
組合員・利用者　各位
令和４年２月吉日

東京みどり農業協同組合

提携ＡＴＭにおける入出金手数料の改定および
「ＪＡバンク優遇プログラム」サービス開始のお知らせ

　日頃より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。
　当組合では、提携ＡＴＭ（セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・ゆうちょ銀行）をご利用い
ただいた際の入出金手数料を無料とするサービスにつきまして、令和４年３月31日㈭をもって終了
させていただきます。
　つきましては、提携ＡＴＭにおける入出金手数料の改定に伴い、令和４年３月25日㈮より、お客
さまのお取引内容に応じて、提携ＡＴＭ入出金手数料を無料とさせていただく「ＪＡバンク優遇プ
ログラム」サービスを開始いたしますので、併せてお知らせいたします。
　今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬご
愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

記

１．提携ＡＴＭにおける入出金手数料の改定について

　⑴　改　定　日　　　　　　　 令和４年４月１日（金）
　⑵　改定後の手数料金額
　　【平日】

提携先 お取引 利用時間帯と手数料（税込）
８：00～８：45 ８：45～18：00 18：00～21：00

セ ブ ン 銀 行
お預入れ
お引出し

２２０円 １１０円 ２２０円イ ー ネ ッ ト
ローソン銀行
ゆうちょ銀行

　　【休日（土曜日・日曜日・祝日）】

提携先 お取引 利用時間帯と手数料（税込）
８：00～９：00 ９：00～14：00 14：00～21：00

セ ブ ン 銀 行
お預入れ
お引出し

２２０円
１１０円㈯

２２０円(日・祝)
２２０円イ ー ネ ッ ト

ローソン銀行
ゆうちょ銀行

　　【利用時間帯による手数料一覧】
8：00        8：45     9：00                                   14：00                  18：00                  21：00

平　日 220円 110円 220円
土曜日 220円 110円 220円

日曜日・祝日 220円
　　※全国のＪＡバンクのＡＴＭは、引き続き終日無料でご利用いただけます。



２．「ＪＡバンク優遇プログラム」サービスの開始について

　⑴　サービス開始日　　　　　 令和４年３月２５日（金）
　⑵　概要
　　 　当ＪＡとお取引のある個人の方が対象となります。お客さまのお取引内容に応じて、３段階

の優遇ステージを適用し、優遇ステージに応じて、提携ＡＴＭ（セブン銀行・イーネット・ロー
ソン銀行・ゆうちょ銀行）の入出金手数料を無料とするサービスです。

　⑶　対象取引と優遇内容
　　【対象取引】

対象取引 取引内容 点数

組合員資格
当ＪＡの正組合員資格をお持ちである方　※正組合員家族を含みます。 １点
当ＪＡの准組合員資格をお持ちである方 １点

自動受取
給与振込として５万円以上の振込を当ＪＡにてお受け取りいただいている方 １点
一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年金・新国民年金・国民年金・
厚生年金・共済年金等）を当ＪＡにてお受け取りいただいている方 １点

貯金契約 １年以上の定期貯金または定期積金の契約がある方 １点

　　【優遇内容】

優遇内容 ステージ１
（０～１点）

ステージ２
（２点）

ステージ３
（３点以上）

提携ＡＴＭ入出金手数料無料 ― 月２回まで無料 月３回まで無料

　⑷　取引判定月および適用時期
　　 　対象となるお取引内容を毎月末時点で判定し、翌月25日～翌々月24日までの１ヶ月間、優遇

内容を適用いたします。（初回判定は２月末時点　優遇適用時期３月25日～４月24日）

　⑸　「優遇ステージ」および「入出金手数料無料化残回数」の確認方法
確認方法 内　　　容

ＪＡネットバンク ログイン後のトップ画面に表示されます。

ＡＴＭ利用明細票 提携ＡＴＭにおける入出金取引･残高照会後に出力されるＡＴＭ利用
明細票に印字されます。

　　　※セブン銀行については、入出金取引後のみＡＴＭ利用明細票が出力されます。

　⑹　留意事項
　　　● 令和４年３月25日㈮～３月31日㈭については、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。なお、有料時間帯にご利用の場合は、入出金手数料が無
料となり、優遇回数が減少します。

　　　●同一項目内で複数契約がある場合二重に集計しません。
　　　● 氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、所定の変更手続きを行われていない場合、

