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aZχ318歳以上の個人の方

．　　 ご本人名義の通帳またはキャッシュカード,JAカード四<JAポイント機能なし>(お持ちの方)を持参のうえ
当JAの窓□でお手続き下さい。

個;!!●ポイントの有効期限は,当該ポイントの取引日から起算ｊ’　 して2年経週した後の最初の2月末 となります。

例:平成27年4月に付与されたポイントの有効期限は平成30年2月末

JＡ佐野
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貯まつた
ポイントを
キャッシュ
バック!!

●JAポイ ントサー ビス にご加入いただくと

100ポイント!

・JAカー ドをこ契約いただくと500ポイント!

１組合員に新規加入いただくと500ポイント!
(組合 員加 入の ため の出 資か必要とな ります)

●そのほか当JAのご 利用に応 じてポイントプレゼント!
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●協力店で会員カ ードをこ提示いただければ

値引き･無料 サー ビス等の特典が受けられます.(・測
・JA佐野協力店-覧を広報紙･HPに掲載していま苔。

【会員カードのタイプ】
JＡカ ード<JAポイ ント機能付>
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(ゴー ルド カー ド会 員は 除＜)

●新規にJAカー ドを 契約 され た方 は初年度 無料。

●さらに下記 し～収のいすれかに該当すると

次年度以降も年会費無料。

①年間12万円以上のカードショッピング利用

②電気料金のJAカード支払い

③携帯電話料金のJAカード支払い
Ｊ次年度以降の年会費 「ま1, 250円(税抜)

JＡカード<JAポイント機能付>にご加入いただけない場合はJAポイントカード

(クレジット機能なし)を交付させていただきます。

JＡポイン トサービスとは, JAポイント会員に入会された方がJAの各種事業をご利用された際に,それぞれの利用に応じてポイン トが貯ま り、

貯まつたポイントをキャッシュバック等で還元させていただくサービスです。

詳しくは、お近くのJA窓□まで。

※ポイン ト対象事業や付与･還元 基準等の詳細について は裏面の付与･還元 基準表をご覧下さ い。
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jＡボ4"ントサーピス３,ｔｓ
ポイント付与基準表
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部門 ポイント付与項目 基　 準　 単　位

付与ポイント
付与タイ ミング 備考

組合員 組合員以外

組合員

組　臓

組合 員加入 新規組合員加入時1回限り(譲渡含む) - 500 加入月の翌月20日頃 (※注1)

JAポイント会員加入 JAポイント会員加入時1回限り 100 １００ 加入月の翌月20日頃 (※注2)

信　用

貯金
定　 期　 貯　金 毎月末残高20万円あたり(子定期含む) １ １ 翌月20日頃

(※注3)
定　 期　 積　金 新規給付契約額20万円あたり １０ １０ 翌月20日頃

貸出金
住宅 ローン 実行金額1万円あたり ３ -

実行月の翌月20日頃
マイ カー ローン 実行件数1件あたり 500 -

契約

ＪＡ カー ド申 込み 新規契約 500 ５００ 契約月の翌月20日頃 (※注4,5)

給　 与　 振　込
新規契約 1000 ］０ ００

振込月の翌月20日頃
振込実行(振込金額5万円以上) １０ １０

年　 金　 振　込
新規契約 1000 ］000 振込月の翌月20日頃

振込実行 １０ １０ 振込月の翌月20日頃 (※注6)

公共

料金

振替

電気料

振替実行

２ ２

振替月の翌月20日頃

電気料
(JAカー ド払い) 30 30 (※注7)

電話料 ２ ２

携帯 電話料
(JAカー ド払い) 30 30 (※注7)

ガス 代金 ２ ２

水道料 ２ ２

購　買

肥　料 供給金額2千円あたり １ １

供給月の翌月20日頃

農　薬 供給金額2千円あたり １ １

農業機械 供給金額2千円あたり １ １

施設資材 供給金額2千円あたり １ １

燃　料 供給金額5百円 あたり １ １

生活用品 供給金額5百円 あたり １ １

食　品 供給金額5百円 あたり ３ ３

ふれあい食材 供給金額5百円あたり ２ ２

農協観光 国内･海外募集型企画旅行 基本旅行代金1千円あたり ５ ５ 供給月の翌月20日頃 (※注8)

※注1組合員加入手続きは,申込みから手続完了(承認日)まで約2週間かかり
ます。

※注2ポイント会員登録は,申込みから登録完了(登録日)まで数日かかります。

ポイントはポイント会員登録後のご利用から付与いたします。

※注3定期 性貯 金残 高に 対す るポイン トは 利子 所得 として20. 315％源 泉され

ます.表示 は税 引き 後の ポイ ント です。

※注４ ＪＡ カー ド契 約手 続きは,申込 みか ら手 続完了(承認日)まで約3～4週間

かかりま す。

※注５「ＪＡカード(JAポイント機能なし)」からrJAカード(JAポイント機能
あり)」に 切替 を行 った 場合は,ポイ ント 付与 でき ませ ん。

ポイント還元基準表

※注6複数 の年 金振 込に 関しては,]件と して 取扱 いた しま す。

※注 ７電 気料(JAカー ド払い)･携帯 電話料(JAカー ド払い)の付 与ポイン トは、

期間 限定 の特 別ポイン トです.詳し くは,お近 くのJA窓口 へお 問い 合せ

下さい。

※注８基本旅行代金以外の利用(海外任意保険･諸税･燃料サーチャージ･外貨

両替･取消料･追加部屋料金･オプショ ンツアー等)は対象外となります。

※注9この 情報 は平成27年４ 月時 点に なり ます.付与 基準 は必 要に 応じ 随時

見直 しを 行い ます.変更 内容 は店頭･広報誌･ホー ムペ ージ等で お知 らせ

いた しま す。

●申込時にどちらかの選択になります。

キャ ッシュバ ック コース　 ごごレズフズブと昌で万万こ万万こで3月に
5ポイントを1ニコスポイン トと して換算 し、

ニコスポイン ト交換コース　　年1回3月に三菱ＵＲ」ニコスポイントに交換

(※注)　　　　　され ます。

※新規にJAカードを申込みいただ<方は,申込時にはキャッシュバックコースのみの選択になります。

･jkJA佐野
●本 店登0283-24-3711(総務部総務課)

●佐 野支 店ｎ２４-3717●佐 野南支店

●堀 米支店i124-2065●族 川支店

●吾 妻支店i123-2555●田 沼支店

●三 好支店il62-1005●愛 村支店

●常 盤支店fl85-3090

5００ｐt単位

2００ｐt単位

□0283-24-3712(金融･業務課)

登24-2332●犬 伏支 店昔23-3636

昔24-2396●赤 見支 店昔25-0224

昔62-1212●田沼支店南事務所昔62-7577

昔65-01 21　●葛 生支 店晋85-209０


