
手数料(円)
(税込)

備考
手数料(円)

(税込)
備考

(1) 残高証明書(窓口端末発行) 525円/1 通 残高証明書発行照会による発行。 (1) 残高証明書(窓口端末発行) 540円/1 通 残高証明書発行照会による発行。

(2) 残高証明書(継続発行) 315円/1 通 (2) 残高証明書(継続発行) 324円/1 通

(3) 残高証明書(手書き発行) 630円/1 通 (3) 残高証明書(手書き発行) 648円/1 通

(4) 残高証明書(監査法人向け) 2,100円/1 通 制定外書式に手書きによる発行。 (4) 残高証明書(監査法人向け) 2,160円/1 通 制定外書式に手書きによる発行。

(5) 融資証明書 210円/1 通 (5) 融資証明書 216円/1 通

ＩＣキャッシュカード(個人・法人) 無料円/1 枚
磁気キャッシュカードからＩＣキャッシュカードに
切替えた場合を含みます。

ＩＣキャッシュカード(個人・法人) 無料円/1 枚
磁気キャッシュカードからＩＣキャッシュカードに
切替えた場合を含みます。

(1) 貯金通帳 1,050円/1 冊 (1) 貯金通帳 1,080円/1 冊

(2) 貯金証書 1,050円/1 通 (2) 貯金証書 1,080円/1 通

(3) ＩＣキャッシュカード(個人・法人) 1,050円/1 枚 (3) ＩＣキャッシュカード(個人・法人) 1,080円/1 枚

(4) ローンカード 1,050円/1 枚 (4) ローンカード 1,080円/1 枚

(5) 償還予定表 1,050円/1 通 (5) 償還予定表 1,080円/1 通

525円/1 通 540円/1 通

(1) 小切手帳(５０枚綴り) 630円/1 冊 (1) 小切手帳(５０枚綴り) 648円/1 冊

(2) 約束手形(５０枚綴り) 840円/1 冊 (2) 約束手形(５０枚綴り) 864円/1 冊

(3) 手形用紙 52円/1 枚 (3) 手形用紙 54円/1 枚

(1) 住宅ローン借入申込書 無料円/1 組 (1) 住宅ローン借入申込書 無料円/1 組

(2) その他ローン申込書 無料円/1 組 (2) その他ローン申込書 無料円/1 組

52円/1 件
口座振替契約締結の企業・団体より徴求しま
す。

54円/1 件
口座振替契約締結の企業・団体より徴求しま
す。

52円/1 件 54円/1 件

210円/1 件
当ＪＡ以外の保険契約に係る質権設定時に徴
求します。

216円/1 件
当ＪＡ以外の保険契約に係る質権設定時に徴
求します。

※リフォームローンは除きます。所定の手数料
は窓口までお問い合わせください。

※リフォームローンは除きます。所定の手数料
は窓口までお問い合わせください。

(1) 融資取扱手数料 52,500円/1 件
新潟県農業信用基金協会保証の場合。
上記以外の保証機関では金額が異なります。

(1) 融資取扱手数料 54,000円/1 件
新潟県農業信用基金協会保証の場合。
上記以外の保証機関では金額が異なります。

(2) 固定金利選択 5,250円/1 件 新規借入時を除きます。 (2) 固定金利選択 5,400円/1 件 新規借入時を除きます。

(3) 全額繰上返済 21,000円/1 件 返済元金 500 万円以上の場合。 (3) 全額繰上返済 21,600円/1 件 返済元金 500 万円以上の場合。

(4) 一部繰上返済 無料
新潟県農業信用基金協会保証の場合。
上記以外の保証機関では所定の手数料が必
要です。

(4) 一部繰上返済 無料
新潟県農業信用基金協会保証の場合。
上記以外の保証機関では所定の手数料が必
要です。

(5) 条件変更 3,150円/1 件 (5) 条件変更 3,240円/1 件

(6) 年末残高証明書 無料 (6) 年末残高証明書 無料

525円/1 通
取引履歴の内容について証明印を付して交付
する時に徴求します。

540円/1 通
取引履歴の内容について証明印を付して交付
する時に徴求します。

無料/1ヶ月 無料/1ヶ月

1 ～ 100 枚 無料 1 ～ 100 枚 無料

101 ～ 300 枚 105円 101 ～ 300 枚 108円

301 ～ 500 枚 210円 301 ～ 500 枚 216円

501 ～ 1000 枚 315円 501 ～ 1000 枚 324円

1001 枚 ～
1,000 枚ごとに

315 円加算
1001 枚 ～

1,000 枚ごとに
 324 円加算

硬貨の合計枚数 1000 枚以上の入金
硬貨 1 枚に

つき 50 銭
硬貨の合計枚数 1000 枚以上の入金

硬貨 1 枚に
つき 51銭

※ 詳しくは窓口まで、お問い合せください。 ＪＡ新潟市

1. 各種証明書発行手数料

平成26年3月末日まで　（消費税率5％）

消費税率5％から8％の引き上げに伴う各種手数料のお知らせ
このたび消費税法の改正により、H26年4月1日（火）以降、消費税率が 5％ から 8％ に

変更されます。引き上げに伴う各種手数料について、下記の通りご案内をさせていただきます。

取扱手数料名称

平成26年4月1日以降　（消費税率8％）

取扱手数料名称

1. 各種証明書発行手数料

2. キャッシュカード発行手数料

3. 再発行手数料

紛失・汚損等依頼者の管理責任に帰する場
合、その依頼者より徴求します。

4. 自己宛小切手発行手数料

5. 手形小切手交付手数料

交付の都度。

2. キャッシュカード発行手数料

3. 再発行手数料

11. 「取引明細照会」作成手数料

6. 用紙代

7. 口座振替手数料

8. 貯蓄貯金振替サービス取扱手数料

9. 火災保険質権設定

10. 住宅ローン関係手数料

14. 入金硬貨精査手数料
入金額の精査を伴う場合に徴求します。
円未満切り捨て。

6. 用紙代

12. 国債保護預り手数料

13. 円貨両替手数料

両替枚数は、「持ち込み枚数」または「持ち帰り
枚数」の多い方とします。紙幣・硬貨の別を問い
ません。

12. 国債保護預り手数料

13. 円貨両替手数料

紛失・汚損等依頼者の管理責任に帰する場
合、その依頼者より徴求します。

14. 入金硬貨精査手数料
入金額の精査を伴う場合に徴求します。
円未満切り捨て。

7. 口座振替手数料

8. 貯蓄貯金振替サービス取扱手数料

9. 火災保険質権設定

10. 住宅ローン関係手数料

11. 「取引明細照会」作成手数料

両替枚数は、「持ち込み枚数」または「持ち帰り
枚数」の多い方とします。紙幣・硬貨の別を問い
ません。

4. 自己宛小切手発行手数料

5. 手形小切手交付手数料

交付の都度。


