
参考） 店頭表示金利（平成30年10月1日現在 年0.01％）×20倍＝年0.20％（税引後 年0.159％）
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組合員ポイントカードまたは
ポイント機能付きJAカードを

お持ちの方。
※詳しくはJA窓口へ
　お問い合わせください。

商 品 の ご 案 内

●貯金対象／スーパー定期貯金　１年もの（新規自動継続）
●預入単位／１契約につき20万円以上1,000万円未満
●対象者／個人の方
●金利／お預かり条件：貯金契約者が当ＪＡの組合員の方、または当
ＪＡに組合員加入を申し込まれた方は、店頭表示金利の20倍でお
預かり致します。上記条件を満たさない場合は、店頭表示金利の
10倍でお預かりいたします。自動継続後の適用金利は、継続日に
おけるスーパー定期貯金1年ものの店頭表示金利となります。

　※他の商品との金利併用はできません。
●中途解約／中途解約については、当ＪＡ所定の解約利率が適用さ
れます。

●ポイントサービス／契約金額に応じたポイントを付与いたします。
ただし、組合員ポイントカードまたはポイント機能付きＪＡカード
をお持ちの方。

●その他／
○新規とは、キャンペーン期間中当JAに現金（小切手）、振込等によ
りお預け入れされたご資金での契約です。（既にお預け入れの定
期貯金の満期資金、解約、普通口座出金等による預け替えは対象
外となります）

○利息に対する税金は20.315％（国税15.315％、地方税5％）の
分離課税となります。

○当該定期貯金は、貯金保険の対象となります。（当JAに複数の口座
がある場合はそれらの貯金元本を合計して1,000万円とその利
息が保護されます）

○商品の詳しい内容については、店頭に商品概要説明書をご用意し
ております。

http://www.ja-irumano.or.jp

JAはどなたさまもご利用いただけます。

JAいるま野 検索

フリーダイヤル受付時間 平日AM9：00～PM5：00
0120-88-3641

平日AM9：00～PM3：00窓口営業時間

詳しくはフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

組合員の
加入について

JAの組合員には、正組合員（農家の方）と准組合員があります。准組合員には、住所が当JA地区内（川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・
ふじみ野市・富士見市・三芳町・所沢市・入間市・狭山市・飯能市・日高市）にあり、当JAを利用する方がなれます。
（※准組合員に加入するには出資金（1口1,000円）をお預かりいたします。）

店頭表示金利の店頭表示金利の

お預かり
条件

組合員の方、または組合員加入を
申し込まれた個人の方

預入期間 1年もの（新規自動継続）

※上記お預かり条件を満たさない場合は、店頭表示金利の
　10倍の年0.10％（税引後 年0.079％）でお預かりいたします。
※20倍、10倍金利は、金融情勢により予告無く変更となる場合がございます。

金利
UP!!20倍

キャンペー
ン

　期　間

預入金額 20万円以上1,000万円未満

※1ポイントは1円相当です。
※当ポイントについては、キャッシュバック対象外となります。
JAいるま野直売所等でご利用ください。

※准組合員加入には普通口座開設と出資金（1口1,000円）
をお預かり致します。

※既に正組合員・准組合員の方は対象外とさせていただきます。
※准組合員加入＆組合員ポイント会員加入について詳しくは、
支店窓口へお問い合わせください。

上記期間中、ウィンターキャンペーンの定期貯金または定期積金を申し込まれ、さらに、
新たに准組合員と組合員ポイント会員に加入された方に、1,000ポイント贈呈いたします。
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准組合員加入＆組合員ポイント会員加入で

1,000ポイントプレゼント!!

ⓒちょリス
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●貯金対象／定期積金 期間2年（24回）以上（書き替えによるご契約はできません）
●契約金額／1契約につき24万円以上
●対象者／個人の方、または法人
●金　利／店頭表示金利に年0.05％上乗せした金利でお預かりいたします。
●中途解約／中途解約については、JA所定の解約利率が適用されます。
●払込方法／毎月の掛金は普通貯金口座から自動的に振替させていただきます。
●ポイントサービス／契約金額に応じたポイントを付与いたします。ただし、組合員ポイ

ントカードまたはポイント機能付きJAカードをお持ちの方。
●その他／
　○利息に対する税金は20.315％（国税15.315％、地方税5％）の分離課税となります。

　法人の方は総合課税となります。
　○商品の詳しい内容については、店頭に商品概要説明書をご用意しております。
　○当該定期積金は、貯金保険の対象となります。（当JAに複数の口座がある場合は             

　それらの貯金元本を合計して1,000万円とその利息が保護されます）
　　※他の商品との金利併用はできません。

●商品のご案内

※コースについては、目安の目標を表示しています。例えば100万
円コース5年契約の場合は、102万円(17,000円×60回)の掛
け込み額と、お利息相当額をお支払いいたします。

5年(60回)　月  々17,000円
4年(48回)　月  々21,000円
3年(36回)　月  々28,000円
5年(60回)　月  々  9,000円
4年(48回)　月  々11,000円
3年(36回)　月  々14,000円

100万円コース

50万円コース

●ご契約のモデルプラン（定額式）

定期積金
（毎月積立）

定期積金とは…
毎月一定額を
積立てます。

契約 満期

掛　金
掛　金

掛　金
掛　金

➡利息相当額

契
約
金
額

参考） 契約期間
3年未満　店頭表示金利年0.03％＋上乗せ金利年0.05％＝年0.08％（税引後 年0.063％）
3年以上　店頭表示金利年0.04％＋上乗せ金利年0.05％＝年0.09％（税引後 年0.071％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※上記金利は平成30年10月1日現在のものです。

