
２０２２年１月吉日 

伊賀ふるさと農業協同組合 

 

手数料の新設ならびに一部改定のお知らせ 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 当組合では誠に勝手ながら、各種手数料につきまして下記の通りとさせていただきます。 

今後とも、利用者の方々の利便性向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

記 

１.手数料新設および改定日 

  ２０２２年４月１日（金）より 

 

２.内容（税込、単位：円） 

（１）ＡＴＭ手数料（当組合キャッシュカードを提携金融機関のＡＴＭでご利用になる場合：１

取引当たり） 

提携金融機関 
改定前 改定後 

現行比 
時間等 金額 時間等 金額 

ゆうちょ銀行 
平日     8:00～21:00 無料 

平日     8:00～18:00 １１０ ＋１１０ 

平日    18:00～21:00 ２２０ ＋２２０ 

土日祝日 8:00～21:00 無料 土日祝日 8:00～21:00 ２２０ ＋２２０ 

セブン銀行 

ローソン銀行 

イーネット 

 

平日     7:00～ 8:45 １１０ 平日     7:00～ 8:45 ２２０ ＋１１０ 

平日     8:45～18:00 無料 平日     8:45～18:00 １１０ ＋１１０ 

平日    18:00～23:00 １１０ 平日    18:00～23:00 ２２０ ＋１１０ 

土曜日   7:00～ 9:00 １１０ 

土日祝日 7:00～23:00 ２２０ 

＋１１０ 

土曜日   9:00～14:00 無料 ＋２２０ 

土曜日  14:00～23:00 １１０ ＋１１０ 

日祝日   7:00～23:00 １１０ ＋１１０ 

＊ＪＡバンク優遇プログラムの条件を充足する方は、ゆうちょ銀行・コンビニＡＴＭ（セブン銀

行・ローソン銀行・イーネット（ファミリーマート等））をご利用いただく際、入出金手数料が、

月４回まで無料でご利用いただけます。 

（お取引いただいているＪＡのキャッシュカードご利用時に限ります。） 

 

 

 

 



 （２）振込手数料 

お取扱区分 
改定前 改定後 

現行比 
手数料区分 金額 手数料区分 金額 

窓口振込 

（ １ 件 に つ

き） 

同一店内５万円以上 無料 
同一店内 無料 

－ 

同一店内５万円未満 無料 － 

本支店宛５万円以上 無料 
本支店宛 無料 

－ 

本支店宛５万円未満 無料 － 

他行宛５万円以上 ８８０ 
他行宛 ７７０ 

▲１１０ 

他行宛５万円未満 ６６０ ＋１１０ 

ＡＴＭ 

（現金扱い） 

＊取扱可能 

ＡＴＭのみ 

（現在１台） 

同一店内５万円以上 無料 
同一店内 無料 

－ 

同一店内５万円未満 無料 － 

本支店宛５万円以上 無料 
本支店宛 無料 

－ 

本支店宛５万円未満 無料 － 

他行宛５万円以上 ６６０ 
他行宛 ６６０ 

－ 

他行宛５万円未満 ４４０ ＋２２０ 

ＡＴＭ 

（ カ ー ド 扱

い） 

同一店内５万円以上 無料 
同一店内 無料 

－ 

同一店内５万円未満 無料 － 

本支店宛５万円以上 無料 
本支店宛 無料 

－ 

本支店宛５万円未満 無料 － 

他行宛５万円以上 ５５０ 
他行宛 ４４０ 

▲１１０ 

他行宛５万円未満 ３３０ ＋１１０ 

ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 

（個人） 

同一店内５万円以上 無料 
同一店内 無料 

－ 

同一店内５万円未満 無料 － 

本支店宛５万円以上 無料 
本支店宛 無料 

－ 

本支店宛５万円未満 無料 － 

他行宛５万円以上 ４４０ 
他行宛 １６５ 

▲２７５ 

他行宛５万円未満 ２２０ ▲５５ 

法人ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ 

同一店内５万円以上 無料 
同一店内 無料 

－ 

同一店内５万円未満 無料 － 

本支店宛５万円以上 無料 
本支店宛 無料 

－ 

本支店宛５万円未満 無料 － 

他行宛５万円以上 ４４０ 
他行宛 ２２０ 

▲２２０ 

他行宛５万円未満 ２２０ － 

 

 

 



（３）代金取立手数料 

種類 
改定前 改定後 

現行比 
支払場所等 金額 支払場所等 金額 

手形・小切手 
同地（津交換所） 無料 

当組合本支店 無料 － 

同地（津交換所） ２２０ ＋２２０ 

交換（隔地） ２２０ 交換（隔地） ６６０ ＋４４０ 

（４）小切手入金手数料 

種類 
改定前 改定後 

支払場所等 金額 支払場所等 金額 

小切手 新設 

当組合本支店 無料 

同地払い（津交換所） ２２０ 

隔地払い ６６０ 

＊小切手持込による口座への入金が対象となります。 

（５）窓口両替手数料（１回毎、紙幣・硬貨の合計、一日通算） 

改定前 改定後 
現行比 

枚数 金額 枚数 金額 

100枚以下 無料 100枚以下 無料 － 

101～500枚 ２２０ 101～500枚 ２２０ － 

501～1,000枚 ４４０ 501～1,000枚 ５５０ ＋１１０ 

1,001～2,000枚 ６６０ 1,001～2,000枚 １，６５０ ＋９９０ 

2,001枚～ 
１，０００枚毎に 

３３０円加算 
2,001枚～ 

５００枚まで毎

に５５０円加算 
 

その他定期的な大口両替 ３，３００ 廃止 －  

＊お取扱枚数は、両替前の枚数と両替後の枚数のいずれか多い方の枚数とします。 

＊お取扱内容によっては、上記の手数料以上の金額を申し受ける場合があります。 

（６）窓口現金整理手数料（１回毎、紙幣・硬貨の合計、一日通算） 

改定前 改定後 

枚数 金額 枚数 金額 

新設 

100枚以下 無料 

101～500枚 ２２０ 

501～1,000枚 ５５０ 

1,001～2,000枚 １，６５０ 

2,001枚～ ５００枚まで毎に５５０円加算 

＊紙幣（一万円札は除きます）・硬貨の合計枚数が 101 枚以上の入金・出金・振込が対象となります。 

＊窓口両替手数料、窓口現金整理手数料については１日複数回の取扱依頼があった場合通算して計算

します。 



（５）その他 

改定前 改定後 
現行比 

手数料区分 金額 手数料区分 金額 

取引検索手数料（１回） ２２０ 

取引履歴発行手数料 

（１０年以内） 
４４０ ＋２２０ 

取引履歴発行手数料 

（１０年超） 
１，１００ ＋８８０ 

情報センター出力帳票（１回） １，１６６ 廃止 －  

＊但し、表示手数料を超える経費を要する場合は、その実費となります。 

以上 


