
 日頃より、〈九州ろうきん〉をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 消費税率引き上げに伴い、 2019年10月1日（火）より当金庫の主な手数料を以下のとおり改定させていただき
ます。 

◆ その他の取扱手数料 

項目 同一店内 
ろうきん 
本・支店宛 

他金融機関宛 

電信扱い 文書扱い 

 

振
込
手
数
料 

窓口でのお振込 
5万円未満 110円 330円 660円 660円 
5万円以上 330円 550円 880円 880円 

自動機でのお振込 
5万円未満 

無料 
110円 330円 

取扱なし 
5万円以上 330円 550円 

自動送金でのお振込 
5万円未満 

無料 
110円 330円 

取扱なし 
5万円以上 330円 550円 

 ろうきん 
 ダイレクト 
 でのお振込 

 インターネットバンキング（ＩＢ） 
 モバイルバンキング（ＭＢ） 

5万円未満 
無料 

110円 220円 
取扱なし 

5万円以上 110円 275円 

 テレフォンバンキング（ＴＢ） 
5万円未満 

無料 
110円 330円 

取扱なし 
5万円以上 330円 550円 

団体インターネットバンキング 
（団体ＩＢ）でのお振込 

5万円未満 
無料 

110円 220円 
取扱なし 

5万円以上 110円 275円 

ファームバンキング(ＦＢ) 
でのお振込 

1万円未満 

無料 

110円 220円 

取扱なし 1万円以上 110円 330円 
5万円以上 220円 550円 

 団体ＩＢ・ＦＢ（一括データ伝送）による給与・賞与振込 無料 無料 55円 取扱なし 

 送金手数料 （1件につき） 取扱なし 440円   660円 
 代金取立手数料 （1件につき） 取扱なし 440円   660円 

 その他諸手数料 

送金・振込組戻手数料 

取扱なし 無料 1通につき 660円 
手形・小切手組戻手数料 

取立手形店頭呈示手数料 

手形・小切手不渡返却手数料 

◆ 為替手数料 

(注) １．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。 
   ２．視覚障がい者の方が行うご本人名義の窓口でのお振込については、自動機でのお振込による振込手数料を適用します。 
   ３．自動送金でのお振込には、振込手数料・同一店内振込手数料の他に自動送金サービス手数料（取扱手数料）55円が必要です。 
   ４．文書扱いのお振込は、「国庫金」、「公金」、および「付帯物件付振込で文書扱いに限定されているもの」のみご利用いただけます。 
   ５．提携金融機関のキャッシュカードをご利用の場合の自動機でのお振込には、別途所定のATM利用手数料がかかります。 
   ６．「同一店内」とは、「窓口でのお振込」の場合は「ご利用店と同一店の口座への振込」、「自動機でのお振込」の場合は「ご利用自動機と同一店の口座への振込」、 
     「ろうきんダイレクト」等の場合は「ご利用口座と同一店の口座への振込」のことです。 

◆ iDeCo（個人型確定拠出年金）手数料 

手数料項目 支払先 年額 月額 

 口座の開設に係る手数料（初回のみ） 国民年金基金連合会 2,829円 － 
 管理手数料               5,772円 481円 

  
  
  

 掛金の収納等に関する手数料 （注）２． 国民年金基金連合会 1,260円 105円 
 拠出金の管理等に関する手数料 資産管理サービス信託銀行 792円 66円 
 運営管理機関手数料 運営管理機関（ろうきん） 3,720円 310円 

◇ 加入時・定例の手数料 

区分 手数料項目 金額 

そ
の
他
取
引 

 保護預り手数料 
 被封方式(契約者１人あたり) 年間 1,320円   

 封緘方式(保管袋１個あたり) 年間 550円   

 公共債口座管理手数料   無料   

 夜間金庫手数料  基本料金 月額 2,200円   

 貸金庫手数料  利用手数料 年間 6,600円   

 貸金庫カード再発行手数料   1,100円   

 ファームバンキング（ＦＢ） 
 サービス手数料 

 契約手数料   無料   

 利用手数料 月額 3,300円   

 インターネットバンキング 
 サービス利用手数料 

ろうきんダイレクト（個人）   無料   

 団体向け 
 ライトタイプ   無料   

 フルタイプ   無料   

 口座確認手数料（団体ＩＢ一括口座確認） 1口座確認 55円   

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ（団体向け）電子証明書利用手数料（証明書１枚あたり）   無料   