金利上乗せ定期積金金利上乗せ定期積金
店頭表示金利店頭表示金利

契約金額

24万円以上
契約期間

2年（24回）以上+プラス

契約期間

平成30年 11月1日木▶12月28日金キャンペーン
期間
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組合員ポイントカードまたは
ポイント機能付きJAカードを

お持ちの方。
※詳しくはJA窓口へ
　お問い合わせください。

http://www.ja-irumano.or.jp

JAはどなたさまもご利用いただけます。

JAいるま野 検 索

フリーダイヤル受付時間 平日AM9：00～PM5：00
0120-88-3641

平日AM9：00～PM3：00窓口営業時間

詳しくはフリーダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

0.05％年

年金定期「寿」「祝」年金定期「寿」「祝」
JAいるま野で、年金受給口座を指定された方へJAいるま野で、年金受給口座を指定された方へ 平成30年 4月2日月▶平成31年 3月29日金お取扱期間
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組合員ポイントカードまたは
ポイント機能付きJAカードを

お持ちの方。
※詳しくはJA窓口へ
　お問い合わせください。

※平成30年10月1日現在　定期貯金の店頭表示金利は年0.01％、定期積金の店頭表示金利は3年未満年0.03％、3年以上年0.04％となります。

●対象者／当JAに公的年金又は企業年金を振込指定        
  　　　　された方
●預入限度額／「寿」300万円まで、「祝」2,000万円まで
●貯金対象／スーパー定期貯金・大口定期貯金 
　　　　　　（1年もの　元金自動継続）

●預入通帳／年金受給者専用定期貯金通帳
●貯金保険制度／当該定期貯金は貯金保険の対象とな

ります。（当組合に複数の口座がある場合はそれらの
貯金元本を合計して1,000万円とその利息が保護さ
れます）

※途中で年金お振込指定口座を他金融機関に変更された場合は店頭表示金利となります。
※上乗せ金利は、自動継続後も適用いたしますが、上乗せの金利は毎年見直されます。
※金利に対する税金は20.315％（国税15.315％、地方税5％）の分離課税となります。
※商品の詳しい内容については、店頭に商品概要説明書をご用意しております。
※他の商品との金利併用はできません。

●商品のご案内

300万円まで300万円まで 2,000万円まで2,000万円まで Nツアー（農協観光いるま野営業支店）指定の
旅行代金割引がございます。特典

上乗せいたします。 期間 2・3・4・5年
上乗せいたします。

寿寿 祝祝
税引後

年0.159％
税引後

年0.079％

税引後
年0.079％

年0.2％年0.2％ 年0.1％年0.1％
上乗せいたします。

店　　頭
表示金利+プラス 店　　頭

表示金利+プラス 年0.1％年0.1％店　　頭
表示金利+プラス

【投資信託に関してご留意いただきたい事項】
●投資信託は預貯金とは異なり、元本の保証はありません。
●投資信託は預金保険・貯金保険の対象ではありません。
●JAバンクが取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●JAバンクは投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財産に組み入れられた株式・債券・
　REIT等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このため、投資信託資産の価値が投資
　元本を下回るリスク等は、投資信託の購入者に帰属します。詳しくは、契約締結前交付書面、
　投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
●投資信託の運用による利益及び損失は、投資信託の購入者に帰属します。
●投資信託の購入から換金・償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく代表的な費
　用等には以下のものがあります。なお、これらの手数料等はファンド・購入金額等により異な
　るため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳
　細は契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
　•購入時：申込手数料がかかるファンドがあります。
　•運用期間中：運用管理費用（信託報酬・管理報酬等）が日々信託財産から差し引かれます。
　•換金時：信託財産留保額がかかるファンドがあります。
●お申込みにあたっては、契約締結前交付書面、投資信託説明書（交付目論見書）を十分お読み
　いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

　いるま野農業協同組合　登録金融機関　関東財務局長(登金)第343号

投信つみたてキャンペーン
期間中に
キャンペーンに応募いただき、投信つみたてサービスを  

本キャンペーンによるクオカードの贈呈は、お一人様一回限りとなります。
※平成30年4月～6月に実施した本キャンペーンにおいて、クオカードを贈呈させていただいた方は今回キャンペーン対象外となります。

●異なるファンドの複数契約も可能です。クオカードの金額は全てのファンドの純増金額の合算で決定いたします。
●投信つみたてサービスの契約口座は課税口座（一般・特定口座）、非課税口座（NISA、つみたてNISA）のいずれでも可能です。
●既にスポット購入でファンドを保有している方や投信つみたてサービスの既存契約者さまも対象です。

純増金額につきましては、キャンペーン開始前と終了時点に
おける通常月の通常金額を比較のうえ算出いたします。

キャンペーン
期間 平成30年 10月1日月▶12月28日金

JAバンクで
資産形成！！

または に新たにご契約いただいた方 増額いただいたご契約者さま

契約金額の純増金額に応じて

※景品の発送は平成31年4月を予定しています。
※景品送付先につきましては、投資信託口座開設にあたり、お届けいただいている住所となります。

クオカードをプレゼント！

1,000円分クオ
カード

純増金額
10,000円～19,000円の方

2,000円分クオ
カード

純増金額
20,000円～29,000円の方

5,000円分クオ
カード純増金額30,000円～の方

契約金額の純増金額に応じてクオカードプレゼント

キャンペーン
条件

ⓒちょリス


