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その他業務・サービスのご案内

■その他の業務・サービス
　全国のＪＡ・県信連・農林中金の店舗をはじめ、全国の銀行や信用金庫などともネットワークで結

ばれ、「ＪＡはだの」の窓口を通して全国のどこの金融機関へでも送金や手形・小切手などの取り立

てが安全・確実・迅速にできる内国為替を取り扱いしています。そのほか、各種自動受取り、各種自

動支払いをはじめ給与振込サービス、口座振替サービスなども取り扱いしています。

　また、国債・投資信託の窓口販売、貸金庫のご利用、全国のＪＡをはじめ、銀行や信用金庫などと

の金融機関相互のネットワークによるキャッシュサービスなど、いろいろなサービスにつとめていま

す。

種　　類 特　　　　　　　　色

国債の窓口販売 利付国債・個人向け国債を当ＪＡの窓口で販売しています。

投資信託の窓口販売
農中日経225オープン・NZAMJ-REITインデックスファンド（毎月分配型）
など13ファンドを当ＪＡの窓口で販売しています。

自動受取り
自動支払い

給与・年金などの自動受取や各種公共料金、学費、家賃などの自動支払が
簡単な手続きでご利用いただけます。

JAキャッシュカード
当ＪＡおよび全国の提携金融機関、コンビニＡＴＭでご利用いただけま
す。デビットカードとしてもご利用いただけます。

夜間金庫
毎日の売上金などを安全にお預かり、翌営業日に指定の貯金口座に入金い
たします。秦野駅前支店に設置してあります。

貸金庫
貯金証書・権利証・貴金属等の大切な財産をお守りいたします。鶴巻支店
および本町支所に設置してあります。

JAネットバンク
パソコン・携帯電話からアクセスするだけで、平日・休日を問わず、残高
照会や振込・振替などの各種サービスがご利用いただけます。

JAカード
ＪＡが提供するクレジットカードです。一般カードとゴールドカードの２
種類をご用意しております。

遺言信託業務
神奈川県信連の信託代理店として、遺言信託・遺産整理の信託代理業務を
行っています。
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主な手数料

■貯金関連・為替・貸金庫手数料
（１）振込手数料（1件につき）

お振込金額

当 J A あ て 当JA以外の金融機関あて

自店あて 他店あて 電信扱い 文書扱い

ATM利用 窓口利用 ATM利用 窓口利用 ATM利用 窓口利用 窓口利用

1万円未満 無料 無料 108円 108円 267円 540円 432円

3万円未満 無料 無料 108円 108円 324円 540円 432円

3万円以上 無料 無料 216円 324円 463円 756円 648円
（注１）当ＪＡ本・支所（店）あての本人口座（家族口座を含む）への振込は窓口利用に限り、無料です。

定額自動振込を含みます。
（注２） 視覚障がい者や手が不自由な方などＡＴＭを利用し振込手続きを行うことが困難な方が、窓口において振込する場合の振込手数料は、「ＡＴ

Ｍでの振込手数料と同額」となります。

（３）JAネットバンク振込手数料（1件につき）

お振込金額
当 J A あ て

他JAあて 他金融機関あて
自店あて 他店あて

1万円未満 無料 108円 108円 216円

3万円未満 無料 108円 108円 216円

3万円以上 無料 216円 216円 324円

（４）手形、小切手類交換手数料
横浜交換手数料 1枚につき 432円

（６）小切手・手形用印紙代
約束手形帳 1冊（50枚） 864円

小切手帳 1冊（50枚） 648円

マル専手形用紙 1枚 270円

マル専当座開設手数料 通知書1枚 3,240円

（７）各種発行手数料
自己宛小切手発行手数料 1枚につき 540円

通帳・証書再発行手数料 1冊・1枚につき 540円

ICキャッシュカード再発行手数料 1枚につき 1,080円

磁気カード再発行手数料 1枚につき 540円

残高証明書発行手数料 1通につき 216円

（８）夜間金庫・貸金庫の手数料
夜間金庫手数料 年間 25,920円

貸金庫手数料（鶴巻支店） 年間 12,960円

貸金庫手数料（本町支所） 年間 19,440円（組合員）
23,328円（員　外）

（注）手数料はすべて消費税８％を含んだものです。

（５）代金取立手数料（1件につき）
至急扱い 864円

普通扱い 648円

（２）両替手数料（1件につき）
1枚～ 100枚 無料

101枚～1000枚 324円

1001枚～ 1000枚毎に324円加算
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■融資関連手数料

（１）残高証明書発行手数料
残高証明書発行手数料 1通につき 216円

（６）不動産担保取扱手数料（住宅ローンを除く）
事業資金 １件につき 21,600円

上記以外の資金 １件につき 10,800円

担保物件の変更 １件につき 10,800円

（注）手数料はすべて消費税８％を含んだものです。

（３）ローンカード発行手数料

不動産担保

ローンカード

発行手数料 1枚につき 540円

口座維持手数料 1年毎 3,240円

更新手数料 2年毎 5,400円

上記以外のローンカード 発行手数料 1枚につき 540円

（２）融資証明書発行手数料
事業資金 1通につき 5,400円

上記以外の資金 1通につき 3,240円

（４）住宅資金手数料
全額繰上返済 100万円以上 32,400円

条件変更 １回につき 3,240円

固定金利選択時（新規実行時は無料） １回につき 10,800円

（５）事業資金手数料
全額繰上返済 100万円以上 54,000円

一部繰上返済 １回につき 10,800円

固定金利選択時（新規実行時は無料） １回につき 10,800円
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■ＡＴＭ利用手数料
（1）提携先のキャッシュカードで当ＪＡのＡＴＭを利用した際の手数料

