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【信用事業の定型約款と約款の内容】 

No 定型約款名 内容 更新日 

1 当座勘定規定 当座勘定を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

2 普通貯金規定 普通貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

3 
教育資金贈与税非課税措置に関する特

約 

租税特別措置法の規定にもとづく教育資金贈与税の非課税措置にかかる普通貯金口座を開設いただ

く際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2021.4.1 改正 

4 
結婚・子育て資金贈与税非課税措置に

関する特約 

租税特別措置法の規定にもとづく結婚・子育て資金贈与税非課税措置にかかる普通貯金口座を開設

いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2021.4.1 改正 

5 成年後見支援貯金に関する特約 成年後見支援貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2021.4.1 改正 

6 総合口座取引規定 総合口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

7 営農貯金規定 営農貯金口座を開設いただく際に内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

8 こども貯金規定 
学校教育法に規定するこども貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくも

のです。 
2022.4.1 改正 

9 普通貯金無利息型（決済用）規定 
普通貯金無利息型（決済用）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくもので

す。 
2022.4.1 改正 

10 
総合口座（普通貯金無利息型）取引規

定 

総合口座（普通貯金無利息型）を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
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No 定型約款名 内容 更新日 

11 貯蓄貯金規定 貯蓄貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

12 納税準備貯金規定 
租税納付の準備のための貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくもので

す。 
2022.4.1 改正 

13 出資予約貯金規定 
当組合に対する出資金払込みの準備のための貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご

承知いただくものです。 
2022.4.1 改正 

14 スーパー定期貯金規定（単利型） 
スーパー定期貯金（単利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくもので

す。 
2022.4.1 改正 

15 スーパー定期貯金規定（複利型） 
スーパー定期貯金（複利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくもので

す。 
2022.4.1 改正 

16 
自動継続スーパー定期貯金規定（単利

型） 

自動継続スーパー定期貯金（単利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただ

くものです。 
2022.4.1 改正 

17 
自動継続スーパー定期貯金規定（複利

型） 

自動継続スーパー定期貯金（複利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただ

くものです。 
2022.4.1 改正 

18 大口定期貯金規定 大口定期貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

19 自動継続大口定期貯金規定 自動継続大口定期貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

20 期日指定定期貯金規定 期日指定定期貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

21 自動継続期日指定定期貯金規定 自動継続期日指定定期貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 
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22 変動金利定期貯金規定（単利型） 
変動金利定期貯金（単利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくもので

す。 
2022.4.1 改正 

23 変動金利定期貯金規定（複利型） 変動金利定期貯金（複利型)口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

24 
自動継続変動金利定期貯金規定（単利

型） 

自動継続変動金利定期貯金（単利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただ

くものです。 
2022.4.1 改正 

25 
自動継続変動金利定期貯金規定（複利

型） 

自動継続変動金利定期貯金（複利型）口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただ

くものです。 
2022.4.1 改正 

26 定期積金規定 定期積金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

27 積立式定期貯金規定 積立式定期貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

28 一般財形貯金規定 一般財形貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2020.4.1 制定 

29 財形年金貯金規定 財形年金貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2020.4.1 制定 

30 財形住宅貯金規定 財形住宅貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2020.4.1 制定 

31 通知貯金規定 通知貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2022.4.1 改正 

32 譲渡性貯金規定 譲渡性貯金口座を開設いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2020.4.1 改正 
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33 未利用口座管理手数料の導入について 
普通貯金口座（総合口座を含む）および貯蓄貯金口座のうち、お預入れやお引き出し、記帳等のご利

用が２年以上ない口座に対する手数料についてご承知いただくものです。 
2021.10.1 制定 

34 カード規定 
普通貯金等について発行したＪＡキャッシュカード等をご利用いただく際に、取引の内容について

ご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

35 ＩＣカード規定 
普通貯金等について発行したＩＣキャッシュカードをご利用いただく際に、取引の内容についてご

承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

36 法人用ＩＣカード規定 
普通貯金等について発行した法人用ＩＣキャッシュカードをご利用いただく際に、取引の内容につ

いてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

37 ＪＡカード（一体型）規定 
普通貯金等について発行した三菱ＵＦＪニコス株式会社のクレジット機能を備えたＩＣキャッシュ

カードをご利用いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

38 振込規定 
振込依頼書または振込機により当組合または他の金融機関にある受取人の預貯金口座あての振込を

ご利用いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

39 ＪＡネットバンク利用規定 
パソコン・スマーフォン等を使用した振込・振替・残高照会等のＪＡネットバンクのサービスをご

利用いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2021.2.15 改正 

40 法人ＪＡネットバンク利用規定 
パソコン等当組合所定の端末機器を使用した振込・振替・残高照会等の法人ＪＡネットバンクのサ

ービスをご利用いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

41 API 連携サービス利用規定 
ＪＡネットバンクを契約されているお客様がＪＡネットバンクの一部機能を、接続業者が提供する

サービスと連携してごいただく際に、適用されるサービスについてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

42 JA サービス ID 利用規定 
ＡＰＩ連携サービスを利用されるお客様が同サービスを利用する際に、必要となる ID の取扱いの内

容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

43 JA バンクアプリ利用規定 
ＪＡサービスＩＤ利用規定に定める接続業者として、ＪＡバンクが提供するＪＡバンクアプリをご

利用いただく際の取扱いについてご承知いただくものです。 
2022.4.19 改正 
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44 
JA バンクアプリ アプリケーション・

プラバシーポリシー 

JA バンクが提供するアプリケーション（JA バンクアプリ）におけるお客さまの情報の取扱いにつ

いてご承知いただくものです。 
2022.4.1 改正 

45 Web 口座振替受付サービス利用規定 
インターネットを通じて、貯金口座振替契約の締結を申し込めるサービスの内容についてご承知い

ただくものです。 
2021.9.15 制定 

46 即時口座振替サービス利用規定 
携帯電話等の端末機を通じて、諸料金等の収納機関との貯金口座振替を締結するサービスの内容に

ついてご承知いただくものです。 
2021.9.15 制定 

47 
キャッシュレス決済事業者が実施する

消費者還元に関する規定 

デビットカード取引を行う利用者に対して、キャッシュレス決済業者が提供する消費者還元の内容

についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

48 デビットカード取引規定 
日本デビットカード推進協議会の加盟店において、ＪＡキャッシュカード等をデビットカード取引

に利用した際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

49 ペイジー口座振替受付サービス規定 
日本マルチペイメントネットワーク運営機構に収納企業登録されている当組合が契約している貯金

口座振替受付事務を利用する際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2020.4.1 制定 

50 ＪＡバンクローン融資約款 
ＪＡバンクローン（住宅ローン、リフォームローン、マイカーローン、教育ローン、多目的ローン、

フリーローン等）を借り入れる際に、ローン契約書に適用されるものです。 
2021.4.1 改正 

51 ＪＡバンクカードローン融資約款 
ＪＡバンクカードローン（ＪＡカードローン、ＪＡワイドカードローン、教育ローン（極度型）等）

を借り入れる際に、カードローン契約書に適用されるものです。 
2020.4.1 制定 

52 
ＪＡデータ伝送サービス

（AnserDATAPORT 方式）利用規定 

企業等および自治体が、株式会社 NTT データが提供する総合振込等の基本サービスおよび通知サー

ビス等を利用する際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 
2021.2.15 制定 

53 年金宅配サービス利用約款 年金宅配サービスをご利用いただく際に、取引の内容についてご承知いただくものです。 2121.1.1 改正 

 


