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プ レ ス リ リ ー ス 

   令和４年５月２６日 

 

報道関係者 各位 

香川県農業協同組合 

 

 

地域応援定期貯金「エール 2022夏」について 
 
 
 

香川県農業協同組合は、令和４年６月１日に地域応援定期貯金「エール 2022夏」を販売します。 

現在、新型コロナウイルス感染症が発生したことにより、市民生活・企業活動はさまざまな制約が掛か

るなど非常に大きな影響を受けており、国内のみならず世界で混乱が生じています。 

そのような中、当ＪＡは「農業と地域に全力投球」をスローガンに掲げ、組合員・利用者の皆さまと共

に地域の農業、地域のくらしを守るため役職員一丸となって取り組んでいます。 

当ＪＡが、今回地域応援企画として販売する地域応援定期貯金「エール 2022 夏」は、「特別金利」に

加えて、「懸賞品」として抽選で最大 5,000名に 5,000円相当の“県内農畜産物”や、当ＪＡの産直・ふ

れあいセンターで利用できる“ＪＡ香川県ポイント”が選べるカタログギフトをプレゼントさせていただ

きます。また、地域応援定期貯金「エール 2022 夏」は、従来の店頭窓口での預入に加えて、新型コロナ

ウイルス感染防止の観点から非対面取引のＪＡネットバンクからも預入することができます。 

今後も、引き続き地域に根ざした金融機関として、地域の皆さまの資産形成をサポートさせていただき

ますとともに、農業および地域の活性化への各種取り組みに対して一層邁進してまいります。 

 

 

地域応援定期貯金「エール 2022夏」（スーパー定期）の概要 

ご利用いただける方 ・個人のみ 

但し、下記の①～⑤のいずれかに該当する方（新規手続き含む） 

①当ＪＡの組合員の方（組合員家族は除く） 

 ②当ＪＡ発行のＪＡカード（家族カードを除く）をお持ちの方 

※当ＪＡを決済口座とするものに限る 

 ③当ＪＡで年金振込（公的年金・農業者年金）をご指定の方 

※公的年金とは国民年金、厚生年金、共済年金 

 ④当ＪＡで給与振込をご指定の方 

 ⑤当ＪＡで定期積金「よりぞう」をご契約の方 

取扱期間 ・令和４年６月１日から令和４年８月３１日まで 

預入期間 ・１年（単利型）３年（複利型） 

※預入時（店頭窓口にて預入の場合）のお申し出により自動継続（元金継続または

元利金継続）の取り扱いができます。（ＪＡネットバンクにて預入の場合は自動

継続（元金継続または元利金継続）のみのお取扱いとなります。） 

ただし、自動継続後の貯金について、特典は付与しません。 
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預入金額 預入単位 

 

 

 

 

 

 

 

・20万円以上 ・１円単位 

 但し、預入の際には次の制限があります。（店頭窓口にて預入の場合） 

 ①上記期間中に満期となる当ＪＡの定期貯金の満期解約金により契約する場

合、満期解約金に5万円以上の増額での預入を必須とします。 

 ②上記期間前に満期が到来している当ＪＡの定期貯金(非自動継続型)の満期

解約金により契約する場合も、満期解約金に5万円以上の増額での預入を必

須とします。 

 ③当ＪＡの定期貯金および定期積金の中途解約による契約はできません。 

預入方法 

 
・一括預入（店頭窓口にて預入の場合） 

・ＪＡネットバンクにご登録のサービス利用口座（普通貯金または当座貯金）か

らの振替となります。（ＪＡネットバンクにて預入の場合） 

特 典 ◇特別金利（当初預入時のみ適用金利を次のとおりとします。） 

 ・店頭窓口にて預入の場合：1年0.05％（税引前）3年0.08％（税引前） 

・ＪＡネットバンクにて預入の場合：3年0.12％（税引前） 

※取扱期間中に金利環境の変化等があった場合は、予告なく商品内容・条件等を

変更させていただくことがあります。 

※継続時は、一般のスーパー定期貯金としてご継続します。 

◇懸賞品 

①懸賞品の内容 

・抽選で最大 5,000 名【注１】に 5,000 円相当のグルメカタログギフトをプレ

ゼントいたします。 

【注１】    【注１】抽選権は預入金額20万円につき1口とし、5,000本（最大5,000名） 

【注２】        を当選とします。また、懸賞品はお一人様につき 1つとさせていただ 

【注３】        きます。 

 ②懸賞抽選権 

  ・預入金額20万円につき1口の抽選権をお付けいたします。 

 ③抽 選 

  ・令和４年９月下旬（予定） 

 ④当選の発表 

  ・当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

・お客さまの転居先不明等によりお届けできない場合は、当選が無効となる

場合があります。 

 ⑤賞品（カタログギフト）の発送 

  ・令和４年１０月下旬（予定） 

 ⑥抽選権の失効 

  ・令和４年９月１５日までに中途解約された場合は、懸賞抽選権は失効いた

します。 

 

