
金融商品の概要説明
信用事業商品

定期積金

まとまった資金づくりや、資金の使い道に合わせて積み立てることができる貯金です。また、ボーナス時の積み立てもできま
すので、無理なく計画的に貯金できます。
JAバンクは、<１００万円コース（５年間毎月１７千円）>をお奨めしています。

目標金額を決めて積み立てます。（例 １００万円コース）
ボーナス併用も可能です。（年２回）

・毎月（回）一定金額を積み立てます。（例 毎月１万円等）
・積み立てする間隔を自由に設定できます。
　（1か月、２か月、３か月、６か月間隔が指定できます。）
　特に、年金をお受け取りの方には２ヶ月毎の積み立てが最適です。
・ボーナス併用も可能です。（年２回）

・満期を２回以上設定できます。
　従がって、契約期間が長くても、途中に複数の満期が設定できることになります。

・積立期間のなかで、掛け込み金額を一定期間増やしたり減らしたりできます。
　総合口座への組み入れが可能です。

内容積立期間種類

目標式
定期積金

６か月以上
６０か月以内

２年、３年、４年、
５年、６年、７年、
８年、９年、10年

定額式
定期積金

満期分散式
定期積金

逓増逓減式
定期積金

定期貯金

市中の金利変動に連動し、自動的に利率が変わる「変動金利定期貯金」や郵便局の定額貯金のような「据置定期貯金」がござ
います。 

・預入金額で（３００万円未満、３００万円以上）で金利が変わります。
・定型方式、満期日指定方式があります。
・満期日指定方式は、１ヶ月超５年未満の期間で任意の日を満期日に指定できます。
・預入期間が３年以上の場合は、半年複利も選択可能です。（個人の方）
・自動継続の場合は、総合口座への組み入れが可能です。

・１か月以上前に満期日（解約日）を指定すれば、１年を経過後、いつでも解約で
きます。

・自動継続の場合は、総合口座への組み入れが可能です。

・預入後一定期間（６か月）ごとに金利が自動的に変更されます。（６ヶ月定期利
率＋α）

・個人に限り半年複利も選択可能です。
　自動継続の場合は、総合口座への組み入れが可能です。

・定型方式、満期日指定方式があります。
・満期日指定方式は、１か月超５年未満の期間で任意の日を満期日に指定できます。
・自動継続の場合は、総合口座への組み入れが可能です。

・据置期間（６ヶ月）経過後は、自由に払い戻しができます。
・この場合、預入期間に応じた契約時の利率が適用されます。
・自動継続の場合は、総合口座への組み入れが可能です。

内容預入期間種類

スーパー
定期貯金

期日指定
定期貯金

変動金利
定期貯金

大口定期貯金

据置定期貯金

１か月、３か月、
６か月、１年、２年、
３年、４年、５年

３年（据置１年）

３年

１か月、３か月、
６か月、１年、２年、
３年、４年、５年

最長５年
（据置６か月）



貯蓄貯金

・基準残高を１０万円とし、１０万円未満は普通貯金利率、１０万円以上は４段階の区分で利率が変わ
ります。預入金額が多くなるにつれて利率が高くなっていきます。
　普通貯金との間で自動的に資金を移動するスウィングサービスは、大変便利です。（貯蓄貯金→普通貯
金、普通貯金→貯蓄貯金）

・金利の区分（きざみ）は、１０万円以上３０万円未満、３０万円以上１００万円未満、１００万円以
上３００万円未満、３００万円以上となります。

商品の内容

普通貯金

「受取る」「支払う」「貯める」「借りる」など、１つの口座で暮らしの役に立つサービスがたくさんあります。JAの「総合口座」
をぜひご利用ください。 ます。

【引き出す】
・ＪＡのキャッシュカード１枚で、全国のＪＡ、銀行、信金、信組、郵便局などのＡＴＭで引き出しできます。
【預ける】
・県内ＪＡでの入金取引は無料です。
【受け取る】
・給与、ボーナス、年金などを決められた日に受け取ることができます。
・紛失、盗難の心配がなく安全確実です。
【支払う】
・公共料金（電気、ガス、水道、電話、ＮＨＫ受信料）のほか、新聞購読料、家賃など毎月のお支払を自
動的に口座から支払うことができます。