 パスワード生成機発行手数料   1,650円   

 自動送金サービス手数料  取扱手数料   55円   

 出資金関係事務手数料 
 出資金残高証明書発行手数料 （個人） １通 220円   

 出資証券再発行手数料 （個人・団体） １通 550円   

  窓口両替（硬貨取扱）手数料 
 （注）３． 
 
 ・両替（紙幣・硬貨） （注）４． 

 ・硬貨の入金または払出 
 ・硬貨による振込 （注）５． 

  1枚  ～    49枚   無料   

   50枚 ～  300枚   220円   

  301枚  ～  500枚   330円   

 501枚 ～ 1,000枚   440円   

1,001枚 ～ 2,000枚   660円   

2,001枚以上 
660円＋ 

1,000枚毎に 
330円   

 個人情報保護法に基づく 
 保有個人データの開示手数料 

 基本手数料 
氏名、住所、生年月日、電話番号、 
労働組合等(会員団体)、個人番号 

１通 1,100円   

 加算手数料 

 預金残高、借入残高 
１口座 

１基準日毎 
550円   

 取引履歴 
（期間は暦月ベースで計算します） 

１口座 
１ヵ月毎 

550円   

 その他 １項目毎 1,100円   

(注) １．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。 
   ２．自動送金でのお振込には、自動送金サービス手数料（取扱手数料）の他に振込手数料が必要です。 
   ３．窓口両替（硬貨取扱）手数料の2,001枚以上の場合で、1,000枚未満については四捨五入となります。 
     《例》2,499枚までは2,000枚、2,500枚以上は3,000枚。 
   ４．両替枚数は、払出枚数と受入枚数のいずれか多い方で計算します。 
   ５．窓口両替（硬貨取扱）手数料の他に振込手数料が必要です。 

◇ その他の手数料 

手数料項目 支払先 金額 

 国民年金基金連合会が行う還付の事務に係る手数料 国民年金基金連合会 1,048円   
 特定運営管理機関が行う自動移換に係る手数料 ＪＩＳ＆Ｔ 3,300円   
 国民年金基金連合会が行う自動移換に係る手数料 国民年金基金連合会 1,048円   
 個人別管理資産の管理に係る手数料 ＪＩＳ＆Ｔ 52円 ／月 
 特定運営管理機関が行う特定移（受）換時に係る手数料 ＪＩＳ＆Ｔ 1,100円   
 特定運営管理機関が行う脱退一時金・死亡一時金の裁定の事務に係る手数料 ＪＩＳ＆Ｔ 4,180円   
 事務委託先金融機関が行う給付、還付及び脱退一時金の事務に係る手数料 資産管理サービス信託銀行 440円   

(注) １．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。   ２．運用指図者（これまで積み立てた資産の運用のみをされる方等）は不要です。 

はたらく人と、地域社会と、未来へ、「つながる！」九州ろうきん。 

消費税率引き上げに伴う手数料改定のお知らせ 

2019.10.1 



  時間帯 

ろうきん 
カード 

提携金融機関 
カード（注）２．３． 

ゆうちょ銀行 
カード 

提携クレジット 
カード 

イオン銀行 
カード 

入金・出金 
振込・振替 

入金・出金 
振込（注）1. 

入金・出金 出金 入金・出金 

平  日 

07：00～08：00 無料 － 220円 （注）4 － 

08：00～08：45 無料 220円 220円 （注）4 無料 

08：45～18：00 無料 110円 110円 （注）4 無料 

18：00～21：00 無料 220円 220円 （注）4 無料 

21：00～22：00   無料 － 220円 （注）4 無料 

土曜日 

08：00～09：00 無料 220円 220円 （注）4 無料 

09：00～14：00 無料 220円 110円 （注）4 無料 

14：00～21：00 無料 220円 220円 （注）4 無料 

日曜日・祝日 08：00～21：00 無料 220円 220円 （注）4 無料 

(注) １．お振込には別途振込手数料がかかります。 
   ２．提携金融機関カードでのご入金取引は、第二地方銀行・信用金庫・信用組合のキャッシュカードで「入金ネット」マークのあるATMに限ります。 
   ３．提携金融機関カードでのお振込取引は、都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合のキャッシュカードがご利用いただけます。 
   ４．提携クレジットカードでのご出金取引には、カード会社所定の手数料がかかります。 
   ５．平日の15：00以降、土曜日、日曜日、祝日・振替休日のお振込みは、翌営業日扱いとなります。 
   ６．共同自動機でのお取引の際、時間帯・曜日によっては手数料がかかる場合がございます。 
   ７．自動機の稼働日・ご利用時間帯は、店舗・自動機コーナーによって異なる場合がございます。 
   ８．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。 
   ９．「－」の記載のある時間帯はご利用できません。 

