
2022 年 1 月吉日 

お客様 各位 
 

ゆうちょ銀行ＡＴＭ及びコンビニＡＴＭに係る 

利用手数料の見直し等について 
  

平素はＪＡ兵庫みらいに格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。 

この度，当ＪＡのキャッシュカードでのゆうちょ銀行ＡＴＭ及びコンビニＡＴＭのご利用に

つきまして，昨今の厳しい金融環境のなか，各金融機関の情勢等を踏まえ，2022 年 4 月から

下記のとおり利用手数料を見直すことといたしました。 

 また，同見直しに合わせまして，当ＪＡで年金・給与をお受け取りのお客様を対象とした「他

行ＡＴＭ手数料キャッシュバック」について，2022 年 3 月 31 日（2022 年 4 月 15 日キャッシ

ュバック分）をもって終了し，お客様のお取引に応じてコンビニＡＴＭ手数料等を一定回数無

料とする「ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム」を新たに開始いたします。 

 当ＪＡでは，今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので，ご理解賜りますよう 

お願い申しあげます。 
 

記 
 

１．ゆうちょ銀行ＡＴＭ及びコンビニＡＴＭ手数料の見直し内容について（消費税込） 

【2022 年 3 月 31 日（木）まで】 

金融機関名 
平日 土曜 平日・土曜のその他の

時間帯及び日曜・祝日 8：45～18：00 9：00～14：00 

セブン銀行 無料 無料 110 円 

イーネット（ファミリーマート等） 無料 無料 110 円 

ローソン銀行 無料 無料 110 円 

ゆうちょ銀行 無料 110 円 110 円 

  

【2022 年 4 月 1 日（金）から】 

金融機関名 
平日 平日・土曜のその他の 

時間帯及び日曜・祝日 8：45～18：00 

セブン銀行 110 円 220 円 

イーネット（ファミリーマート等） 110 円 220 円 

ローソン銀行 110 円 220 円 

ゆうちょ銀行 110 円 220 円 
 

２．ＪＡバンク兵庫 優遇プログラムについて 

  「ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム」は，お客様のお取引内容に応じて毎月ステージが決 

定し，ステージに応じた手数料の優遇が適用されるサービスです。 

優遇内容等の詳細につきましては，別途ご案内いたします。  
◆◆ご不明な点は，最寄りの店舗にお問い合わせください。◆◆ 

ＪＡ兵庫みらい 



お客様 各位                       

 

ＪＡバンク兵庫 優遇プログラムの開始について 
 

平素は，ＪＡ兵庫みらいに格別のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。 

この度，当ＪＡでは，新たなサービスとして，2022 年 3 月 25 日（金）から下記の

とおり「ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム」を開始することといたしました。 

当ＪＡでは，今後もより一層のサービス向上に努めて参りますので，ご理解賜りま

すようお願い申しあげます。 

 

記 

 

○ 「ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム」について 

(1) サービス概要 

   お客様と当ＪＡとのお取引内容を毎月末時点で点数に換算し，合計点数に応 

  じて，お客様ごとに毎月ステージ（３段階）が決定し，翌月 25 日～翌々月 24

日までの 1ヶ月間，ステージに応じた各種手数料の優遇が適用されます。 

(2) ステージごとの優遇内容 
 

優遇内容 
ステージ１ 

(0 点～49 点) 

ステージ２ 

(50 点～99 点) 

ステージ３ 

(100 点～) 

