
令和２年

　当ＪＡでは９月１日から１４日にかけて、秋季農協座談会を開催しました。米穀情

勢や令和２年産米穀の取り扱いなどについて、説明と質疑応答が行われました。

　座談会の席上でお答えできなかったご質問、ご要望に対し、紙面にて回答します。

秋季農協座談会回答
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【営農販売部門】

米穀・集荷

問　米を農協へ出荷した場合の精算明細が配布されてくるが、類似した項目や使途が分
かりにくい。組合員が理解できるよう、記載内容を改善してほしい。

答　米の精算書につきましては、経費項目を集約しながら、できるだけ簡素になるよ
う努めています。専門用語もあり分かりにくい点は多々あると思われますが、不明
な点は各営農課か本所米穀課までお問合せいただくようお願いします。

米穀・販売

問　出荷基準不適合の「Ｂつや姫」は、どのように販売しているのか。

答　「Ｂつや姫」については農産物検査では「つや姫」として銘柄検査を実施してい
ますが、販売につきましては末端の流通段階では品種名を表示せず、主に業務用精
米として販売されています。

フレコン

問　フレコン出荷を行っているが、端量についてバラで出荷できるようにしてほしい。

答　バラ集荷につきましては、新たな施設の建設が必要となりますので現在は計画し
ておりません。端量につきましては引き続き、紙袋での出荷をお願いします。

問　フレコン出荷する米を取りに来る時間を事前に教えてほしい。

答　委託搬入での集荷については搬入業者に対し、概ねの時間を連絡するようお願い
していますが、繁忙期での作業員不足もあり時間指定ができないのが現状となって
おります。午前・午後の引取り時間の案内を事前にお伝えするように再度徹底します。
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令和２年    秋季農協座談会回答

問　フレコン出荷に対しパレットだけ
でなく、秤への助成も再度実施して
ほしい。

答　フレコン出荷者への機器助成につ
きましては30年度まで₅年間実施し、
多数の組合員よりご利用いただきま
した。概ねご利用いただいたと判断
し終了しましたが、各地区からの要
望が多いようであれば再度検討いた
します。

カントリーエレベーター

問　小泉ＲＣ閉鎖に伴い、今後の施設の活用方法と集約された一条ＣＥの稼働率はどの
くらいなのか？

答　小泉ＲＣについては、今年度は米の検査場所として活用していますが今後の活用計
画については未定となっています。なお一条ＣＥの利用率については面積換算で昨年
の約60％から70％へ増加しています。

プール精算

問　飼料用米のプール精算方法において遊佐地区と他地区の精算単価に相違があること
から、再度検討し見直していただきたい。

答　遊佐地区の飼料用米の取組みにつきましては、新規需要米制度以前の特区制度をは
じまりとしており、販売価格につきましても生産者・需要者・行政からなる協議会の
中で決定され、その上限を600haとしております。一方、600haを超えた分につきま
しては、市場価格を参考に値決めしており現在は差異が発生している状況です。今後
も精算方法につきましては検討を重ねてまいります。
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飼料用米種子

問　種子は籾水分14.5%という基準があると聞いているが、今年のふくひびき種子の籾
水分を調べたところ、13.7%であった。上田の種子はこうした基準が守られているのか。

答　農産物検査法による種子水稲うるち籾の水分は、最高限度のみ14.5％（＋1％ま
で）と設定されており、下限については、発芽に影響しないことから下限基準は設定
されておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　このことから13.7％の水分値については、通常の玄米出荷基準水分値と比較すると
過乾燥ぎみに思われるかもしれませんが、農産物検査法に準拠した適正な水分値であ
ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　なお、種子組合においても、種子生産の観点から過乾燥であればあるほど種子の生
産数量が減少することとなりますので十分留意し対応しております。

問　「ふくひびき」の発芽不良に関する見舞金は、発芽不良で移植時に苗箱数を減らし
て対応している人もいるので、取り組み全農家に文書で通知し、見舞金は取り組み農
家全てに支払うべきでないか。

答　「ふくひびき」の出芽不良およびそれに起因する生育不良については、なぜ全体の
₁割程度の種子のみが影響を受けたかが、当ＪＡの独自調査ならびに関係機関の追跡
調査においても解明できず、最終的に原因不明との結論に至りました。　　　　　　
　このことを踏まえ、各営農課からの詳細な調査報告に基づき、著しく出芽不良、生
育不良で使用不可となった苗箱数および直播圃場に対して、資材費相当分を見舞金と
してお支払いさせていただいたものであります。

