
 

 

 

 

 

【取扱期間】 

  平成 30年 10月 1日（月）～平成 31年 1月 31日（木） 

【特別金利】 

 

期間 特別金利 

１年 店頭表示金利＋年０．１％ 

 

【預入条件等】 

 

取扱期間 平成 30年 10月 1日（月）～ 平成 31年 1月 31日（木） 

募 集 枠 １００億円（募集枠に達し次第、終了となります） 

預入対象 新規お預け入れの個人の組合員（同居家族も含む）に限らせていただきます 

組合員加入につきましては、同時加入もできます。 

商  品 スーパー定期貯金 

契約期間 １年 

預入金額 ２０万円以上 

適用金利 

 

店頭表示金利＋０．１％ 

 

そ の 他 ● すでにお預けいただいている貯金の預替・振替は対象外となります。 

● 上乗せ金利はそれぞれの初回満期日までの預入期間に限ります。 

● 満期後は満期時の店頭表示金利にて自動継続します。 

● 中途解約された場合は、所定の中途解約利率により計算します。 

 

 

 

詳しくは、各支所・店までお問い合わせ下さい 



森林組合

農業
協同組合

生活
協同組合

医療
生活協同
組合

漁業
協同組合

協同組合

協子さんこんにちは！

今日はＪＡ信州うえだのことを

もっと知ってもらいたくて来た

んだ！

協子さんは、ＪＡ信州うえだって

どんな組織か知ってるかな？

ＪＡは農業協同組合のニックネームなんだ！ 

日本には646のＪＡがあって、長野県にも16

のＪＡがあるよ。 その内、上田市、東御市、

長和町、青木村の上小地域がＪＡ信州うえだ

の事業エリアなんだ。 農業を主体とする、地

域に根ざした協同組合なんだよ。

協同組合は共通の目的を持った人たちが組合

員になって、一人ではできないことをみんな

で協力して達成していくことを目的につくられ

る組織だよ！

ＪＡは農家が組合員になって、自分達のくら

しを守り、向上させていくことを目的につく

られたんだ。

そんなことないよ！
実は農家じゃなくても組合員になれるんだ！
じゃあ次は組合員について説明するね。

聞いたことはあるけれど、

どんなことをしているの

かあまり知らないのよね

…。

そもそも「JA」ってどんな

意味なの？

農太君、教えて！

そんなにいっぱいあるなん

て知らなかった！ つまり、Ｊ

Ａ信州うえだは全国に６４６

あるＪＡのうちの１つってこ

となのね！ ところで、

協同組合ってなに？

なるほど、ＪＡのほかにも

いろいろな協同組合があ

るのね！でも、農家以外

の人は JA の組合員になれ

ないのかしら…？

農 太 君
JA信州うえだの職員

協 子 さん
上小地域で働く会社員

お問い合わせは、最寄りの支所へお気軽にどうぞ

人間ドック・ＰＥＴ検診の割引と助成

JA カードのポイントキャッシュバック

人間ドック基本料金

一般価格 一般価格

37,800円

健康福祉推進
助成金※

がんの早期発見等に効果的な

■ 日帰りドック

■ 1泊2日ドック
■ ＰＥＴ/ＣＴがん検診

※組合員とその同居ご家族が対象

一緒に地域を元気にしませんか！

全国で 646

平成30年4月1日現在の総合JA数

主な組合員特典

https://www.ja-shinshuueda.iijan.or.jp/

JA信州うえだ

●ＪＡ長野厚生連が運営する各病院で、人間ドックやＰＥＴ・
　ＣＴ検診の割引と助成を行っています。

39,960円 66,960円

組合員価格
61,560円

組合員価格

90,882円
組合員価格

日帰り

ＰＥＴ/ＣＴがん検診

1,000円

2,000円

一般価格

106,920円

1泊2日

各種ローンのご利用

●ＪＡ信州うえだで扱う、各種ローンをご利用
いただけます。

   住宅ローンやマイカーローンなどで金利軽
減を受けられます。

葬儀代金の割引き

●子会社の㈱ジェイエイサー
ビスが運営する虹のホール
で葬儀を行う際割引が受け
られます。

※ＪＡ信州うえだの定期積金「虹の会」をご契約
　いただくと、会員特典としてさらに割引特典
　が受けられます。

「大手紳士服メーカーとの提携」商品10％引き
●ＪＡ信州うえだは「洋服の青山」と提携して

います。
　「ＪＡ×ＡＯＹＡＭＡタイアップカード」会員

になると、洋服の青山でお買い物の際に代
金から10％割引いたします。

広報誌「ＪＡＮ！ＪＡＮ！」をお届けします
●ＪＡで行っている各事業のお知

らせや、地域情報を掲載した
広報誌「ＪＡＮ！ＪＡＮ！」を毎月
お届けします。

次のページを見てみよう！

長野県で 16

JA信州うえだの組合員になって

一緒に地域を元気にしませんか！
JA信州うえだの組合員になって

JA信州うえだ 検索

● キャッシュカードやクレジットカードとして利
用できる「JA信州うえだカード」を所有して
いただくと、組合員ポイントが付与されます。
さらに、JAとのお取引内容に応じてポイント
が貯まり、合算したポイントを年2回キャッ
シュバック（現金還元）いたします。

店 TEL 担当



 

商品概要説明書  

スーパー定期貯金 
（平成３０年１０月１日現在適用中） 

１．商品名 

（愛 称） 

・スーパー定期貯金 

（組合員限定特別金利定期貯金） 

２．取扱期間 平成３０年１０月１日から平成３１年１月３１日まで 

３．販売対象 ・個人の組合員（同居の家族も含みます） 

４．預入期間 ・１年 