【貯める】
・毎月決まった日に、定期積金や積立型貯金へ振替することができます。
【借りる】
・定期貯金や定期積金をセットすることで、普通貯金残高を超えて、セットした定期貯金残高（定期積
金の場合は給付契約額）の９０％（２００万円を超える場合は２００万円）まで自動的に借入できます。
　自動借入の金利は、セットした定期貯金等の利率＋０．５０％となり、大変お得です。

商品の内容

その他の貯金

・上記の主な貯金のほか、当座貯金、普通貯金、出資予約貯金、納税準備貯金、通知貯金、譲渡性貯金、財形貯金をお取り扱
いしています。



その他各種サービスのご案内

・現金の受渡しがありませんので、紛失したり盗まれたりする心配がなく安全です。
・あなたの貯金口座へ自動的に入金されますので、出張中や休暇中でも確実にお受
け取りできます。

・給料やボーナスがそっくり貯金口座へ入金されていますから、必要に応じお引き
だしになれば、ムダ使いもなくなります。

・入金された日からお利息がつきますのでお得です。

内容サービスの種類

給与振込

・一度お手続きするだけで、電気料金などの公共料金をはじめ、毎月のいろいろな
お支払を、あなたの貯金口座から自動的にお支払いいたします。

・支払期日を忘れたり、集金を待っているなど面倒がなくなります。
・支払い日付、金額、種類などが通帳に記帳されますので、家計管理に役立ちます。
・総合口座なら、普通貯金の残高が不足していても自動的にお借入れできますので
安心です。

公共料金等自動支払
（口座振替）

・あなたが持っているＪＡのキャッシュカードは、デビットカードとしてもご利用
できます。

・窓口やＡＴＭで現金を引き出さずに加盟店でキャッシュカード提示によりお買い
物ができます。

・貯金残高の範囲内でお支払いするので、使いすぎの心配がありません。
・申込み手続きは一切不要です。

デビットカード

・キャッシュカードとクレジットカードの機能を兼ね備えた便利なカードです。ＩＣ
チップの内蔵でセキュリティーの面でもとっても安心。ロードアシスタンスサー
ビスやＥＴＣのセットでさらに便利にご利用いただけます。

ＩＣクレジット
一体型カード

・JＡカード（クレジットカード）は、ショッピングでの代金支払いやキャッシング
などにご利用できます。

・ご返済は、一括、分割返済が可能ですので、無理なく返済できます。
・海外旅行では、クレジットカードは必須のアイテムです。

クレジットカード

・残高の照会やお振込のご利用は、２４時間・３６５日受付いたします。
・インターネット、携帯電話からご利用いただけますので、大変便利です。
・ご利用のお申込みは、ＪＡまでお問合せください。

インターネット
バンキング

・ＪＡのキャッシュカードで、県内のＪＡはもとより、全国のＪＡや銀行・信用組合・
郵便局などのＡＴＭから、現金のお引き出しや残高照会をご利用できます。

・県外のＪＡ、銀行、信用組合、郵便局などのＡＴＭをご利用した場合、手数料を
お返しするキャッシュバックサービスを実施しています。（対象となるキャッシュ
サービスをご利用の際、１回あたり１０8円を翌月１０日に口座へ振込みます）

・県内ＪＡのＡＴＭをご利用の際に、お客様からいただく手数料を１２月７日より
改定いたしました。新しい手数料の内容のお問い合わせは、ＪＡ窓口または次の
ボタンをクリックしてご確認ください。

