
　当会は、貯金、貸出、為替などいわゆる金融業務を行ってい

ます。ＪＡ系統組織における金融業務は、ＪＡ・信連・農林中

央金庫という３段階の組織が有機的に結びつき、「ＪＡバンク」

として大きな力を発揮しています。

（1）貯金業務
　県内ＪＡや農業団体・地方

公共団体等によるご利用はも

とより、一般の方々や企業等

の法人からも当座貯金・普通

貯金・定期貯金等をお預かり

しています。

◆貯金関連商品（無利息型を含む）

種　類 内　　　　容 預入単位 期　間

総合口座

普通貯金と定期貯金を一冊の通
帳にセットでき、必要時に定期
貯金を担保に自動借入もできる
たいへん便利な口座です。受取
る（給与など）・支払う（公共料
金など）・貯める・借りるが一冊
でできます。

1円以上
1円単位 制限なし

普通貯金

自由に出し入れができます。公
共料金等の自動支払いや、給料、
年金等の自動受け取りが可能で
す。

1円以上
1円単位 制限なし

普通貯金
無利息型
(決済用 )

無利息の決済用貯金であり、貯
金保険により全額保護されます。

1円以上
1円単位 制限なし

貯蓄貯金
普通貯金と同じように自由に出
し入れができるうえ、普通貯金
より高い利回りで運用できます。

1円以上
1円単位 制限なし

当座貯金 小切手、手形によりお支払いが
できます。

1円以上
1円単位 制限なし

通知貯金 短期間の運用に便利です。 5万円以上
1円単位 7日以上

スーパー
定期貯金

１か月以上５年以内の期間でお
選びいただける定期貯金です。
証書・定期貯金通帳・総合口座
でのお取り扱いが可能です。

千円以上
１円単位

1か月以上
5年以内

大口定期貯金
一千万円以上のまとまった資金
の運用にご利用いただける定期
貯金です。

1千万円
以上
1円単位

1か月以上
5年以内

変動金利
定期貯金

預入日から半年ごとに、その時
点の金利を適用していく金利変
動型の定期貯金です。

千円以上
１円単位

1年以上
3年以内

定期積金 ご計画に合わせて、一定金額を
積み立てていく積金です。

千円以上
１円単位

6か月以上
5年以内

譲渡性貯金
（ＮＣＤ）

大口資金の運用にご利用いただ
け、満期前に第三者に譲渡する
こともできる商品です。ただし、
この貯金は貯金保険の対象では
ありません。

1千万円
以上
1円単位

7日以上
5年以内
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（2）貸出業務
　農業・地域産業の発展に役立つため、農業

