい。

※『残高照会』、『両替』は無料です。

・ご両替後または、ご両替前の
いづれか多い方の枚数とさせて
いただきます。
・同時（同日）に複数回の両替を
依頼される場合、合算枚数の手
数料となります。

内　　　　　容

３００枚以下

３０１枚～５００枚

５０１枚～１,０００枚
１,０００枚超

種　　　　類 手数料
無料

220

５１～３００枚
３０１枚～５００枚
５０１枚～１,０００枚
１,０００枚超

無料
110
330
550
770

ＪＡかづの（R4.11）

土曜日

 １８：００　～　
  ９：００　～　１４：００

日曜日・祝日

１４：００　～　

ゆうちょ銀行（注５）
お引出し
お預入れ

平日
上記以外のＡＴＭ営業時間

８：４５　～　１８：００

三菱東京ＵＦＪ銀行
キャッシュカード  （注3） お引出し

平日
上記以外のＡＴＭ営業時間

『他金融機関発行のキャッシュ
カード』をお持ちの方が『当ＪＡの
ＡＴＭ』で『お振込』した場合、『手
数料』と別途、『振込手数料』が
かかります。JAカード

提携クレジットカード
キャッシング

平日
 ～    ８：４５

  ８：４５　～　１８：００

どうしでの利用手数料表示となります。
土曜日

  ８：４５　～　１８：００
　ゆうちょ銀行のキャッシュカード
でのご利用は、ゆうちょ銀行所定
の手数料が徴収されます。ＪＦマリンバンクキャッシュカード お引出し

秋田あったかネット
キャッシュカード　（注4）

お引出し
平日

セブン銀行
ローソン

ファミリーマート
キャッシュカード

お引出し
お預入れ

平日

『お預入れ』、『お振替え』はお取
引きできません。

他金融機関
キャッシュカード（注3）

お引出し

平日
  ８：４５　～　１８：００

『秋田あったかネット』加盟店

土曜日

日曜日・祝日

カードの種類 お取引 『お振込み』は別途、所定の振込
手数料がかかります。県内ＪＡキャッシュカード

（注1）
全てのお取引 無料

『お振替え』はお取引できませ
ん。県外ＪＡキャッシュカード

（注2）
お引出し
お預入れ

無料

・当該口座の貯金残高が１万円以上のお客様

不渡手形返却料 1通につき

・当組合でお借入れがあるお客様

取立手形組戻料 1通につき
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。

種　　　　類 内　　容

ただし、以下のいずれかに該当するお客様は対象外です。

送金・振込組戻料 １件につき貯蓄貯金口座のうち、お預入れまたはお引出し(当該口座のお利息入金や本手数

■その他諸手数料

・同時（同日）に複数回の大量硬貨
入出金を依頼される場合、合算枚
数の手数料となります。
・当座貯金､普通貯金､貯蓄貯金､納
税準備貯金の入出金､振込､納付金
等の納付(ただし、税金は除く)に摘
要になります。
・職員がお客様を訪問し入出金した
場合も摘要となります。
・募金、助け合い運動等にかかる硬
貨入金は無料です。■未利用口座管理手数料

３万円以上

660

１，０００枚超、
１，０００枚ごと330円加算

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

330

未利用口座管理手数料（年間） 1,320

３万円未満 無料 無料
無料 無料

金額の区分 当JA同一店舗 当JA本・支所

1通につき

当ＪＡ本･支所あて ３万円未満
３万円以上

■大量硬貨入出金手数料
内　　　　　容

　　　　　系統金融機関
　　　　　他金融機関

３万円未満

３万円以上
■ＪＡネットバンク利用手数料（１件につき）

１，０００枚超  、１，０００枚ごと330円加算

電子交換 880
個別取立（※）

種　　　　類 手数料
５０枚以下

お振り込み先 送 金 額

帳票扱い 請求１件あたり
手数料 電子記録媒体扱い(CD・DVD等) 請求１件あたり

JA系統金融機関 他金金融機関 ■両替手数料

　 の店舗でな い場合は、当ＪＡ本・支所の取扱いとなります。 ＪＡカード（一体型） 1枚につき
　（当ＪＡ本・支所あての手数料がかかります。） ■貯金口座振替手数料
※ 視覚障がい者の窓口受付振込手数料はＡＴＭ振込手数料と同額となります。 種　　　　類 内　　　　容

※当JA本・支所あての「店内振込依頼書」での振込は、金額に関わらず「無料」となります。 証書 1通につき
※ご利用口座と受取人口座が同一店舗であっても、お振込手続を行う当ＪＡのＡＴＭが同一 ＩＣキャッシュカード 1枚につき

(注1)　ATMでの『お振込み』は、当ＪＡ・県内JAｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞのご利用(電信扱い)となります。 種　　　　類 内　　　　容
(注2)　県外ＪＡ・他金融機関キャッシュカードのご利用(電信扱い)となります。 通帳 1冊につき

ＪＡ系統金融機関
他金融機関

電信
文書

３万円未満 660 取引履歴明細表（注5） １枚につき
３万円以上 880 （注5）枚数×55円（1円未満は切り捨てとなります。）

＊　正組合員で３万以上の振込は770(窓口）

当ＪＡ本・支所
電信
文書

３万円未満 330 　　　〃 継続発行１通につき
３万円以上 550 　　〃　　ＪＡ所定様式以外 １通につき

新規発行及び切替時

ＪＡカード(一体型) 新規発行及び切替時

当ＪＡ同一店舗 電信 金額に関わらず 110 残高証明書 新規１通につき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡかづの　各種手数料一覧表　　　　　　　　　　　　　
                                                                                 表示手数料は、税込み（税額10％）の金額です。（単位：円）

■振込手数料（1件につき）

お振込先 扱い別 お振り込み金額 窓口
種　　　　類 内　　　　容

ＩＣキャッシュカード

種類

440 660

（※）電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるもの

送金小切手による送金

終日

1,100

取立手形店頭呈示料

当JA同一店舗あて 金額に関わらず

各ATMの営業時間（曜日・時間外問わず）

各ATMの営業時間（曜日・時間外問わず）

１８：００　～　２０：００
  ９：００　～　１４：００
１４：００　～　１７：００
  ９：００　～　１７：００
  ８：４５　～　１８：００

上記以外のＡＴＭ営業時間

  ９：００　～　１４：００
上記以外のＡＴＭ営業時間

各ATMの営業時間（曜日・時間外問わず）
  ８：４５　～　１８：００

 

あて