お客さまの都合により当ＪＡからの連絡を不要とされている場合は、サービス対象外にな
る場合がございます。

　　　●金融情勢の変化などにより当サービスの内容を予告なく変更・停止する場合があります。

以　上



最大3回 　　 無料！

コンビニATM無料サービスの終了について

JA東京みどり
優遇プログラム

4/1 4/30

5/1

5/25

5/31

6/24

6/25 7/24

判定月 ステージ適用期間

判定月 ステージ適用期間

※対象取引や点数等の詳細は、本チラシ裏面をご覧ください。
※また、対象取引、点数、優遇内容はJAによって異なる場合がございます。

JA東京みどり優遇プログラムって？1 2

4

JAとのお取引内容に応じて、3段階のステージをご用
意し、ステージに応じて提携ATMをご利用いただいた
際の、入出金手数料を無料とするサービスです。

●お客さまと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。

●合計得点に応じて、お客さまごとにステージ１、ステー
ジ2、ステージ3の3段階のステージを設定させていた
だき、翌月25日～翌々月24日までの1か月間、ステージ
に応じて入出金手数料の優遇を行います。

自身の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の窓口でお申しつけいただく
ことでもご確認いただけます。

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。

JA東京みどり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ATM無料サー
ビスを終了予定です。JA東京みどりは、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、今後ともご愛顧くださいますようお願
い申しあげます。

2022年3月25日金～提携ATM（セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・ゆうちょ銀行）の
入出金手数料が対象です。

優遇対象となった方について、翌月25日から翌々月24日まで

※対象となる提携ATMはJAによって異なる場合がございます。

プログ
ラムが始まります!!プログ
ラムが始まります!!

JA東
京みどりで便利なJA東
京みどりで便利な

3 3段階のステージって？判定月や適用期間は？

2022年
3/25金

サービス開始！！

提携ATM入出金手数料が、時間帯問わず まで

check!!



月3回まで
無料

優遇内容 ステージ１
（0～１点）

月２回まで
無料――

ステージ2
（2点）

ステージ3
（3点以上）

提携ATM入出金
手数料無料

当JAの正組合員資格をお持ちである方　※正組合員家族を含みます
当JAの准組合員資格をお持ちである方
給与振込として５万円以上の振込を当JAにてお受け取りいただいている方
一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年金・新国民年金・国民年金・
厚生年金・共済年金等）を当JAにてお受け取りいただいている方
１年以上の定期貯金または定期積金の契約がある方

得点対象取引 取引内容 点 数

組合員資格

自 動 受 取

貯 金 契 約

各
1
点

令和4年
4月1日金より
提携ATMにおける
入出金手数料が
改定されます！

【休日（土・日・祝日）】

※ステージ適用期間内の上限回数です。回数はお取引内容に応じて、適用期間ごとに更新されます。

【平日】

利用時間帯
による

手数料一覧

お取引内容ごとの点数

提携ATM入出金手数料の改定

ステージ別の優遇内容と回数※

留意事項
●令和４年３月２５日（金）～３月３１日（木）については、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。
なお、有料時間帯にご利用の場合は、入出金手数料が無料となり、優遇回数が減少します。
●同一項目内で複数契約がある場合二重に集計しません。
●氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、所定の変更手続きを行われていない場合、お客さまの都合により当ＪＡからの
連絡を不要とされている場合は、サービス対象外になる場合がございます。
●金融情勢の変化などにより当サービスの内容を予告なく変更・停止する場合があります。

8：00
220円

220円

110円

110円

220円

220円

220円

8：45 9：00 14：00 18：00 21：00
平　日
土曜日

日曜日・祝日

セブン銀行・イーネット・
ローソン銀行・ゆうちょ銀行

220円
110円
220円

提携先と手数料（税込）

8：00～8：45

8：45～18：00

利用時間帯

18：00～21：00

セブン銀行・イーネット・
ローソン銀行・ゆうちょ銀行

220円
110円土 日・祝 220円
220円

提携先と手数料（税込）

8：00～9：00

9：00～14：00

利用時間帯

14：00～21：00

詳しくは、下記店舗窓口または推進担当者におたずねください。

TEL.042-535-1011
TEL.042-572-2101
TEL.042-572-8151
TEL.042-536-1821

昭 島 支 店
幸 町 支 店
西 砂 支 店
拝 島 支 店

本　　　店
国 立 支 店
富士見台支店
立 川 支 店

TEL.042-541-0021
TEL.042-535-2211
TEL.042-531-0014
TEL.042-541-1050

TEL.042-561-1611
TEL.042-561-4321
TEL.042-562-2311

村 山 支 店
東大和支店
仲 原 支 店

JA東京みどり

※立川支店につきましては令和4年2月26日に
　幸町支店と西砂支店に統合となります。　

※拝島支店につきましては令和4年3月12日に
　昭島支店に統合となります。
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