提携ＡＴＭ※入出金手数料無料回数 ０回 ２回 ３回 

ＪＡネットバンク振込手数料無料回数 ０回 １回 ２回 

※ セブン銀行，ローソン銀行，イーネット（ファミリーマート等），ゆうちょ銀行ＡＴＭ 

(3) 対象となるお取引・配点 

対象となるお取引 配点 

公的年金のお受取 ５０点 

給料のお受取 ５０点 

各種ローンのご利用 ５０点 

※ サービス開始後は，個人インターネットバンクより無料回数の確認が可能です。お取引によっ

ては，対象とならない場合もございます。詳細につきましては，店舗窓口，当ＪＡのＨＰ「Ｊ

Ａバンク兵庫優遇プログラム」欄をご確認ください。 

 (4) サービス開始日 

   2022 年 3 月 25 日（金） 

   なお，2022 年 3 月 25 日（金）～3月 31 日（木）において，ＡＴＭ手数料無 

料時間帯にご利用の場合，入出金手数料無料の優遇回数は減少しません。 

◆◆ご不明な点は，最寄りの店舗にお問い合わせください。◆◆ 

ＪＡ兵庫みらい 

2022 年 1 月吉日 



JAバンク兵庫 優遇プログラム

申込手続き
、

年会費など
は

一切不要！

2022年
3月25日（金）サービス開始

❸ ステージの確認方法は？

●JAネットバンクにログインいただくことでご確認いた
だけます。
●また、お取引のあるJAの窓口でもご確認いただけます。

・JAバンク兵庫 優遇プログラムのサービス開始とあわせ、2022年3月31日（木）をもちまして、コンビニ・ゆうちょ銀行ATMご利用手数料の無料サー
ビス並びに他行ATM手数料キャッシュバックを終了します。
・JAバンク兵庫は、今後も利用者の皆さまにご満足いただけるように、一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともご愛顧いただきますよ
うお願い申しあげます。

コンビニ・ゆうちょ銀行ATMご利用手数料の無料サービス並びに他行ATM手数料キャッシュバックの終了について

●お客さまと当JAとのお取引内容を毎月末時点でポイントに換算します（初回判定月は2022年2月）。
●合計ポイントに応じて、お客様ごとに毎月ステージ（3段階）が決定し、翌月25日～翌々月24日までの1ヶ月間、ステージ
に応じた各種手数料の優遇が適用されます。

❶ JAバンク兵庫 優遇プログラムって？

2/1 2/28 3/25 4/24
4/25 5/243/1 3/31

判定月 ステージ適用期間

判定月 ステージ適用期間

提携ATM
入出金手数料が、

最大で月3回まで

無料！
提携ATM（セブン銀行、ローソン銀行、
イーネット（ファミリーマート等）、

ゆうちょ銀行）の
入出金手数料が対象です。

JAネットバンクでの
振込手数料が

最大で月2回まで

無料！
JAネットバンク上で振込手数料が
発生する取引が対象です。

JAとのお取引内容に応じて、各種手数料を優遇するサービスです！

❷ 対象となる方は？お申込方法は？

●個人のお客さまであればどなたでも対象になります。
●面倒な申込手続きは一切不要で、自動的に申込とな
ります。申込費用・年会費等も一切かかりません。

©よりぞう

※詳しくは、当JAのホームページをご確認ください。
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ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム規定 

 

 

１ 内容 

「ＪＡバンク兵庫 優遇プログラム」（以下「当サービス」といいます。）は、

兵庫みらい農業協同組合（以下「当組合」といいます。）所定の基準によりお客

様の取引内容を得点に換算し、合計得点に応じて３段階（以下「ステージ」とい

います。）を設定し、ステージに応じて手数料等の優遇を提供するサービスです。 

 

２ 対象 

対象は当組合とお取引のある個人の方に限ります（事業者の方、非居住者の方、

任意団体は対象外とします）。 

 

３ 開始時期 

当サービスは、当組合所定の日からサービスの提供を開始します。ただし、優

遇の種類によっては、当組合所定の登録手続を行った日より提供開始となる場合

があります。 

 

４ 得点・ステージ 

（１） サービス提供開始日の前月末日時点における当組合所定の取引に応じて

お客様の得点を決定し、得点合計に応じて当月２５日から翌月２４日までス

テージを適用します。 

（２） お客様に適用するステージは、毎月２５日に更新します。 

（３） 得点対象となる取引項目、内容、各得点については次の通りとします。

ただし、同一取引項目内で複数の取引を行っている場合は二重に集計されま

せん。 

 

 

 

 

得点対象取引 取引内容 得点 

給与振込 一定期間内に給与振込として発信された振込を受け取られて

いること。 

５０ 

年金自動受取 一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年金・国民年金等）

として発信された振込を受け取られていること。 

５０ 

公共料金自動支

払 

一定期間内に電気・電話・ガス、水道、ＮＨＫ料金を自動支

払されていること（１項目毎に 5点ずつ付与します）(注１)。 

０ 

 

ＪＡカード利用 一定期間内にＪＡカードの利用代金または年会費が当組合の

口座から自動支払されていること。 

０ 

正組合員資格 月末時点で当組合の正組合員資格をお持ちであること。 ０ 

准組合員資格・

正組合員家族 

月末時点で当組合の准組合員資格をお持ちであること。また

は当組合の正組合員の同居家族であること。 

０ 

貯金残高 

（預かり資産） 

当組合所定の貯金（当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯金、

ただし、決済用貯金を含まず）を月末時点で合計残高 10 万円

以上お持ちであること（10 万円毎に 1点ずつ付与します）。 

０ 

 