者・農業団体はもとより、各種製造業・卸売業

からサービス業に至るまで幅広い業種を対象と

して、ご融資をお取り扱いしています。

　皆さまの要資事情にあわせて、運転資金・設

備資金のほか、季節的資金等、様々な用途に対

応する資金をご用意しています。

　また、農業法人向けのアグリビジネスローンや、住宅ローン、資産運用ロー

ン等の個人向け融資もお取り扱いしています。

◆融資関連商品

事業資金

資金の種類 金　額 期　間 資金用途・ご利用方法

一般事業資金
ご相談のうえ決定
しています。

最長 35年
運転資金、設備資金のほか、
季節的資金等にご利用いた
だけます。�

農業関連資金

資金の種類 金　額 期　間 資金用途・ご利用方法

アグリビジネス
ローン（法人向け）

ご相談のうえ決定してい
ます。

（短期）１年以内
（長期）最長 10年

農業生産、農産物の
加工・流通・販売に
関する運転資金、設
備資金等にご利用い
ただけます。

アグリマイティー
資金（個人・法人向け）

（個人）最高５千万円
（法人・団体）最高１億円

最長 20年

個人向け資金

ローンの種類 金　額 期　間 資金用途・ご利用方法

住宅ローン 最高７千万円 最長 35年
住宅の新築・購入・増改築、
借換資金として、ご利用いた
だけます。

資産運用ローン 最高４億円 最長 30年
個人のお客様が所有する資産
を有効活用するために必要な資
金としてご利用いただけます。

フリーローン 最高 500万円 最長 10年
教育資金・自動車購入資金な
ど、生活に必要な様々なご資
金にご利用いただけます。

ワイドカードローン 最高 500万円
１年

（自動更新）
ご融資限度額の範囲内で何度
でもご利用いただけます。
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（３）為替・決済業務
　全国銀行内国為替制度加盟金融機関の一員として、全国の JAおよび銀行等

各金融機関との間で、送金・振込・代金取立の各種サービスをお取り扱いして

います。

　さらに、給与・各種年金のお受け取り、電気・電話・NHK等公共料金の口座

振替、各種クレジットカードの代金決済などをお取り扱いしています。

（4）資金運用業務
　金融・証券市場における機関投資家として市場リスク等各種リスクを考慮し

つつ、国債をはじめとした各種有価証券に投資しています。

（5）推進業務
　地域の皆さまへより良い金融サービスを提供するため、県内ＪＡを対象とした

種々の支援体制をとっています。

　①法律・税金・年金・相続等のご相談　　　②�金融情報の調査・提供

　③ＪＡ信用事業の推進支援　　　　　　　　�④�ＪＡ信用事業担当役職員研修

　⑤ＪＡバンク・セーフティネットの運営

　なお、法律・税金・年金・相続等に関しては、専門家に対し相談していただ

ける体制をとっています。

（6）金銭収納業務
　日本銀行歳入復代理店として、国税・歳入金の受け入れのほか、滋賀県の収

納代理金融機関として滋賀県税、県立学校授業料等の各種収納金をお取り扱い

しています。

（7）受託貸付業務
　各種機関の受託店として、農業関連資金や住宅資金・進学資金などのご融資

の窓口になっています。主なお取り扱いは次のとおりです。

　①日本政策金融公庫（農林水産事業）（国の教育ローン）

　②独立行政法人�住宅金融支援機構

（8）信託契約代理業務
　農中信託銀行株式会社の信託契約代理店として、次の信託契約の締結をお手

伝いしています。

　①金銭信託（特定贈与信託、公益信託、特定金銭信託に係るものに限ります。）

　②金銭信託以外の金銭の信託（特定金外信託に係るものに限ります。）

　③有価証券の信託

　④金銭債権の信託

　⑤�土地及び定着物の信託（ただし、処分型を除きます。）
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　⑥地上権の信託（ただし、処分型を除きます。）

