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営業のご案内

手数料のご案内 （2017年7月1日現在）

種　類
手　数　料（注）1

1万円
未満

1万円以上
5万円未満　

5万円
以上　

窓口
（注）2

本・支店あて（他ろうきん含む） 108円 216円 432円

他行あて（電信扱い） 432円 540円 756円

ATM
（注）3

本・支店あて（他ろうきん含む） 108円 324円

他行あて 324円 432円 648円

自動送金
サービス

本・支店あて（他ろうきん含む） 108円 324円

他行あて 324円 432円 540円

インターネットバンキング
（個人向け・団体向け）

本・支店あて（他ろうきん含む） 108円 216円

他行あて 216円 432円

テレフォン
バンキング

本・支店あて（他ろうきん含む） 108円 324円

他行あて 324円 432円 648円

種　類
手　数　料

本・支店あて
（他ろうきん含む） 他行あて

送金手数料（1件につき） 432円 648円

代金取立手数料（1通につき） 432円 （個別取立）864円

振込・送金の組戻し料 （1件につき）648円

取立手形組戻し料 （1通につき）648円

取立手形店頭呈示料（注） （1通につき）648円

不渡手形返却料 （1通につき）648円

（注） 1．新潟ろうきんの同一店内振込における振込手数料は無料です。
2．視覚に障がいがある方が窓口での振込手続きを希望された場合は、
ATM利用時と同額の振込手数料でお手続きいただけます。

3．ATMご利用によるお振込みは、ご利用時間帯等により、別途キャッシュ
サービス利用手数料が必要となる場合があります。

ご利用日・時間帯
（お引出し・ご入金・お振込み）

ろうきん
カード

ゆうちょ銀行
カード

提携金融機関
カード

平  日

  7：00 ～  8：00

無　料

216円 ご利用できません

  8：00 ～  8：45 216円 216円

  8：45 ～18：00 108円 108円

18：00 ～21：00 216円 216円

21：00 ～23：00 216円 ご利用できません

土  曜
  9：00 ～14：00 108円 216円

14：00 ～21：00 216円 216円

日曜・祝日   9：00 ～21：00 216円 216円
※提携金融機関のカードによるご入金取引は、相互入金業務サービス加盟金
融機関のカードのみご利用いただけます。

※お振込みはろうきんカードおよび提携金融機関カードのみご利用いただけ
ます。また別途振込手数料が必要となります。
※ご利用いただける時間帯は自動機によって異なります。詳しくは55～58頁
をご覧ください。

（注）648円を超える実費を要する場合は、その実費を申し受けます。

※手数料には8％の消費税が含まれています。

●振込手数料

●新潟ろうきんの自動機をご利用の場合

稼動日および稼動時間 お引出し ご入金

平  日

  0：05 ～  7：00 216円 ご利用できません
  7：00 ～  8：45 216円 無　料
  8：45 ～18：00 108円 無　料
18：00 ～21：00 216円 無　料
21：00 ～23：55 216円 ご利用できません

土  曜

  0：05 ～  9：00 216円 ご利用できません
  9：00 ～14：00 108円 無　料
14：00 ～17：00 216円 無　料
17：00 ～23：55 216円 ご利用できません

日曜・祝日
  0：05 ～  9：00 216円 ご利用できません
  9：00 ～17：00 216円 無　料
17：00 ～21：00 216円 ご利用できません

※月曜、休日の翌日、1月4日の稼働開始時間は7：00からとなります。
※12月31日のお引出し手数料は、該当曜日の手数料となります。
※定期システムメンテナンスのため、毎月第1・第3月曜の2：00～
6：00および特定日（成人の日、海の日、敬老の日、体育の日）の前日
21：00～当日6：00はご利用いただけません。

〈ゆうちょ銀行自動機〉

●その他の為替手数料

●新潟ろうきんのカードを他金融機関自動機でご利用の場合

稼動日および稼動時間 お引出し ご入金

全  日

  0：00 ～  7：00 108円

無　料  7：00 ～19：00 無　料

19：00 ～24：00 108円
※定期システムメンテナンスのため、毎月第1・第3月曜の2：00～6：00および
特定日（成人の日、海の日、敬老の日、体育の日）の前日21：00～当日6：00は
ご利用いただけません。