（添付資料） 

  ・地域応援定期貯金「エール 2022 夏」チラシ 

  

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ＪＡ香川県 営業推進部 営業推進課 担当：宮武・紀  電話：０８７－８２５－０２２６ 

 

※情報提供：ＪＡ香川県総合企画部総合企画課 電話：０８７‐８２５‐１２３３ 



5,000円相当の
グルメカタログギフトが当たる!

窓口にて契約された方で「JAバンクアプリのログイン後画面」を提示された方に

よりぞうグッズ「デニム風保冷ランチバッグ」プレゼント!
※プレゼントはお一人さまにつき1個とさせていただきます。※数に限りがありますので、品切れの際にはご了承ください。
※写真はイメージです。

さらに
県下で先着
10,000名
さまに

詳しくは、お近くのJA香川県の各支店窓口まで
お問い合わせください。

JAバンク香川ホームページ

JAバンク 香川
（令和4年6月1日基準）

●自動継続型の場合、継続時は一般の「スーパー定期貯金」の店頭表示金利が適用されます。●取扱期間中に急激な金利
変動があった場合は、以降の新規お預け入れにかかる上記金利を見直す場合があります。●金利は税引前であり、お利息に
は復興特別所得税を付加した20.315％の税金がかかります。●税引後利率は小数点以下第4位を切り捨てた表示となって
おります。●中途解約時は、解約時の普通貯金利率等所定の中途解約利率が適用されます。●満期日以後のお利息は、解
約日または書替継続日における普通貯金利率等により計算いたします。●この商品は貯金保険の対象であり、同保険の範
囲内で保護されます。●この商品はATMでのご契約はできません。●店頭に説明書をご用意しております。

裏面もご覧ください▶

耕そう、大地と地域のみらい。

エール
地域応援定期貯金

※新規でお手続きされた方も対象となります。

ご注意点
①期間中に満期となる当JAの定期貯金によるご契約の場合は、満期金額に5万円以上の増額が必要です。②期間前に満期到来している当ＪＡの定期貯金（非自動継続型）によ
り契約する場合も5万円以上の増額が必要です。③当ＪＡの定期貯金および定期積金の中途解約によるご契約は出来ません。 ④JAネットバンクにご登録のサービス利用口座（普
通貯金または当座貯金）からの振替となります。（JAネットバンクにて預入の場合）

種 類 スーパー定期貯金

対 象 と
な る 方

（注1）組合員家族は対象となりません。 （注2）家族カードを除き、また、当JAを引落し口座にご指定いただいているものに限ります。
（注3）対象となる年金：公的年金［国民年金、厚生年金、共済年金］・農業者年金

以下のいずれかの条件を満たす個人の方
●当JAの組合員の方（注1） ●当JA発行のJAカードをお持ちの方（注2） ●当JAで年金振込をご指定の方（注3） 

●当JAで給与振込をご指定の方  ●当JAで定期積金「よりぞう」をご契約の方

1年〈単利型〉・3年〈複利型〉 預入金額 20万円以上預入期間
大里 菜桜

JAバンク香川
イメージキャラクター

※窓口にて預入の場合、自動継続型（元金継続、元利金継続）または非自動継続型。JAネットバンクにて預入の場合、自動継続型（元金継続、元利金継続）のみ。

預入金額20万円につき1口の抽選権をお付けいたします。懸賞抽選権

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。お客さまの転居先不明等によりお届けできない場合は、
当選が無効となる場合があります。

当選の発表

※抽選結果等に関するお問い合わせにはお応えできませんのでご了承ください。※懸賞品は一時所得と考えられ、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。

カタログの中から1品をお選びいただけます。（商品例：オリーブ牛・おいでまい・骨付鳥・JA香川県ポイント等）
［注1］抽選権は預入金額20万円につき1口とし、5,000本（最大5,000名）を当選とします。また、懸賞品はお一人さまにつき1個とさせていただきます。