問　「ふくひびき」だけでなく、新たな品種の検討を早急に望む。

答　「ふくひびき」の代替品種の選定を視野に令和₃年度より試験栽培を実施します。
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令和２年    秋季農協座談会回答

問　「ふくひびき」の発芽不良もあり、代替品種も検討とのことだが、近隣のＪＡでは
すでに飼料用米に「はえぬき」を扱っていると聞く。次年産から当ＪＡでも「はえぬ
き」を扱ってほしい。品種の集約は生産コストの削減につながる。

答　「はえぬき」による飼料用米の取組みについては品種の集約にはなりますが、主食
用との区分管理の確実な実行性や、一括管理においては品種の収量性による収益の低
下、さらには主食用と併用による販売戦略への影響など、様々な課題や問題が考えら
れます。このことから当ＪＡでは現状の取り組みを最善とし、引き続き多収性品種に
よる区分管理で取り組みを推進します。

鳥獣被害対策

問　鳥獣被害対策について山間部においては、とても大きな問題の一つであることから、
対策マニュアルなどを作成してもらいたい。

答　管内でもイノシシやハクビシンの被害が確認され、新たな鳥獣害対策を講じる必要
性が出てきたものと思われます。今後は、県・行政あるいは猟友会とも連携を図りな
がら、被害状況に応じて対策を協議していきます。

園　芸 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

問　メロンの選果を浜中へ転送すると、パプリカの選果作業員の確保が困難になること
が想定されるので、今後ともメロンも遊佐で選果してほしい。

答　メロンの選果作業につきましては取扱い数量の減少に伴い、勤務時間の短縮による
賃金の減少など、選果作業員の確保が困難な状況となっています。作業員確保の一つ
として選果場の集約を検討していますが、
メロン以外の品目も含め各部会と検討し
ていきます。
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問　
　

柿出荷用のコンテナが毎年不足しているので対策を強化してほしい。　　　　　
　　柿収穫で使用するコンテナが不足しているので、個人購入するようなアンケ一卜
が出されているようだが個人で購入したコンテナはどのように管理するのか?　

答　本年も農協用コンテナを購入しています。コンテナの購入方法や貸し出しなどに
ついて柿部会と話し合いを行っていきます。また、回収に関しましても広報や部会
文書での呼びかけを行っていますが、返却を忘れている方もいるようですのでさら
に呼びかけの強化を行っていきます。

　　　個人コンテナについては選果終了後回収しやすいように個人ごとにまとめ、コン
テナ置き場に置く予定です。詳細につきましては担当者、部会案内文書などで確認
していただきますようお願いします。

問　座談会資料に庄内柿の情報を入れてほしい。庄内柿も土づくりが大切で毎年土壌改
良剤を投入しているので、柿にも支援対策を実施してほしい。

答　簡易土壌診断の結果を踏まえ、部会文書などでの案内にさせていただきたいと考
えています。支援対策については具体的な希望内容を聞き取りしたうえで検討させ
ていただきます。

問　転作において少人数で取り組める高収益作物を推進してほしい。また、指導員の指
導力を充実させ生産者のやる気を引き出していただきたい。₆次化に取り組み、生
産者の所得向上につなげてもらいたい。

答　転作においては長ねぎ、枝豆などを推進しています。指導員の研修など技術強化
を行っていますが、さらに農業用ロボットなど新分野での技術習得を行い生産意欲
向上となるようにしていきます。₆次産業分野におきましては、㈱みどりサービス
と連携を行い梅酢、柿酢、干し柿などを製品化しています。今後も検討しながら取
扱品目を増やしていきます。

問　酒田東部選果場は₂階が事務所とな
っているが、組合員対応や利用者サー
ビスの観点から不便に感じる。₁階に
事務所機能を設けて利便性向上に努め
てほしい。

答　インターホンなど設置し迅速な対応
に当たります。
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令和２年    秋季農協座談会回答

畜 産

問　コロナ禍で肉牛を中心に販売価格が戻らない中、各種イベント(ＪＡ以外も含む)も
中止になっている。ＰＲができない代わりに販売促進活動(消費拡大)が必要ではないか。

答　管内の肉用牛生産者を支援する目的で牛肉の消費拡大運動を、役職員、組合員、関
係組織にお願いし₄月に追加で実施しました。また、₃月から₅月にかけて11回にわ
たりＪＡ内部と関係組織に牛乳200㏄と₁ℓパック物の消費拡大運動を実施しました。
　今後も畜産物の販売価格などの状況・消費需給動向を確認し、畜産物の消費拡大運
動に取り組みます。