キャッシュサービス

・預け入れ、お引き出しのほかに、キャッシュカードでのお振込、口座間の資金移動、
定期貯金の預け入れが可能ですＡＴＭ取引サービス

・一度お手続きするだけで、国民年金、厚生年金など各種年金が自動的にあなたの
貯金口座に振込まれます。年金自動受け取り



ローン融資関連

ご存知ですか？どなたでもご融資を受けられる JAのローン。
以下にＪＡのローンの主力商品をお示しさせていただいております。特に JAのマイカーローン、教育ローンは、「金利がお得」
とご好評を頂いております！この他に、ご目的や返済方法、お借入れ条件など、さまざまなローンを取り扱っておりますので、
詳細内容につきましては、いては、お近くの支店までお気軽にお問い合わせください。
※「組合員の方」と「組合員以外の方」とで一部ご融資条件が異なる場合があります。
※保証は、原則保証機関の保証となります。
※農家の方でなくても、当ＪＡの地区内（新庄市、舟形町、最上町）にお住いか、この地区に勤務されている方であれば、
　一口3,000円の出資金を払込んでいただくことで准組合員に加入することができます。
　准組合員になられますと、融資条件等さまざまな特典を受けることができます。
　准組合員ご加入ご希望の際も、お気軽に各支店窓口にご相談下さい。

住宅の新築、増改築、土地の購入資金

【100％応援型】
新築、増改築、土地の購入資金として、所要資金
の100%までご利用いただけます。
【借換応援型】
借入金残高と諸費用の合算額の範囲内で 100% ま
でご利用いただけます。
※借換金額は、借換時の担保評価額の 130% まで
となります。
【住宅公庫併用無担保型】
新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入資金とし
て所要資金の100%までご利用いただけます。

お使いみちお借入限度額ご返済期間種類

住宅ローン

新型住宅ローン

【一般住宅（固定金利）】
３年以上２５年以内

【大型住宅（変動金利）】
３年以上３５年以内

【１００％応援型】
＜固定金利＞

３年以上２５年以内
＜変動金利＞

３年以上３５年以内
【借換応援型】
＜固定金利＞

３年以上２５年以内
＜変動金利＞

３年以上３１年以内
【住宅公庫併用無担保型】
＜固定金利・変動金利＞
１年以上２０年以内

【１００％応援型】
＜固定金利＞
２，５００万円
＜変動金利＞
５，０００万円
【借換応援型】
＜固定金利＞
２，５００万円
＜変動金利＞
４，０００万円

【住宅公庫併用無担保型】
＜固定金利・変動金利＞

７００万円

【一般住宅】
２，５００万円
【大型住宅】
５，０００万円

住宅の増改築資金、改装、補修資金リフォームローン １年以上１５年６か月以内 １０００万円

賃貸住宅の建設、増改築、補修資金賃貸住宅ローン １年以上３０年以内 ４億円

自動車購入、車検、修理、カー用品の購入資金マイカーローン

マイカーローン
（リピーター型）

【組合員】
１年以上10年以内
【組合員以外】
１年以上５年以内

【組合員】
１０００万円
【組合員以外】
３００万円

進学者の入学金、授業料および下宿代などの進学
に要する一切の資金
在学中は元金の据え置きが可能

教育ローン 在学期間＋７年６か月以内
※保証機関により

ご融資期間が異なります

【組合員】
５００万円
【組合員以外】
最高３００万円

生活に必要な一切の資金生活ローン 【組合員】
１年以上１０年以内
【組合員以外】
１年以上５年以内

【組合員】
５００万円
【組合員以外】
３００万円

生活に必要な一切の資金
好きなときに引き出して、好きなときに入金返済
の貸越方式で使いやすさバツグン

カードローン 【随時貸付・随時返済型】
契約期間１年間
（自動更新）

極度額５０万円

【リフォーム】
高齢者や障害者が住みやすい住宅にリフォームす
るために必要な資金
【福　祉】
介護用機器の購入、医療費、リハビリ費、ヘルパー
費などに必要な資金

介護ローン 【リフォーム】
１年以上１０年以内
【福　　祉】
【正組合員】

１年以上１０年以内
【正組合員以外】
１年以上５年以内

【リフォーム】
５００万円
【福　祉】
２００万円

上記以外にもオリエントコーポレーション保証でマイカー、教育、生活資金もご利用いただけます。



農業融資関連

ＪＡバンクは、農業を営む方の営農プランを応援する、長期返済・低金利の資金をお取り扱いします。各資金とも代表的な資
金をご案内していますので、他の資金の内容およびお借入れ金額・利率・ご返済期間、ご返済方法など詳しい内容については、
各支店の窓口にお問い合わせください。なお、農業関連の資金は、農業を営む方、農業生産法人の方のみがご利用でき、資金は「認
定農業者」・「認定就農者」・「認定農業者、認定就農者以外の担い手」のいずれかかで、それぞれが使用できる資金や借入可能
金額等も異なります。