令和4年9月下旬（予定）抽 選

（カタログギフトの発送）令和4年10月下旬（予定）賞 品 令和4年9月15日までに中途解約された場合は、懸賞抽選権は失効いたします。抽選権の失効

%0.05 年特別金利

1年
預入期間

（税引後 年0.039%）

%0.08 年特別金利

3年
預入期間

（税引後 年0.063%）

%0.12 年特別金利

3年
預入期間

（税引後 年0.095%）

店頭窓口にて預入の場合 JAネットバンクにて預入の場合

夏
2022

令和4年6月1日（水）-令和4年8月31日（水）
取 扱 期 間

©よりぞう

抽選で最大
5,000名
さまに

［注1］

当JAの産直や
ふれあいセンターで使える
「JA香川県ポイント」も
選べるようになりました！

JA香川県ポイント

5,000
ポイント
（5,000円相当）



組合員特典※1

①毎年度の剰余金に応じて配当金が支払われます。※2

②JA香川県が指定する健康診断を受けると費用の一部が助成されます。
③JA香川厚生連が運営する屋島総合病院・滝宮総合病院の優待制度が受けられます。
　（優待制度の詳しい内容は、JA香川厚生連まで）

令和4年6月1日現在の特典です。
配当金計算の対象となる年度の年度末で組合員であり、かつ、剰余金処分案の決議をする通常総代会において
組合員である方に支払われます。
なお、配当金は約束されたものではありません。

JA香川県の組合員になろう!
JA香川県は新規組合員を募集しています。香川県内で農業を営んでいる方はもちろん、
農業を営んでいない方もJA香川県の組合員になることができますので、ぜひこの機会に組合員になりませんか？

組合員資格について
JA香川県の組合員には「正組合員」と「准組合員」があります。
「正組合員」は農業に携わっている方が対象です。
農業経営規模や農業従事日数など一定の要件があります。
「准組合員」は香川県内にお住まいの方、または香川県内の事業所にお勤めの方で、
JA香川県の事業を利用したり、活動に参加される方が対象です。
「正組合員」は、JA運営にかかる議決権や選挙権があります。
「准組合員」は議決権や選挙権はありませんが、一部を除き正組合員と同様の
JA香川県が提供するサービスを受けられます。

※1
※2 

もっと
身近に。JAバンクアプリ!
カンタン登録で口座を管理! ネットバンクに手軽にアクセス!
「JAバンクアプリ」では、JAバンクの口座残高・取引履歴がいつでも確認いただけます。

いつでも、どこでも、手 軽で 便 利 !JAネットバンク!
窓口やATMに行かなくても、パソコンやスマートフォンでお取引できます! ※携帯電話（フィーチャーフォン）からはお申込みいただけません。

https://www.jabank.org/app/

詳しくは
コチラ !
JAバンクアプリ 検索

お困りの際はお気軽にヘルプデスクへお電話ください。 ヘルプデスク
※1月1日は終日、受付けしておりません。
※緊急時のサービスの利用停止についてのお問い合わせは24時間365日となっております。 【JAバンクアプリ】bankap-ja-helpdesk@dream.com 【JAネットバンク】ja-helpdesk@dream.com

平日 9:00-21:00  土日祝 9:00-17:00

アプリを
使うと
、

もっと便
利に!

ご登録完了までの手順が簡単になりました！
初 日

初期設定
翌日（申込完了の画面で表示された「利用開始日」）

登録完了
これで完了です。そのままお取引頂けます。

「JAネットバンク」と検索するか、QRコードから
ホームページに移動し、「新規申込み」をタップ。1

翌日、［初日の2］と同じ画面へ
アクセスし、口座番号とキャッシュ
カード暗証番号を再度入力。

1 画面の案内に従い、
•ログインID
•パスワード
•メールアドレス
•ワンタイムパスワード
を登録。

2

or

画面の案内に従い、口座番号と
キャッシュカード暗証番号を入力し、
ログインボタンをタップ。

2 申込完了の画面が表示されますので、
そのまま翌日までお待ちください。3

JAバンクアプリのサービス画面内
「JAネットバンクのお申し込みは
こちら」からも簡単に申込可能！

0120-058-098

（令和4年6月1日基準）

新 規 組 合 員 募 集

ひまわりの出回り時期■・最盛期■

1月 2月 3月 4月 5月 6月

7月 8月 9月 10月 11月 12月

香川のみなさん一人ひとりに、
元気と楽しさと、幸せを届けられるように、
精いっぱい応援します。

JAバンク香川イメージキャラクター
大里 菜桜

いつもはおっとりしていてマイペース。
がんばっている人に出会うと、
優しく“よりそい”ます。

JAバンクキャラクター
よりぞう