〈セブン銀行自動機〉

稼動日および稼動時間 お引出し ご入金
全  日 00：00～24：00 無　料 無　料

※定期システムメンテナンスのため、特定日（成人の日、海の日、敬老の日、
体育の日）の前日21：00～当日6：00はご利用いただけません。

〈ローソン自動機・イーネット自動機〉

稼動日および稼動時間 お引出し ご入金
全  日 始発～終電 無　料 ご利用できません

※カードローンはご利用いただけません。
※定期システムメンテナンスのため、毎月第1・第3月曜の2：00～
6：00および特定日（成人の日、海の日、敬老の日、体育の日）の前日
21：00～当日6：00はご利用いただけません。

〈VIEW ALT TE（ビューアルッテ）〉

為替手数料

キャッシュサービス（CD・ATM）利用手数料

稼動日および稼動時間 お引出し ご入金

平  日
月 曜 8：00～23：00

無　料 無　料
火曜～金曜 1：00～23：00

土曜・日曜・祝日 8：00～21：00
12月31日 8：00～21：00

※1月4日、5月6日の稼働開始時間は8：00からとなります。
※自動機のご利用時間帯・営業日は、店舗・自動機コーナーによって
異なる場合があります。

〈イオン銀行自動機〉
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種　類 手　数　料
通帳･証書再発行手数料

無　料
キャッシュカード再発行手数料
ICカード新規・切替・再発行手数料（注）1 1,080円

各種証明書発行手数料
無　料ローン繰上返済手数料

返済方法の変更手数料

両替（円貨）手数料
（持込・払出いずれか多い枚数）

1枚～100枚 無　料

101枚～300枚 108円

301枚～500枚 216円

501枚～1,000枚 432円

1,001枚以上 648円

ろうきんダイレクトご契約者
カード再発行手数料

無　料
（2018年3月31日まで）

団体向けインターネットバンキング
パスワード生成機発行手数料

（追加・再発行）
1,620円

小切手帳発行手数料 １冊（50枚） 540円

他ろうきんへの移管手数料
無　料

国債等口座管理手数料

貸金庫
使用料
（注）２

自動型 年間 12,960円

全自動型
小型 年間 15,552円

中型 年間 19,440円

（注）1．マイプランのICカード新規・切替発行手数料および旧口座番号の記載されたキャッシュカードからの切替発行手数料は無料です。 
     2．自動型貸金庫は本店営業部、全自動型貸金庫は新潟西支店に設置しております。 
     3．データ伝送によるお振込みにあたっては、別に所定の振込手数料を申し受けます。 
     4．FBによるお振込み、引落し、給与振込にあたっては、別に所定の手数料を申し受けます。 
     5．開示する項目により、別に所定の加算手数料を申し受けます。
     6．同日中に複数件のお申込をいただいた場合は、申込金額または切替時残高の合計額により、上記の手数料を申し受けます。
     7．手数料が無料となる会員等につきましては、当金庫本・支店までお問い合わせください。
     8．あんしん住宅ローンは所定会員の方からご利用いただける商品です。対象となる会員等につきましては、当金庫本・支店までお問い合わせください。

種　類 手　数　料
純金積立手数料 年間 864円

変動型から固定金利選択型への切替取扱手数料 １件 5,400円

データ伝送による
振込等手数料
（注）3

契約手数料 無　料

利用手数料 月額 3,240円

FBによる振込、引落し、
給与振込手数料

（注）4

契約手数料 無　料

利用手数料 月額 3,240円

保有個人データ開示手数料（注）5 １通 1,080円

点字通知サービス利用手数料 無　料

インターネット
バンキング
利用手数料

ろうきんダイレクト
（個人向け） 無　料

団体向けライトタイプ 月額 1,080円

団体向けフルタイプ 月額 3,240円

団体向けインターネットバンキング
一括口座確認サービス利用手数料 月額 540円

不動産担保ローン
新規取扱手数料

（注）6

申込金額100万円未満 無　料

申込金額100万円以上
所定会員の方（注）7　　 無料

上記以外の方 54,000円

あんしん住宅ローン
切替取扱手数料
（注）6,8

切替時残高100万円未満 無　料

切替時残高100万円以上 54,000円

その他の主な手数料

暮らしに便利な充実サービスも魅力！

ろうきんダイレクト
仕事、家事、子育てが大変で、ＡＴＭや窓口に行けない…
そんな毎日の暮らしに役立つサービスをご用意しています。

インターネット
バンキング

モバイル
バンキング

テレフォン
バンキング

●振込取引 ●残高照会 ●入出金明細照会
●定期預金等新規口座開設  ●財形貯蓄等の支払
●各種ローンの繰上返済  etc.
※ご利用可能時間帯等の詳細につきましては、〈ろうきん〉までお問い合わせください。

主な取扱
メニュー

毎日忙しいという方も〈ろうきん〉におまかせ。
・ ・ ・