種　　類 利　用　時　間 出　金 入　金 残高照会

JAバンク
平　日 午前8時30分～午後9時

無料 無料 無料
土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時

JFマリンバンク
平　日 午前8時30分～午後9時

無料 無料
土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時

ゆうちょ銀行・
他行

（三菱UFJ銀行を
除く）

平　日

午前8時30分～午前8時45分 216円

無料

午前8時45分～午後6時 108円

午後6時～午後9時 216円

土曜日

午前8時30分～午前9時 216円

午前9時～午後2時 108円

午後2時～午後9時 216円

日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時 216円

三菱UFJ銀行
平　日

午前8時30分～午前8時45分 108円

無料
午前8時45分～午後6時 無料

午後6時～午後9時 108円

土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分～午後9時 108円

（2）当JAのキャッシュカードで提携ATMを利用した際の手数料
種　　類 利　用　時　間 出　金 入　金 残高照会

ゆうちょ銀行

平　日

午前8時～午前8時45分 216円

108円 無料

午前8時45分～午後6時 108円

午後6時～午後9時 216円

土曜日

午前8時～午前9時 216円

午前9時～午後2時 108円

午後2時～午後9時 216円

日曜日・祝日 午前8時～午後9時 216円

セブン銀行・
イーネット・

ローソン 

平　日

午前8時～午前8時45分 108円 108円

無料

午前8時45分～午後6時 無料 無料

午後6時～午後9時 108円 108円

土曜日

午前8時～午前9時 108円 108円

午前9時～午後2時 無料 無料

午後2時～午後9時 108円 108円

日曜日・祝日 午前8時～午後9時 108円 108円

三菱UFJ銀行
平　日

午前8時～午前8時45分 108円

無料
午前8時45分～午後6時 無料

午後6時～午後9時 108円

土曜日・日曜日・祝日 午前8時～午後9時 108円

（注）稼働時間はＡＴＭにより異なります。詳しくは当ＪＡのホームページまたは提携金融機関のホームページ等をご覧ください。
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２．共済事業
　共済事業は、生命保険・損害保険兼営の協同組合保険事業であり、組合員・地域住民を不慮の災害

から守り、その家族の暮らしを守ることを最大の目的とし、生命・建物・火災・自動車共済など割安

な掛金で大きな保障をしています。

３．経済事業
　経済事業は、農家から消費者へ新鮮な農畜産物を届ける「販売事業」と、農業や生活などに必要な

物資を組織的にまとめて供給する「購買事業」の二つから成り立っており、消費者に幅広く新鮮・安

心な農産物や安全な食品・生活用品などの供給をしています。

　2002年11月にファーマーズマーケット「はだのじばさんず」をオープンし、地産地消に取り組ん

でおり、総来店者数が700万人を超えるなど、生産者と消費者を結ぶ拠点となっています。

４．営農・生活事業
　消費者に新鮮で安全な秦野の農産物を供給するため、都市近郊の立地条件を生かした秦野市の農業

の確立をはかる活動をしています。また、健康で心豊かな生活の実現を目指し、食生活改善、健康管

理などの活動を行っています。

　さらに、高齢者福祉への期待が高まるなか、「ＪＡケアセンター」および県厚生連が運営する「Ｊ

Ａデイサービスセンターはだの」と連携した介護活動の取り組みも行っています。

５．子会社
　資産相談やアパートなどの入居相談等を行うため「㈱協同コンサルトはだの」を1989年５月に設

立し、暮らしの全般にわたってサポートしています。



2018 JA HADANO DISCLOSURE 33

朝採り野菜を販売する大型農産物直売所
「はだのじばさんず」
県内最大規模の売り場に、約900軒の農家から出荷
された、豊富な新鮮野菜が揃っています。

丹沢の山並みと特産の落花
生をイメージし、秦野の農業
の夢（芽）が育ち実を結ぶよ
うロゴに願いを込めました。

秦野駅

丹沢山系 至ヤビツ峠

厚木方面

新宿方面

東京方面

二宮方面

松田方面

小田原方面

名古屋方面

県道62号線

国道246号線

東名高速道路

★★

小田急線

東名秦野中井インターより
車で約10分

秦野中井 IC

西大竹交差点
トンネル抜けてすぐ

じばさんず
はだの

JAはだの
本所

堀川入口交差点

〒257-0015　神奈川県秦野市平沢477

■交通
　東名高速道路秦野中井イ
ンターから車で約10分
　国道246号線堀川入口交
差点角JAはだの本所
■営業
　9：00～18：00
　休業日：毎月第2火曜日・年始
■駐車台数　250台

TEL0463-81-7707（直）
FAX0463-84-1030

http://ja-hadano.or.jp

ごあんない

安心・安全を消費者へ

朝採りの「新
鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。

生産者から「安全な栽培に関する誓約書」を提出
防除基準の遵守・防除日誌の記帳
環境保全型農業の推進に取り組んでいます。

朝採りの野菜コーナー、秦野特産物のさくら漬けや峠
漬け、農家の昔ながらの加工品、草花、鉢物まで品数
が豊富です。

生産者と消費者を結ぶ
地元で採れた新鮮な農産物を地元で消費する…
『地産地消』に取り組んでいます。

朝採りの「新
鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。朝採りの「新

鮮さ」、

つくり手の
顔が見える「

安心感」

産地直送の
「安さ」を皆

様にお届け
します。
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