商品概要説明書
当座貯金
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
手 数 料
付加できる特約事項
貯金保険制度
（公的制度）
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

その他参考となる
事項

・当座貯金
・個人および法人（団体を含む。
）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・小切手・手形により随時払い戻しできます。
・無利息となります。
・小切手・手形用紙代金は店頭に備え置く手数料等一覧に記載します。
・別途審査により貸越を利用できます。
・貯金保険制度により全額保護されます。
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ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463－81－7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
・口座開設にあたり所定の審査が必要となります。
・この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約出来ます。ただし、当ＪＡ
に対する解約の通知は書面によるものとします。
・この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手ま
たは引受けられた為替手形であっても、当ＪＡはその支払義務を負いません。
・前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却すると
ともに、当座勘定の決済を完了してください。

詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
普通貯金
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
（１）適用金利
（２）利払頻度
（３）計算方法

・普通貯金
・個人および法人（団体を含む。）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。

・毎日の約定利率を適用します（変動金利）。
・毎年２月と８月の当ＪＡ所定の日に支払います。
・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として１年を 365 日
とする日割計算をします。
（４）税
金
・個人のお客さまは 20％（国税 15％、地方税５％）※の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。
※平成 25 年１月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間は、20.315％（国税
15.315％、地方税５％）となります。
（５）金利情報の入手 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
方法
手 数 料
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当ＪＡおよびオンライン提携金
融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
付加できる特約事項
・個人のお客さまは総合口座による当座貸越ができます。
・個人のお客さまはマル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）
の取扱いができます。
・キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。
・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。
・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
また、自動送金・集金のお取扱いもできます。
・希望される場合は、既存の普通貯金の口座番号をそのままに全額を普通貯金
無利息型（決済用）へ切替えることができます。
貯金保険制度
・保護対象
（公的制度）
当該貯金は当ＪＡ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。
苦情処理措置および
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
紛争解決措置の内容
しては、当ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463－81－7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
その他参考となる
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
事項
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
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ていただきます。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
総合口座
（平成２８年４月１現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
（１）適用金利
（２）利払頻度
（３）計算方法

・総合口座
・個人のみ（当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法
定代理人と取引を行います。）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。

・毎日の店頭表示の普通貯金利率を適用します（変動金利）。
・毎年２月と８月の当ＪＡ所定の日に支払います。
・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として１年を 365 日
とする日割計算をします。
（４）税
金
・20％（国税 15％、地方税５％）※の分離課税となります。
※平成 25 年１月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間は、20.315％（国税
15.315％、地方税５％）の分離課税となります。
（５）金利情報の入手 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
方法
手 数 料
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当ＪＡおよびオンライン提携金
融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
付加できる特約事項
・マル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができま
す。
・自動継続扱いの定期貯金、定期積金を担保組入れすることにより、当座貸越
をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金残高の合計額の 90％
（千円未満切捨て）
、最高 300 万円までご利用になれます。貸越利率は、定期
貯金の利率に年 0.5％上乗せした利率、定期積金の利回りに年 0.5％上乗せし
た利率が適用されます。
・キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。
・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。
・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
また、自動送金・集金のお取扱いもできます。
・希望される場合は、既存の普通貯金の口座番号をそのままに全額を総合口座
無利息型（決済用）へ切替えることができます。
貯金保険制度
・保護対象
（公的制度）
当該貯金は当ＪＡ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。
苦情処理措置および
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
紛争解決措置の内容
しては、当ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
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その他参考となる
事項

県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
ていただきます。
・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご
返済いただく場合があります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
こども貯金
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
（１）適用金利
（２）利払頻度
（３）計算方法

・普通貯金子供
・個人のみ
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。

・毎日の約定利率を適用します（変動金利）。
・毎年２月と８月の当ＪＡ所定の日に支払います。
・毎日の最終残高 100 円以上について付利単位を 100 円として１年を 365 日と
する日割計算をします。
（４）税
金
・
「こども組合」がその学校の長の管理、指導を受けて児童生徒の代表の名義を
もってする貯金等の利子については金額に制限なく非課税となります。
・学校の長などの代表者の名義の場合、児童生徒の個人名義の場合は 20％
（国税 15％、地方税５％）※の分離課税となります。
※平成 25 年 1 月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間は、
20.315％（国税 15.315％、地方税５％）の分離課税となります。
（注）課税の取扱いをする場合にカッコ書きを記載する。
（５）金利情報の入手 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
方法
手 数 料
－
付加できる特約事項
－
貯金保険制度
・保護対象
（公的制度）
当該貯金は当ＪＡ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。
苦情処理措置および
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
紛争解決措置の内容
しては、当ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
その他参考となる
－
事項
詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
普通貯金無利息型＜決済用＞
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
手 数 料
付加できる特約事項