  時間帯 

提携金融機関 ゆうちょ銀行 セブン銀行 イオン銀行 イーネット ローソン銀行 

入金 
(注）１ 

出金 
振込 

入金 出金 入金 出金 
入金 
出金 

入金 
出金 

入金 
出金 

平  日 

07：00～08：00 － － 無料 220円 無料 無料 無料（注）5 無料 無料 

08：00～08：45 無料 （注）2 無料 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

08：45～18：00 無料 （注）2 無料 110円 無料 無料 無料 無料 無料 

18：00～19：00 無料 （注）2 無料 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

19：00～21：00 無料 （注）2 無料 220円 無料 110円 無料 無料 無料 

21：00～23：00 － － － 220円 無料 110円 無料 無料 無料 

23：00～01：00 － － － 220円 無料 110円 － 無料 無料 

01：00～07：00 － － － 220円 無料 110円 無料（注）5 無料 無料 

土曜日 

07：00～08：00 － － － 220円 無料 無料 － 無料 無料 

08：00～09：00 無料 （注）2 － 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

09：00～14：00 無料 （注）2 無料 110円 無料 無料 無料 無料 無料 

14：00～17：00 無料 （注）2 無料 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

17：00～19：00 無料 （注）2 － 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

19：00～21：00 無料 （注）2 － 220円 無料 110円 無料 無料 無料 

21：00～07：00 － － － 220円 無料 110円 － 無料 無料 

日曜日 
祝  日 

07：00～08：00 － － － 220円 無料 無料 － 無料 無料 

08：00～09：00 無料 （注）2 － 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

09：00～17：00 無料 （注）2 無料 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

17：00～19：00 無料 （注）2 － 220円 無料 無料 無料 無料 無料 

19：00～21：00 無料 （注）2 － 220円 無料 110円 無料 無料 無料 

21：00～07：00 － － － － 無料 110円 － 無料 無料 

◆ CD／ATM利用手数料 
◇ ろうきん自動機 

◇ ろうきん自動機以外でのろうきんカード利用 

(注) １．提携金融機関自動機でのご入金取引は、第二地方銀行・信用金庫・信用組合の自動機で「入金ネット」マークのあるATMに限ります。 
   ２．提携金融機関自動機でのご出金取引の場合、各金融機関によって手数料が異なります。 
   ３．提携金融機関自動機でのお振込取引は、都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合のATMでのお取り扱いとなります。 
     （ご利用いただけない金融機関があります。）なお、お振込には、別途提携金融機関所定の振込手数料がかかります。 
   ４．ゆうちょ銀行自動機では、23：55から00：05の間はご利用いただけません。 
   ５．イオン銀行自動機では、01：00から08：00の間は火曜日～金曜日のみご利用いただけます。（月曜日はご利用いただけません。） 
   ６．共同自動機でのお取引の際、時間帯・曜日によっては手数料がかかる場合がございます。 
   ７．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。 
   ８．「－」の記載のある時間帯はご利用できません。 

◆ その他の取扱手数料 

区分 手数料項目 金額 

預
金
取
引
関
係 

 小切手・手形発行手数料 

 小切手用紙代   当座小切手 
1冊 

（50枚綴り） 
550円 

  
 手形用紙代 

  約束手形 

  為替手形 

 自己宛小切手発行手数料 1通 550円   

 通帳・証書再発行手数料 1通 1,100円   

 各種証明書発行手数料 1通 220円   

 取引履歴発行手数料 1通 220円   

 キャッシュカード再発行手数料(普通・貯蓄) 
 ※Ｅｐｉカードの紛失・サインミスによる再発行の場合は、キャッシュカード再発行手数料とは 
  別に、 ＵＣカードに対する再発行手数料が口座振替により引き落とされます。 

1枚 1,100円   

 ＩＣカード発行手数料 
 （新規・切替） 

 シングルストライプのローンカード   無料   

 上記以外 1枚 1,100円   

 ＩＣカード再発行手数料 1枚 1,100円   

 ろうきんダイレクトご契約者カード再発行手数料 1枚 440円   

融
資
取
引
関
係 

 ローンカード再発行手数料   1,100円   

 各種証明書発行手数料 
 融資見込証明願・残高証明書・融資取引明細証明書・ 
 融資契約終了（契約解除）証明書・返済予定表・ 
 年末残高証明書の再発行 

1通 220円 

  

  

  不動産担保融資事務手数料（フラット35を含む） 
  ※フラット35セット型をご利用の場合は、フラット35のみ手数料が必要となります。 

  55,000円   

 住宅ローンリトライ制度事務手数料（全国保証株式会社） 
 ※不動産担保融資事務手数料とは別に必要となります。 

  55,000円   

 住宅つなぎローン事務手数料   5,500円   

 繰上償還手数料 
 (有担保貸付) 

 「固定金利選択型・上限金利 
 設定型｣での特約期間中、 
 ｢全期間固定金利型｣および 
 「新住宅ローン」 

  一部繰上償還   22,000円 
  

  

  全額繰上償還   33,000円 

  

  

 上記以外 

  
３年以内の 
全額繰上償還 

  3,300円 
  

  

  
５年以内の 
全額繰上償還 

  2,200円 
  

  

 切替手数料 (有担保貸付)  既往有担保ローンの同額借換（切替）   55,000円   

 再特約手数料  
 (有担保貸付) 

 「固定金利選択型・上限金利設定型」住宅ローン特約 
 期間終了時点の再特約 

  無料 
  

  

 返済方法等条件変更手数料 

 以下の商品の割賦金・返済期間等の条件変更 
 「証書貸付（有担保・無担保）」「しあわせ安心プラン」 
 「元利金返済開始後のろうきん教育ローン（カード型）」   5,500円   

 既往有担保ローンの金利区分（通常金利）の変更 

 不動産担保取扱手数料  不動産担保調査料金   実費相当額   

 移管手数料 
 『九州ろうきん』内で移管する場合   無料   

 他の『ろうきん』へ移管する場合   無料   

(注) １．手数料金額には、消費税および地方消費税が含まれています。 


