
●特別金利企画商品は、当組合の定期貯金（満期金・中途解約金）からの振替えはお取扱いできません。なお、20％増量！農業応援定期貯金は除きます。

※詳しくは、下記企画商品の内容をご確認ください。また企画商品のご契約は、新規（現金または普通貯金からの預替え）のみとさせていただきます。

農業応援定期貯金
地元で活躍する農業者を応援していただくと、金利ＵＰ！ さらに、1００万円ご契約ごとに「JAみどりやさい朝市クーポン券（100円）」を１枚プレゼント。
※お預けいただいた定期貯金総額の0.002％相当額を当組合が農業者の応援（農業応援基金への積立）等に提供します。（お客様のご負担はございません）

10万円以上　期間1年　年0.10％（税引後 年0.079％）

20%増量！農業応援定期貯金
※お預けいただいた定期貯金総額の0.002％相当額を当組合が農業者の応援（農業応援基金への積立）等に提供します。（お客様のご負担はございません）
満期到来の定期貯金の額面金額に20％増額いただくと、引続き特別金利にて農業応援定期貯金をお預入れいただけます。

10万円以上　期間1年　年0.10％（税引後 年0.079％）

0.10%

ATM定期貯金 ATM営業時間内なら
土曜日・日曜日でもご利用いただけます!

年年

平成30年10月1日月から平成30年10月31日水まで取扱期間

平成30年10月1日月から平成30年10月31日水まで取扱期間

金利アップ（特別金利）定期貯金

チラシをご持参の上、ご契約いただいた方に金利ＵＰ！さらに「おけわんこタオル」をお一人様１つプレゼント【先着150個（3店舗合計)】

おけわんこ定期貯金 20万円以上　期間1年　年0.09％（税引後 年0.071％） 

●JAみどりの総合口座通帳または定期貯金通帳をお持ちの個人の方が対
象となります。●現金からの預入れは1回あたり取扱金額が100万円ま
で、取扱枚数が紙幣・硬貨でそれぞれ100枚までとなります。1日あたりの
限度額はありません。●普通貯金からの預替えは、1回あたり1,000万円
未満、かつ1円単位での取扱いとなります（JAみどり内の同一人口座から
の預替えに限ります）。1日あたりの限度額はありません。●普通貯金から
の預替えにはキャッシュカードが必要となります。●定期貯金の解約はJA
みどり本支店の窓口にてお手続きください（通帳をご開設いただいた店
舗以外ではJAみどり内の同一人口座への入金となります）。※満期日前
日までにATMで満期解約予約をお手続きいただくと、満期日に自動的に
普通貯金へ入金することができます（総合口座通帳のみの取扱いで、
キャッシュカードが必要となります）。●上記の取扱いはJAみどりのATMを
ご利用いただいた場合に限ります。また、上記以外の普通貯金からの預替えに
は制限がございます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

ATM営業時間 本　店 徳重支店

平日 8：45～19：00 8：45～19：00

桶狭間支店

8：45～19：00

土曜日 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00

日曜日 9：00～17：00 休止 休止

祝日 休止 休止 休止

0.10%
年年

特別金利

特別金利

税引後
年0.079％

税引後
年0.079％

※プレゼント定期貯金は、定期貯金証書のみの取扱いとなり、現金からの預入れ・普通貯金からの預替え・特別金利企画商品からの切替え・店頭表示金利企画商品からの切替えができます。

平成30年10月1日月から平成30年10月31日水まで取扱期間

プレゼント定期貯金（店頭表示金利）

一口100万円　期間１年
年0.01%（税引後 年0.007%）

1年物100万円の定期貯金契約で、
「愛知米こしひかり 5kg」を
1つプレゼントします。

お米定期貯金

P

一口500万円　期間５年
年0.01%（税引後 年0.007%）

5年物500万円の定期貯金契約で、
他にはない一台三役
「dyson pure hot+cool Link」を
1つプレゼントします。
（HP 03 WS・HP 03 IB）

