
 

おきぎんキャッシュカードでの「ＪＡおきなわＡＴＭ」のご利用案内 

お取扱い内容 

「おきぎんキャッシュカード」で「ＪＡおきなわＡＴＭ」を ｢時間内｣ にご利用いただく場合の 

ご利用手数料が無料。 

※時間外にご利用された場合、時間外手数料をいただきます。 

※おきぎんキャッシュカードでＪＡおきなわＡＴＭをご利用の場合、ポイントサービスによる時間外手数料優遇を 

受けることができません。 
 

お取扱い業務 

 1.お引出し 

2.カードローンお借入れ 

3.残高照会 

※お預入れはご利用できません。 

※法人カードはご利用できません。 
 

お取扱い時間 

平    日：８：００～２１：００ 

土・日・祝日： 同  上 

※ただし、ＪＡおきなわ各支店によって、稼動時間が異なりますので、詳しくはＪＡおきなわホームページでご確認ください。 
 

手 数 料 

 

「ＪＡおきなわとのご利用手数料無料提携」が利用できる店舗一覧 

 店舗名 住 所 店舗名 住 所

本店 那覇市楚辺 2-33-18 糸満支店 糸満市字照屋 1221-1 

首里城下町支店 那覇市首里汀良町 1-29-2 三和支店 糸満市字真壁 4 

首里支店 那覇市首里石嶺町 4-7-1 潮崎支店 糸満市潮崎町 2-1-15 

真和志支店 那覇市寄宮 3-10-1 東風平支店 八重瀬町字伊覇 290-1 

国場支店 那覇市国場 271 あずま支店 八重瀬町字東風平 388 

真嘉比支店 那覇市真嘉比 3-20-8 具志頭支店 八重瀬町字玻名城 698 

安謝支店 那覇市安謝 242-11 大里支店 南城市大里字仲間 1155 

繁多川支店 那覇市繁多川 4-1-44 玉城支店 南城市玉城字冨里 552-3 

大道支店 那覇市大道 130 佐敷支店 南城市佐敷字佐敷 195 

与儀支店 那覇市与儀 2-9-2 知念支店 南城市知念字久手堅 31 

上間支店 那覇市長田 2-26-7 与那原支店 与那原町字東浜 89-104 

小禄支店 那覇市田原 4-1-1 南風原支店 南風原町字山川 526 

高良支店 那覇市高良 2-3-18 南風原中部支店 南風原町字兼城 193-1 

北小禄支店 那覇市鏡原町 27-28 南風原町役場支店 南風原町兼城 691 

豊見城支店 豊見城市字上田 559 津嘉山支店 南風原町字津嘉山 343 

豊見城市役所内支店 豊見城市字翁長 854-1 久米島支店 久米島町字謝名堂 905-15 

営
業
店 

真玉橋支店 豊見城市字真玉橋 274-3 久米島具志川支店 久米島町字仲泊 552-5 

沖縄県庁 那覇市泉崎 1-2-2 高嶺 糸満市大里 144-1 

那覇空港ターミナル 那覇市鏡水 150 ＪＡ玉城ＳＳ 南城市玉城字船越 1321 

ＪＡドリーム館 那覇市久茂地 3-2-22 ＪＡしんかいＳＳ 南城市佐敷字新開 1-7 

ファーマーズマーケット糸満 糸満市西崎 4-20 サンエー八重瀬シティ 八重瀬町字屋宜原 99番地 1 

兼城 糸満市座波 4 儀間取扱所 久米島町儀間 170 

喜屋武 糸満市喜屋武 207 渡嘉敷 渡嘉敷村字渡嘉敷 222 

米須 糸満市米須 249 ファーマーズマーケット南風原 南風原町字津嘉山 889-1 

南 
 

部 

Ａ
Ｔ
Ｍ 

糸満市役所 糸満市潮崎 1-1   

 

 平  日 土・日・祝日 

取扱 

時間 
８：００～１８：００ 

１８：００～２１：００ 

（時間外） 

８：００～２１：００ 

（時間外） 

手数料 無  料 １０８円 １０８円 



 

 