５．預入方法 

①預入方法 

②預入金額 

③預入単位 

 

・一括預入 

・２０万円以上 

・１円単位 

６．払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。 

７．利息 

①適用金利 

 

②利払頻度 

③計算方法 

④税金 

 

⑤金利情報の入手方法 

 

・預入時の店頭表示の利率に年 0.1％の金利を上乗せし満期日まで適用します。 

・自動継続後の適用金利は、継続日のスーパー定期貯金の店頭表示利率を適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・付利単位を１円とした１年を ３６５日とする日割計算。 

・20.315％（国税 15.315％、地方税５％）※の分離課税となります。 

※平成 49年 12月 31日までの適用となります。 

・金利は店頭に表示しています。または、窓口でお問い合わせ下さい。 

８．手数料 － 

９．付加できる特約事項 ・マル優の取扱いができます。 

10．中途解約時の取扱い 

・満期日前に解約する場合は、中途解約利率により計算した利息とともに、払い戻

します。中途解約利率については、各貯金の商品概要説明書もしくは規定をご覧

ください。 

11．貯金（預金）保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は、当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第

５１条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利

息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすもの）を除

く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 

12．苦情処理措置および

紛争解決措置の内容 

・苦情処理措置 

本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当組合本支店（所）

または信用部(電話：０２６８－２５－８０００)にお申し出ください。当組合では規則の制定

など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図

ります。 

また、長野県農業協同組合中央会が設置・運営する長野県ＪＡバンク相談所（電話：０２６

－２３６－２００９）でも、苦情等を受け付けております。 

・紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上

記当組合信用部または長野県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。 

なお、直接お申し立ていただくことも可能です。 

東京弁護士会    （電話：０３－３５８１－００３１） 

第一東京弁護士会 （電話：０３－３５９５－８５８８） 

第二東京弁護士会 （電話：０３－３５８１－２２４９） 

別紙２ 



 

※ 上記に記載のない事項については、「スーパー定期貯金＜単利型・複利型＞」と同様の取り扱いとなりま

す。 

 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                   

ＪＡ信州うえだ 
 

 

「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）

では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客

様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、 

共同して解決に当ります。 

・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具

体的内容は上記長野県ＪＡバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算しま

す。 

・本貯金は企画商品です。発売時には以下の取扱要領により実施します。 

 

（１）「信州の食・東北の「うめぇ」もの」抽選 

①懸賞品抽選権 

・定期貯金２０万円につき１本の懸賞品抽選権（抽選番号）が付きます。 

・当選は抽選番号の「下２桁」により決定し、抽選権２０本につき１本が当選します。 

②当選番号の発表 

当選番号は平成２６年１月中に決定し、店頭に掲示します。なお、当選者には平成２

６年２月に当選通知（懸賞品カタログおよび申込ハガキ）を送付します。 

③懸賞品のお申し込みについて 

当選通知に同封された申込専用ハガキにより平成２６年３月までにお申し込みくださ

い。平成２６年４月以降のお申し込みとなった場合はご希望の賞品をお届けすることが

できない場合があります。 

なお、平成２６年５月３１日（消印有効）までにお申し込みの無い場合には、長野県Ｊ

Ａバンクが選定した賞品をお送りいたしますので、予めご了承ください。 

④中途解約 

やむを得ず満期日前に解約する場合、抽選権および当選権は失効します。 
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