担い手支援

問　委託販売手数料の税務申告について、消費税の軽減税率制度では総額処理が必要と
いわれたがどのように申告するか教えてほしい。

答　昨年度の税対部会などによる講習会や広報紙でもご説明させていただいた通り、軽
減税率制度導入後は、帳簿などへ税率毎に区分経理（記帳）し、それを基に申告書を
作成します。また、総額処理が必要となり、売上げ（委託販売手数料を控除する前の
金額）は課税売上げとして、委託販売手数料は課税仕入れとしてそれぞれ記帳するこ
とになります。なお、複数税率となり税務申告も複雑になっていますので、今年度も
酒田税務署による説明会の開催を要望していきます。

問　持続化給付金について、現在、庄内農民連などが主体となり取り組んでいるようだ
が、ＪＡとして積極的に対応しないのはなぜか。

答　持続化給付金の対象となるには、『2020年₁月以降、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響などにより、前年同月比で事業収入が50％以上減少した月（対象月）が存在
すること』が要件になります。収入減少の原因が、新型コロナウイルスの影響である
ことが必要で、単に精算金などの入金時期が前年とずれたなどの理由で、50％以上収
入減少した月があったとしても対象にはなりません。また、新型コロナウイルスの影
響が無いにも関わらず申請し、不正受給と判断された場合は、受給額の他に、ペナル
ティとして年利₃％分の延滞金と、延滞金も含めた合計額の₂割の加算金の返還が発
生します。加えて、氏名の公表や、悪質な場合は刑事告発もあります。（全国で不正
受給の摘発が相次いでいます。）ただし、調査を個別に受ける前に不適切な受給を自
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ら申し出た場合は、上記の延滞金や加算金は課されませんので、誤って受給した場合
は、中小企業庁のコールセンター【0120-115-570】までご相談ください。　　　　　
　なお、広報紙₈月号のチラシでご案内させていただいた通り、当ＪＡの相談窓口
（各営農課・園芸課・園芸センター・畜産課）を開設していますので、ご不明な点な
どありましたら最寄りの窓口までお問い合わせください。

問　新規就農を目指す方に対しての情報発信が少なく感じる。もっと若い人が農業に関
心を持ち就農しやすいよう、農協独自の取り組みを期待する。

答　現在、具体的な支援内容を策定し関係機関に確認を取りながら、令和₃年度実施に
向けて準備を進めているところです。

総合対策室

問　園芸チャレンジハウス支援事業の継続を要望する。

答　当支援事業は、平成29年度から令和₃年度までの₅カ年事業として取り組み、来年
度は事業の最終年度となります。令和₄年度以降の支援事業については未定ですが、
ご要望も踏まえ検討します。来年度の申し込みの取りまとめは12月頃に行いますので、
是非この機会にお申し込みください。

問　農作業労働力状況調査（アンケート）結果を踏まえた、職業紹介事業をどのように
展開していくのか具体的に教えてほしい。

答　調査結果において、「ＪＡ無料職業紹介事業」に対する期待が高いことから、令和
₃年₄月中の事業開始に向けた準備を進めています。当面は、“田植えの補助作業”な
ど、作業を絞った求人・求職情報の受付を行い、求職者（応募希望者）を求人先に
“紹介あっせん”する予定をしています。
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令和２年    秋季農協座談会回答

【経済部門】

大豆種子

問　大豆種子エンレイ・リュウホウに虫害により割れたものや、粒径が不揃いのものが
混入していた。等級間に価格差がない中で、これだけ品質にバラツキがあり播種作業
にも支障を被った。調製の経過、検査の実態を教えてもらいたい。

答　種子生産は山形県主要農産物種子条例に基づき、県および関連団体と連携のもと実
施しております。指定された種子圃場では、圃場審査を開花期と成熟期の₂回種苗法
を基準に実施され、発芽率の測定、指定種苗生産等基準に基づき生産物審査があり、
いずれの審査に合格したものが種子として流通します。調製では可能な限り汚染粒、
被害粒を除去するようにしておりますが虫食い粒は全て除去できないようです。その
後、農産物検査法に基づき検査されます。等級による被害粒（虫害）や未熟粒など混
入割合の限度が定められておりますが、例年より被害粒（虫害による割れ）の混入割
合が多かったようです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　種子協会を通じて採種圃の病害虫防除の徹底と調製作業の再確認を申し入れしてお
ります。（転用種子は圃場申請と圃場審査はありません。）

問　大豆種子里のほほえみの特大粒は播種むらがあるので、大粒・中粒にしてもらいたい。
　

答　品種特性のため中粒はほとんど無く、次年度以降も特大、大粒での対応となる見込
みです。粒度格差による単価を設定し、配布については地区ごとローテーションを組
んでの対応とさせていただきますのでご理解願います。