「ＪＡおきなわとのご利用手数料無料提携」が利用できる店舗一覧 
 店舗名 住 所 店舗名 住 所 

石川支店 うるま市石川 1226 西原支店 西原町字嘉手苅 113 

伊波支店 うるま市石川伊波 390 坂田出張所 西原町字翁長 537-3 

勝連支店 うるま市勝連平安名 2978 西原町与那城出張所 西原町字与那城 249 

与那城支店 うるま市与那城屋慶名 432 宜野湾支店 宜野湾市野嵩 736 

具志川支店 うるま市みどり町 5-15-10 喜友名貯金取扱店 宜野湾市喜友名 2-15-9 

豊原支店 うるま市豊原 184-2 普天間支店 宜野湾市普天間 2-14-１ 

赤道支店 うるま市赤道 2-12 我如古支店 宜野湾市我如古 1-3-2 

美里支店 沖縄市美里 3-10-7 大山支店 宜野湾市大山 5-9-20 

高原支店 沖縄市大里 2-24-5 はごろも支店 宜野湾市大謝名 186 

登川支店 沖縄市登川 2703-2 愛知支店 宜野湾市赤道 1-6-9 

コザ支店 沖縄市上地 1-1-1 長田支店 宜野湾市宜野湾 1-5-14 

越来支店 沖縄市越来 1-12-8 真栄原支店 宜野湾市真栄原 1-1-2 

諸見支店 沖縄市諸見里 3-24-1 嘉数貯金取扱店 宜野湾市嘉数 3-13-7 

読谷支店 読谷村字高志保 1303 伊佐支店 宜野湾市伊佐 2-7-11 

比謝出張所 読谷村字比謝 47 浦添支店 浦添市安波茶 3-2-9 

楚辺出張所 読谷村字楚辺 2087-5 浦添市西原支店 浦添市西原 6-9-1 

嘉手納支店 嘉手納町字嘉手納 739-3 屋富祖支店 浦添市城間 3-13-13 

北谷支店 北谷町桑江 469-20 内間支店 浦添市内間 4-23-19 

中城支店 中城村字当間 964 牧港支店 浦添市牧港 1-21-3 

北中城支店 北中城村字安谷屋 1353 沢岻支店 浦添市沢岻 2-9-1 

島袋営業所 北中城村島袋 410 伊祖支店 浦添市伊祖 2-25-11 

営
業
店 

渡口営業所 北中城村渡口 488 小湾支店 浦添市宮城 4-1-3 

沖縄リハビリテーションセンター病院

病

沖縄市比屋根 2-15-1 浦添市役所 浦添市安波茶 1-1-1 

沖縄市水道局 沖縄市美里 5-28-1 サンエー宜野湾コンベンションシティ 宜野湾市字宇地泊 558 番地 10 

中 
 

部 

Ａ

Ｔ
Ｍ

沖縄市役所前 沖縄市仲宗根町 14-15 ＪＡゆんたく広場 大謝名店 宜野湾市大謝名 1-12-2 

 
 店舗名 住 所 店舗名 住 所 

国頭支店 国頭村辺土名 1510-3 本部支店 本部町大浜 874-8 

大宜味支店 大宜味村大兼久 150 恩納支店 恩納村恩納 2424 

東支店 東村平良 471-30 山田出張所 恩納村字山田 150-1 

名護支店 名護市大中 1-19-24 宜野座支店 宜野座村字宜野座 133 

久志支店 名護市字瀬嵩 4-1 金武支店 金武町字金武 418-2 

羽地支店 名護市字伊佐川 327-1 伊芸出張所 金武町字伊芸 36 

辺野古出張所 名護市字辺野古 913-21 伊江支店 伊江村字川平 150-3 

屋部出張所 名護市字屋部 377 伊平屋支店 伊平屋村字我喜屋 257 

営
業
店 

今帰仁支店 今帰仁村字謝名 35 伊是名支店 伊是名村字仲田 1165 

大宜味（塩屋） 大宜味村塩屋 665 羽地（済井出） 名護市済井出 852-1 

羽地（生活センター/Ａコープモーレ） 名護市伊差川 525 羽地（中部） 名護市田井等 391 

名護（ＪＡ名護ＳＳ） 名護市幸喜 1390 今帰仁（Ａコープ今帰仁） 今帰仁村仲宗根 259 

名護（大中） 名護市城 1-3-6 本部（謝花） 本部町謝花 88 

名護（ﾌｧｰﾏｰｽﾞマーケットやんばる） 名護市宮里 4-6-37 伊芸（屋嘉） 金武町屋嘉 138 

北 
 

部 

Ａ

Ｔ
Ｍ 

羽地（河内） 名護市我部祖河 174-1   

 
 店舗名 住 所 店舗名 住 所 

南大東支店 南大東村字在所 314 伊良部支店 宮古島市伊良部字長浜 1412-2 

北大東支店 北大東村字中野 179-1 多良間支店 多良間村字塩川 158 

平良支店 宮古島市平良字西里 585 八重山支店 石垣市字新栄町 1 

城辺支店 宮古島市城辺字比嘉 1041-1 大浜支店 石垣市字大浜 391 

営
業
店 

上野支店 宮古島市上野字新里 510-8 与那国支店 与那国町字与那国 125 

ＪＡひららＳＳ 宮古島市平良字西里 1434 石垣港離島ターミナル 石垣市美崎町 1 

Ａコープ下地店 宮古島市下地洲鎌 495 波照間業務取扱所 竹富町波照間 174 

先
島
地
区 

Ａ
Ｔ
Ｍ 

Ａコープさらはま店 
宮古島市伊良部字前里添 484-1 

Ａコープさらはま店建物内 
西表東部間業務取扱所 竹富町南風見 201-142 

 


