
手数料内容 手数料内容

■各種手数料のご案内

手数料項目 手数料項目

※期間は暦月ベースで計算します。（例）2014 年1月20日から2014 年 2月 6日までは 2ヵ月分として計算。

（2014 年 6月30 日現在）手数料には消費税および地方消費税が含まれています。

担保不動産取扱手数料  32,400円

（1）「上限金利特約変動金利
住宅ローン」特約期間
中の繰上償還手数料

随時償還 21,600円

全額償還 32,400円

（2）｢固定金利特約型住宅
ローン」特約期間中の
繰上償還手数料

随時償還 21,600円

全額償還 32,400円

上記（1）（2）以外の全額繰上償還手数料
（生き活きローンを含む有担保融資のみ） 5年以内の全額繰上償還手数料 5,400円

上記（1）（2）以外の借換手数料
（有担保融資のみ） 他行への借換の場合 5,400円

ろうきん住宅ローン
「フラット35」融資手数料

A方式 54,000円

B方式 （融資額×2.16%）

「全宅フラット35」住宅
つなぎローン取扱手数料

 43,200円

住宅ローン制度「アレンジ・プラン」 特約手数料 5,400円

金庫間移管手数料 依頼者単位 2,160円

インターネット
バンキング
利用手数料

個人向け  年間 無料

法人向け
（月額）
（会員団体
は無料）

ライトタイプ 照会・振込振替 1,080円

 照会・振込振替
フルタイプ 一括データ伝送 2,160円
 （総合振込・給与振込等）

電子証明書方式手数料 無料

取引内容 稼働時間 利用手数料

出金・
残高照会

月～金 8:00 ～ 23:00
終日無料

土・日・祝日
および年末休日 8:00 ～ 21:00

小切手・手形手数料
小切手用紙代 1冊（50枚綴り） 540円

自己宛小切手発行手数料 1枚につき 540円

各種証明書発行手数料 1通につき  216円

市町村等からの取引
履歴等照会手数料

事務取扱手数料（1人当たり） 54円

実費手数料（資料1枚当たり） 21円

通帳・証書再発行手数料 1冊（1枚）につき  540円

普通預金（通帳不発行口座）
普通預金明細表綴り再発行手数料   216 円

振込手数料
（1件につき）

振込金額 同一
店内

労金内
（他労金
宛含）

他金融機関宛

窓
口
利
用

1万円未満 108円 文書扱 432円 電信扱 432円

1万円以上5万円未満 108円 216円 文書扱 540円 電信扱 540円

5 万円以上 324円 432円 文書扱 756円 電信扱 756円

自
動
機
・

テ
レ
フ
ォ
ン
バ
ン
キ
ン
グ

5万円未満

無料

108円  1 万円未満 324円

 1万円以上5万円未満 432 円

5万円以上 324円  5 万円以上 648円

インターネット
バンキング
振込手数料

送金手数料（送金小切手） 労金内 432円 他金融機関宛　普通扱　648円

代金取立手数料
（1件につき）

労金内 432円
他金融機関宛　普通扱　648円

他金融機関宛　電信扱　864円

定額自動送金
振込手数料

1万円未満 1万円以上
5万円未満 5万円以上

同一店内 無料

労金内（他労金宛含） 108円 324円

他金融機関宛 (電信扱 ) 324円 432円 540円

その他諸手数料

送金・振込の組戻料 1通につき 648円

取立手形組戻料 1通につき 648円

取立手形店頭呈示料 1通につき 648円

不渡手形返却料 1通につき 648円

両替手数料
※2,001枚以上は648円
に1,000枚までごとに
324円ずつ加算

1枚～ 49枚  無料

50枚～ 300枚  216 円

301枚～ 500枚   324 円

501枚～ 1,000枚  432 円

1,001枚～ 2,000枚  648 円

振替決済口座管理手数料   免除

カード発行手数料

新
規 IC カード発行手数料（ローンカード除く） 1,080円

再　

発　

行

キャッシュカード再発行手数料 540円

マイプランカード再発行手数料 540円

生き活きカード再発行手数料 540円

ろうきんダイレクト契約者カード再発行手数料 432円

IC カード再発行手数料 1,080円

定款・計算書類等の
謄本・抄本発行手数料 1通につき 1,080円

個人情報保護法
第25条の規定に
基づく開示手数料

個人契約 団体契約

5万円
未満

5万円
以上

5万円
未満

5万円
以上

同一店内 無料 無料

労金内（他労金宛含） 108円 無料

他金融機関宛（電信扱） 216円 270円 216円 270円

開示項目 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 )

依頼書 1通につき
1,080円

加算手数料

預金残高、借入残高 1口座1基準日毎 540円

取引履歴 1口座1ヵ月毎※ 540円

その他の項目 1項目毎1,080円

金庫内・ROCS
（全国労金間キャッシュサービス） 

稼働日 稼働時間 利用手数料

月～金 7:00～23:00  終　日 無料

土・日・祝日 7:00～23:00  終　日 無料

MICS
（全国キャッシュサービス）

稼働日 稼働時間 利用手数料

月～金 8:00～21:00

 8:00 ～ 8:45 216 円

 8:45 ～ 18:00 108 円

 18:00 ～ 21:00 216 円

土 9:00～17:00  終　日 216円

日・祝日 9:00～17:00  終　日 216円

年末休日 9:00～17:00  終　日 216円

相互入金業務
（入金ネット/相互入金業務
協議会に加盟する第二地方
銀行・信用金庫・信用組合・
労働金庫のうち、参加金融
機関相互のATMにて入金
できるサービス）

稼働日 稼働時間 利用手数料

月～金 8:00～21:00

 8:00 ～ 8:45 216 円

 8:45 ～ 18:00 108 円

 18:00 ～ 21:00 216 円

土 9:00～17:00  終　日 216円

日・祝日 9:00～17:00  終　日 216円

年末休日 9:00～17:00  終　日 216円

ゆうちょ銀行 ATM
※入金手数料は終日無料です。

稼働日 稼働時間 利用手数料

月～金 0:05～23:55
（入金7:00～21:00）

 0:05 ～ 8:45 216 円

 8:45 ～ 18:00 108 円

 18:00 ～ 23:55 216 円

土 0:05～23:55
（入金9:00～17:00）

 0:05 ～ 9:00 216 円

 9:00 ～ 14:00 108 円

 14:00 ～ 23:55 216 円

日・祝日 0:05～21:00
（入金9:00～17:00）  終　日 216円

セブン銀行 ATM

取引内容 稼働時間 利用手数料

入金・残高照会 0:00～24:00  終　日 無料

出金 0:00～24:00
 7:00 ～ 19:00 無料

 19:00 ～ 7:00 108 円

イオン銀行 ATM
※1月1日～3日、5月3日～5日
は取扱っておりません。（なお
5月3日～ 5日が日曜日と重
なる場合は取扱います。）
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