　⑦土地の賃借権の信託（ただし、処分型を除きます。）

（9）投資信託窓口販売業務
　皆さまの資産運用ニーズにお応えするため、以下の商品をお取り扱いしてい

ます。

主な投資対象 商　　品　　名

国内債券 ＪＡ日本債券ファンド

海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）「ハッピークローバー」

国内外債券

Ｏｎｅニッポン債券オープン

グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）

グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）

国内株式

農中日経 225オープン

農林中金＜パートナーズ＞つみたてNISA日本株式�日経 225

農林中金＜パートナーズ＞おおぶねＪＡＰＡＮ（日本選抜）

海外株式

ＪＡ海外株式ファンド

農林中金＜パートナーズ＞つみたてNISA米国株式�S&P500

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね

農林中金＜パートナーズ＞米国株式�S&P500 インデックスファンド

国内外株式 セゾン資産形成の達人ファンド

国内ＲＥＩＴ
農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）

農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）

海外ＲＥＩＴ グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）（資産形成型）

国内外債券・
株式・ＲＥＩＴ

農林中金〈パートナーズ〉日米 6資産分散ファンド（安定運用コース）「コア 6エバー」

農林中金〈パートナーズ〉日米 6資産分散ファンド（資産形成コース )「コア 6シード」

国内外バランス

ＨＳＢＣ世界資産選抜　収穫コース（予想分配金提示型 )〔人生１００年時代〕

ＨＳＢＣ世界資産選抜　育てるコース（資産形成型）〔人生１００年時代〕

ＨＳＢＣ世界資産選抜　充実生活コース（定率払出型）〔人生１００年時代〕

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

� （令和 2年 5月 31日現在）

▷�投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
▷�投資信託は値動きのある証券に投資します（また、外貨建資産にはこのほかに為替変動も
あります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではあ
りません。
▷�投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
▷�ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
▷�お申し込みの際は必ず ｢目論見書｣（一体として交付される書面を含む。）、「契約締結前交
付書面」の内容をご確認ください。
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（10）各種サービス
種　　類 内　　　　　　容

ＪＡキャッシュ
サービス

　ＪＡのキャッシュカードは、全国のＪＡはもちろん、銀行、信用
金庫、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストアのＡＴＭ等でお取引い
ただけます。

ＪＡカード
　お買物、ご旅行、お食事など、サインひとつでご利用いただける
クレジットカードです。

インターネット
バンキング

（ＪＡネットバンキング）

　個人のお客様がインターネットに接続可能なパソコンや携帯電話
を使って、残高照会や振込・振替ができるサービスです。また、公
共料金や各種料金のお支払いが可能なサービス「pay-easy（ペイ
ジー）」の取り扱いも行っています。

法人インターネット
バンキング

（法人ＪＡネットバンキング）

　法人や個人事業主のお客様がインターネットに接続可能なパソコ
ンを使って、残高照会・振込・振替ができるサービスです。また、
「データ伝送サービス」、「でんさいネット」、「pay-easy（ペイジー）」
の取り扱いも行っています。

ＪＡバンクアプリ
　お客様のスマートフォンから貯金残高、入出金明細等が簡単な操
作でご確認いただけます。

デビットカード
サービス

　ＪＡのキャッシュカードは、カードだけでお買い物ができるデ
ビットカード（J－ Debit）にも対応しています。ご利用代金は即
時に、ＪＡの貯金口座から引落されます。
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（11）手数料一覧
◆内国為替の取扱手数料� 令和 2年 4月 1日現在

手数料の種類
同一店
内あて

系統金融
機関あて

他金融
機関あて

送金手数料 普通扱い 1件につき 440円 660円

振込手数料

窓　口
3万円未満 330円 330円 660円

3万円以上 550円 550円 880円

ＡＴＭ（カード）
3万円未満 110円 110円 330円

3万円以上 220円 220円 550円

ＩＢ、ＦＢ／ＨＢ
3万円未満 無　料 �55 円 330円

3万円以上 無　料 110円 550円

定時自動送金
3万円未満 無　料 110円 440円

3万円以上 無　料 330円 660円

代金取立
手数料

同一店内 無　　料

同地（大津交換所地域内） 1通につき 220円

隔地（大津交換所地域外） 1通につき 880円

上記金額には、消費税相当額を含んでいます。

◆その他の主な手数料

手数料の種類 金　額

手形用紙交付料 １冊（25枚）につき� 1,100 円

小切手用紙交付料 １冊（50枚）につき� 1,100 円

自己宛小切手発行手数料 １枚につき� 550 円

通帳・証書再発行手数料 １件につき� 1,100 円

残高証明書等各種証明書発行手数料（１通につき）

継続発行� 440 円

都度発行� 1,100 円

私製用紙� 2,200 円

監査法人向け� 3,300 円

ＩＣキャッシュカード
ＪＡカード（一体型）　　発行手数料

１枚につき� 無　　料

ＩＣキャッシュカード
ＪＡカード（一体型）　　再発行手数料

１枚につき� 1,100 円

ローンカード　発行・再発行手数料 １枚につき� 1,100 円

上記金額には、消費税相当額を含んでいます。
ＩＣキャッシュカード及びＪＡカード（一体型）の更新手数料は無料です。
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