一口300万円　期間５年
年0.01%（税引後 年0.007%）

５年物30０万円の定期貯金契約で、
常識を変えるヘアードライヤー
「dyson supersonic」を
1つプレゼントします。

（HD01 ULF IIF･HD01 ULF IIB･HD01 ULF WSN）

ダイソン空気清浄機能付ファンヒーター定期貯金

一口100万円　期間５年
年0.01%（税引後 年0.007%）

5年物100万円の定期貯金契約で、
「JAパーク徳重1日無料券」
（地下鉄徳重駅2番出入口前）を
20枚プレゼントします。

JAパーク徳重定期貯金

一口350万円　期間５年
年0.01%(税引後 年0.007%)

５年物３５０万円の定期貯金契約で、
パナソニック フェイスケア
導入美容器「イオンエフェクター」を
１つプレゼントします。

（EH-ST86-P）

イオンエフェクター定期貯金
５年物3００万円の定期貯金契約で、
パナソニック フェイスケア
W温冷エステ
「スチーマーナノケア」を
１つプレゼントします。
（EH-SA98-P）

スチーマーナノケア定期貯金

一口300万円　期間５年
年0.01%（税引後 年0.007%）

●上記企画商品すべてに関する注意事項●
●スーパー定期（自動継続扱い）の取扱いとなります。●適用金利は初回満期日まで適用し、満期日（自動継続日）以後は、その時点での店頭表示金利を適用します。中途解約された場合は、当組合所定の中途解約利率が適用されま
す。 ●プレゼント定期貯金を中途解約される場合は、当初プレゼントした商品代金を徴収します。 ●期間中であっても、金融情勢・仕入状況等によっては、予告なしに金利・商品の変更や取扱いを中止する場合があります。 
●1,000万円以上預入れの場合は、1,000万円未満に分割をお願いしています。 ●個人のお客様のみご利用になれます。 ●他の企画商品との併用はできません。 ●本商品は、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金保険制
度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。 ●一定額以上ご利用の場合は、准組合員加入をお願いしています。 ●利息に復興特別所得税が付加され、20.315％（国税15.315％・地方税5％）の源泉分離課税となります。

ダイソンヘアードライヤー定期貯金

1万円以上 期間1年

農家（農協組合員）以外の方でもご利用いただけます

LINE@
お得な情報を
LINEでお届け！

@jamidoriLINE ID
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至23号有松IC 至郷前

桶狭間支店
（開催時間 7：00～11：00）

緑区桶狭間神明1513番地（桶狭間寺前バス停下車）
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桶狭間店
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常安小

徳重支店
（開催時間 8：00～11：00）

緑区乗鞍2丁目223番地（緑文化小劇場バス停下車）

徳重

至鹿山

至
星
崎
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緑市民病院

至緑区役所

本　店
（開催時間 7：45～10：00）

緑区潮見が丘2丁目325番地（緑市民病院バス停下車）

ローンセンター

出光GS

本　店
潮見が丘

農産物直売!

JAみどりの各店舗において、
地元の生産者自らが農産物を
即売しています。

TEL 052-896-3272
TEL 052-896-3273
TEL 052-896-3225
TEL 052-896-4602

本 店 貯 金 課
貯 金 渉 外 課
貸 付 課
共 済 部

TEL 052-896-8007
TEL 052-876-0437
TEL 052-623-3822

不 動 産 部
徳 重 支 店
桶 狭 間 支 店

ショッピングセンターの平和堂「なるぱーく店」と「グリーンプラザ店」、コノミヤ「滝ノ水店」の
地産地消コーナーにて、JAみどり朝市に参加している生産者の農産物を販売しています。

毎週土曜日 

JAみどり
やさい朝市
毎週土曜日 

開催中
!!

地産地消コーナ
ーにも

お越しください
地産地消コーナ

ーにも

お越しください

朝市開催店舗 やさい朝市はJAみどりの3店舗で開催しております。（平和堂・コノミヤでは開催しておりませんのでご注意ください）

JAみどりでは地元産の農産物を2つの方法で直売しています。
新鮮で安心な地元産の農産物をお求めなら、ぜひともご利用ください!