貯金保険制度
（公的制度）
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

その他参考となる
事項

・普通貯金無利息型＜決済用＞
・個人および法人（団体を含む。
）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。
・無利息となります。
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当ＪＡおよびオンライン提携金
融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
・個人のお客さまは総合口座による当座貸越ができます。
・キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。
・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。
・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
また、自動送金・集金のお取扱いもできます。
・貯金保険制度により全額保護されます。
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ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
ていただきます。

詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
総合口座（普通貯金無利息型）
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
手 数 料
付加できる特約事項

貯金保険制度
（公的制度）
苦情処理措置および
紛争解決措置の内容

その他参考となる
事項

・総合口座（普通貯金無利息型）
・個人のみ（当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法
定代理人と取引を行います。）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。
・普通貯金は無利息となります。
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当ＪＡおよびオンライン提携金
融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
・ 自動継続扱いの定期貯金、定期積金を担保組入れることにより、当座貸越を
ご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金残高の合計額の 90％（千
円未満切捨て）、最高 300 万円までご利用になれます。貸越利率は、定期貯
金の利率に年 0.5％上乗せした利率、定期積金の利回りに年 0.5％上乗せし
た利率が適用されます。
・ キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。
・ キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。
・ 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
また、自動送金・集金のお取扱いもできます。
・貯金保険制度により全額保護されます。
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ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
ていただきます。
・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご
返済いただく場合があります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
貯蓄貯金
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
（１）適用金利

・貯蓄貯金
・個人のみ
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・随時払い戻しできます。

・１円以上 10 万円未満、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 万円以上の５段階の金額階層別金利設定を行
い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、該当期間に
おける店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します（変動金利）
。
（２）利払頻度
・毎年２月と８月の当ＪＡ所定の日に支払います。
（３）計算方法
・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を１円として１年を 365 日と
する日割計算をします。
（４）税
金
・20％（国税 15％、地方税５％）※の分離課税となります。
※平成 25 年１月１日から平成 49 年 12 月 31 日までの間は、20.315％（国税
15.315％、地方税５％）の分離課税となります。
（５）金利情報の入手 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
方法
手 数 料
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当ＪＡおよびオンライン提携金
融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
・スウィングサービスの取扱いにあたっては、以下の手数料をいただきます。
（１）順スウィング（普通貯金から貯蓄貯金への自動的な振替）
１回ごとに 105 円（うち消費税 5 円）
（２）逆スウィング（貯蓄貯金から普通貯金への自動的な振替）
１回ごとに 105 円（うち消費税 5 円）
付加できる特約事項
・マル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができま
す。
・普通貯金との間で資金を移動させるスウィングサービスの取扱いができます。
貯金保険制度
・保護対象
（公的制度）
当該貯金は当ＪＡ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。
苦情処理措置および
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
紛争解決措置の内容
しては、当ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
9

その他参考となる
事項

・公共料金等の自動支払、および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動
受取りにはご利用できません。
・総合口座の取扱いはできません。
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
ていただきます。

詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの
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商品概要説明書
納税準備貯金
（平成２８年４月１日現在）
商 品 名
ご利用いただける方
期 間
預入方法
（１）預入方法
（２）預入金額
（３）預入単位
払戻方法
利 息
（１）適用金利
（２）利払頻度
（３）計算方法

・納税準備貯金
・個人および法人（団体を含む。
）
・期間の定めはありません。
・随時預け入れできます。
・１円以上
・１円単位
・原則として貯金者等の租税納付にあてる場合に払い戻しできます。

・毎日の約定利率を適用します（変動金利）。
・毎年２月と８月の当ＪＡ所定の日に支払います。
・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として１年を 365 日
とする日割計算をします。
（４）税
金
・利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合に
は、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、課税されます。（ただし、
貯金者が納税貯蓄組合法にもとづく納税貯蓄組合の組合員である場合には、
その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかり
ません。
）
（５）金利情報の入手 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
方法
手 数 料
－
付加できる特約事項
－
貯金保険制度
・保護対象
（公的制度）
当該貯金は当ＪＡ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。
苦情処理措置および
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
紛争解決措置の内容
しては、当ＪＡ本支店（所）または総合リスク管理課（電話：
0463-81-7712）にお申し出ください。当ＪＡ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、神奈川県農業協同組合中央会が設置・運営する神奈川県
ＪＡバンク相談所（電話：045－680－3079）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ＪＡ総合リスク管理課または神奈川
県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045－211－7716）
その他参考となる
・租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期
事項
間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の利率によって計算します。
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 11 日
まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ
ていただきます。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
ＪＡはだの

11