定期貯金/定期

積金 

月末時点で、定期貯金・定期積金のどちらか１年以上の契約

があること。 

０ 

各種ローン 月末時点で、当組合所定(注２)のローンの残高があること。 ５０ 

ローン残高 500

万円以上 

当組合所定のローン(注２)を月末時点で合計 500 万円以上利

用されていること。 

０ 

ローン残高 500

万円未満 

当組合所定のローン(注２)を月末時点で合計 500 万円未満利

用されていること。 

０ 

(注) １ 公共料金は、収納機関によっては対象外となる場合があります。 

２ 住宅、リフォーム、教育、マイカー、カード、多目的、フリーローン等。 

ただし、ローン種類によって、ローン残高に含まれない場合があります。 

また、ご返済が遅れているローンの残高は点数加算対象となりません。 
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（４）手数料等の優遇は、原則サービス提供時点のステージに応じて提供します。 

各取引の得点、各ステージに必要な得点数は次の通りとします。 

 ステージ１ ステージ２ ステージ３ 

必要な得点 ０点以上 ５０点以上 １００点以上 

 

５ 優遇 

（１） 氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、当組合所定の変更手続き

を行われていない場合は、特典が受けられないことがあります。 

（２） お客様の都合により当組合からの連絡を不要とされている場合は、特典

が受けられないことがあります。 

（３） 優遇内容、優遇期間については次の通りとします。ただし、その他の優遇

内容の詳細については店頭等でお知らせします。 

優遇項目 優遇内容 ステージ 

１ ２ ３ 

提携ＡＴＭ入出

金手数料無料 

当月２５日から翌月２４日のステージ適
用期間に、提携ＡＴＭ（注１）において有
料となる入出金取引を行った場合、ステー
ジ別の優遇回数まで手数料が無料となりま
す。（注２） 

０回

まで 

２回

まで 

３回

まで 

個人ＩＢ振込手

数料無料 

当月２５日から翌月２４日のステージ適
用期間に、個人ＩＢによる振込を行った場
合、ステージ別の優遇回数まで振込手数料
が無料となります。（注２） 

０回

まで 

１回

まで 

２回

まで 

 （注）１ 対象となるＡＴＭはセブン銀行、ローソン銀行、イーネット、ゆうち

ょ銀行ＡＴＭとなります。  

    ２ ＡＴＭ入出金手数料無料・個人ＩＢ振込手数料無料の対象口座は、 

「当座一般、普通（一般・総合・営農）」となります。 

 

６ 本支店間の得点引継ぎ 

（１） 支店等の廃止、統合等、当組合の都合でお客様のお取引店を一括して変

更する場合は、変更後のお取引店へ当サービスの得点を原則引継ぎます。た

だし、変更後のお取引店に従来からお取引があり、変更後のお取引店で複数

の顧客番号となる場合は、得点の合算を行いません。 

（２） お客様のご都合でお取引店を変更される場合、得点の集計が出来なくな

る場合または一定期間得点集計ができなくなる場合があります。 

（３） 他組合等との譲渡、譲受、統合の場合、サービス内容が引き継がれない

場合があります。 

 

７ 変更・終了 

（１） 当組合の事情により事前に通知することなく、当サービスの内容（得点

の対象となる取引、得点、ステージ、優遇内容、規定等）を変更、または当

サービスを終了することがあります。 

（２） 次に定める場合には、事前に通知することなく一部または全ての優遇が

受けられないことがあります。 

①お客様が当組合所定の規定・規約等を履行されない場合 

②お客様の都合により当組合からの連絡を不要とされている場合 

③すでに利用されているローンを延滞されている場合 

④契約者本人が亡くなった場合 

⑤得点対象取引の有無、残高等が、当組合の責によらず確認できなかった

場合 

⑥金融情勢の変化、その他予見しがたい事情が発生した場合 

⑦その他当組合が、一部または全ての優遇措置を行わない合理的な理由が

あると判断した場合 

 

８ 免責事項 

 災害・事変等当組合の責めに帰すことが出来ない理由、または裁判所等公的機

関の措置や法改正等やむを得ない理由により、得点や優遇の取扱いが遅延したり

不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いま

せん。 

令和４年３月２５日 