JAみどりやさい朝市の開催日時は変更となる場合があります。また、売り切れによる終了の際はご容赦ください。注意事項

緑信用農業協同組合

緑信用農業協同組合
052-896-3271（代）

平和堂 なるぱーく店
（営業時間 10：00～21：00）

平和堂 グリーンプラザ店
（営業時間 9：30～21：00）

至野並

最中

至大高

至
星
崎

至
潮
見
が
丘鳴海小平和堂

なるぱーく店

コジマ×
ビックカメラ

レクサス緑

コノミヤ 滝ノ水店
（営業時間 9：00～21：00）

至相生山

至相原郷

昭和
シェル

滝の水公園

アスカスポーツ緑

篠ノ風東 平和堂
グリーンプラザ店

スギ薬局

※朝市は開催して
　おりません。

※朝市は開催して
　おりません。

至平針

至有松

小坂小
滝ノ水中

302

小坂
小学校北西

コノミヤ
滝ノ水店

※朝市は開催して
　おりません。

平和堂平和堂 コノミヤコノミヤ

JAみどり
ご存じですか

？

身近な都市農
業

●懸賞金は懸賞金抽選権1本あたりの金額です。●定期貯金1契約につき、10万円ごとに1本の懸賞金抽選権(抽選番号)がつきます。●懸賞金抽選権（抽選番号）は、
00,000番から19,999番までの2万本を1組、1ユニットとします。●当選した場合は、定期貯金の満期日以後に懸賞金抽選番号券と引換えにお支払いします。なお、
懸賞金受領の際はお届け印が必要となります。（懸賞金には復興特別所得税が付加され、20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税となります。）●この
定期貯金は、中途解約ができません。やむを得ず中途解約された場合は、懸賞金抽選権および当選権は無効となります。●同一抽選番号で、1等賞と2等賞～5等賞が
併せて当選した場合は、2等賞～5等賞の当選は無効となります。●取扱いの詳細については、緑信用農業協同組合懸賞金付農業応援定期貯金規定および取扱要項
により取扱います。●ご契約は、現金からの預入れ・普通貯金からの預替え・特別金利企画商品からの切替え・店頭表示金利企画商品からの切替えができます。●適用
金利は初回満期日まで適用し、満期日（自動継続日）以後は、その時点での店頭表示金利を適用します。中途解約された場合は、当組合所定の中途解約利率が適用さ
れます。●期間中であっても、金融情勢によっては、予告なしに金利の変更や取扱いを中止する場合があります。●1,000万円以上預入れの場合は、1,000万円未満
に分割をお願いしています。●個人のお客様のみご利用になれます。●他の企画商品との併用はできません。●本商品は、農水産業協同組合貯金保険機構による貯金
保険制度の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。●一定額以上ご利用の場合は、准組合員加入をお願いしています。●利息に復興特別所得税が付加され、
20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税となります。

詳しくは各店舗貯金窓口までおたずねください。 ※裏面とは別商品となります。

店頭表示金利適用商品

第49回

取扱期間：平成30年8月1日（水）から平成31年1月31日（木）まで

懸賞金

合　　計

1等賞（各組共通5桁） 100,000円
5,018円
3,010円
2,007円
1,003円

400,000円
100,360円
60,200円
40,140円

2,006,000円

4本
20本
20本
20本

2,000本
2,606,700円2,064本

2等賞（各組共通下3桁）
3等賞（各組共通下3桁）
4等賞（各組共通下3桁）
5等賞（各組共通下1桁）

当選本数 懸賞金総額

定期貯金1契約につき1口（10万円単位）で1本懸賞金抽選権がつきます!!
さらに、1００万円ご契約ごとに「JAみどりやさい朝市クーポン券（100円）」を１枚プレゼント。
※お預けいただいた定期貯金総額の0.002％相当額を当組合が農業者の応援（農業応援基金への積立）等に提供します。（お客様のご負担はございません）

最高10万円が当たります!