農業の「担い手」の経営改善のための長期で低利な 制度資金 です。施設の取
得・拡張、設備・機具購入、長期運転資金など幅広い資金調達をサポートし
ています。「認定農業者」の方には、さらに金利優遇等の特例があります。

お使いみち種類

農協系統資金

財政資金

日本政策
金融公庫

農林水産事業

農業近代化資金

農機具の購入・修理・車検・保険掛金付帯費用および他金融機関からの農機
具ローンの借換え等、さらにパイプハウス等の建設・建設費用等、並びに格
納庫建設資金等のニーズに対応するするＪＡ独自の長期資金です。農林中央
金庫の利子助成もあり大変有利な資金です。

ＪＡ農機ハウスローン

管内担い手農業者の所得向上に向けた営農体制の整備強化を図るための設備
資金や農業知識向上のための研修資金について３００万円を上限に無利子で
ご利用いただけるＪＡ独自資金です。

フレッシャーズ
農業応援資金

施設の取得・拡張、設備・機具購入から短期の運転資金まで、農業に関する
あらゆる資金ニーズに対応できる JA 独自の長期資金です。制度資金よりも
迅速な対応が可能です。

新農業振興資金
（要綱資金）

「認定農業者」の方の農業経営に必要な運転資金を低利で提供する短期の制度
資金です。設定した借入枠の範囲内で何度でも借入れと返済ができる当座貸
越タイプの資金で、効率的に利用できます。

農業経営改善促進資金
（スーパーS資金）

農家経営の運転資金として営農関係のあらゆる資金に利用でき、迅速な対応
が可能なＪＡ独自の資金です。500 万円を限度として、農産物の年間販売代
金の 80％の範囲内で設定した借入枠で、何度でも借入と返済ができる当座
貸越タイプの資金で、効率的に利用できます。

営農ローン

品目横断的経営安定対策の過去の実績に基づき支払われる交付金相当額と、
安定対策対象品目の販売代金相当額合計の範囲内で、かつＪＡ口座に入金さ
れる金額を限度として設定した枠の範囲内で利用できる当座貸越タイプのＪ
Ａ独自の運転資金で、１年ごとに更新契約が必要な資金です。

アグリスーパー資金

農業の「担い手」が、新作物分野、新技術へのチャレンジ、新たな加工・流
通部門への進出など、高リスク農業への取組み支援のため、無利子で提供さ
れる長期の制度資金（財政資金）です。

農業改良資金

新たに就農を目指す「認定就農者」に対し、農業技術・経営方法の修得のた
めの研修その他の就農の準備に必要な資金を提供する無利子の制度資金（財
政資金）です。

就農支援資金

「認定農業者」を対象とする経営改善のための長期資金です。返済期間が 15
年を超える、資金規模が大きい、農地取得を含む等の場合にご利用ください。

農業経営基盤強化資金
（スーパーＬ資金）

農業の「担い手」の経営改善のための長期資金です。返済期間が 15 年を超
える、資金規模が大きい、農地取得を含む等の場合にご利用ください。

経営体育成強化資金



生活融資関連（公庫等）

ＪＡバンクは、住宅金融支援機構・日本政策金融公庫国民生活事業の融資をお取り扱いしています。 ご融資金額、利率、ご返
済期間、ご返済方法など詳しい内容については、ＪＡにお問い合わせください。

マイホームの新築・建替、住宅の購入に要する資金をご利用いただけます。

お使いみち種類

住宅金融
支援機構融資

日本政策
金融公庫

国民生活事業

マイホーム新築ローン

高等学校、大学、各種学校などの入学に要する資金をご利用いただけます。

建売住宅購入ローン

マンション購入ローン

教育ローン