米出荷用紙袋

問　米出荷用紙袋へ個人名の印字を100枚単位でできないか。

答　100枚単位での印字は行っておりません。5000枚以上の申込で以前から印字対応と
しています。
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飼料用米種子への要望

問　飼料用米ふくひびき種子は地元産を要望する。

答　当ＪＡ管内₂地区の種子生産組織で生産した種子が供給となります。　　　　　　
　産地については種子協会からの配分となりますので、配分に応じた対応とさせてい
ただきます。

農業機械

問　コンバインの予約整備割引をトラクターなどの他農機具にも適用拡大してほしい。
　

答　₆月の広報に折り込みしている、「農業機械整備予約のご案内」に対象機種は、コ
ンバイン・乾燥機・農機全般と記載し、全般整備のみ基本料金の10％引きとしていま
す。詳しくは各農機センターにご相談願います。

問　松山農機センターは大雨が降ると作業場内が水浸しになり、油膜が流れ出てしまう
状況なので、施設の管理に努めてほしい。

答　₉月初旬の大雨時には、水路より水があふれ出し工場内に侵入してしまいました。
今後、施設管理も含めて適切に対応します。今回侵入路には土のうを積み対応しま
した。

問　今後松山農機センターの集約計画はあるのか？　　　　　　　　　　　　　　　　 
　集約して農繁期を含む、現状またはこれまで以上のサービスができるのか今後の対
応を示してほしい。農協の効率化が優先であれば、農協離れが進むのではないか？

答　現在、みどり農機センターの移設工事が進んでいます。また、事業検討委員会では
施設の再編を含めた整備・推進体制および経済の収支改善に向け検討しています。
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令和２年    秋季農協座談会回答

生活特産課

問　食材宅配事業に関して、全国からの特産品なども取り入れて利用者から喜ばれ、魅
力を感じられる新企画をお願いしたい。

答　仕入れ先であるＡコープ東北と協議してお客様から喜ばれるメニューやふれあいチ
ョイス（注文商品）の充実を図るように検討します。

【信用部門】

問　園芸資材センターのＡＴＭは、出荷や資材店舗に立ち寄った方の利用が多いので廃
止しないでほしい。

答　マイナス金利政策の影響を受け、信用事業の収益減少は避けられない状況にありま
すが、今年度から役員による「事業検討委員会」を設置し、事業の健全性確保に向け
今後のＡＴＭ運営について協議しております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

問　一体型のＪＡカード加入を勧める際にメリットをきちんと教えてもらいたい。また、
当ＪＡ内でも使用できる部署などを知らない組合員も多くいることから、使用できる
施設の一覧表を作成し周知を図り、さらなる普及につなげていただきたい。今までも
何度も要望してきたが、資材店舗で利用できるよう切望する。

答　加入メリットについては、ＪＡ給油所ご利用の際ガソリン₂円引き、代金決済が最
長で約50日後になることや、カードで購入した商品が破損・盗難などの損害を被った
場合の保障などのメリットがあります。また当ＪＡでは、要望いただいている資材店
舗以外の、共済や生活、オートパルなどで利用可能です。資材店舗については、利用
環境を整備するための費用が掛かるために、現状整っていない状況にありますが、要
望に応えられるように検討を重ねてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　
　今後も担当者により周知を図り、わかりやすく皆さまにお伝えできるように努め
ます。

また、利用施設の一覧表については、各部署と調整を図り、整備をすすめます。
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問　年金友の会事業について、新型コロナ感染症拡大により各種イベントが中止となっ
ているが、ただ中止で終わるのではなく、会員から加入して良かったと喜ばれるよう
な代替企画を実行してほしい。

答　新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中で、当ＪＡにおける今年度の友の会事
業運営方針につきましては、₇月に開催された各支部代表者会議でご説明し、承認さ
れております。このような状況下で何ができるのかを模索していますが、会員皆さま
の安全確保を最重要課題と捉え現状のところ限られた活動に止まっております。今後
ともご理解とご協力をお願いいたします。

【管理部門】

問　離農者が増加している中で、総代の選出が組合員数割なのは時代に合っていないの
ではないか。検討を願う。また、総代は若い世代が選出される環境にした方が良い。

答　総代定数については定款および定款附属書総代選挙規程で規定されております。ま
た選出については各地区で進め方が異なるため、各地区でのご協議をお願いしてい
ます。

問　女性総代10％の配分基準はどのような背景があるのか。また10％を達成できない場
合はどうなるのか。

答　女性の運営参画については、ＪＡ山形県大会で数値目標15％以上と引き上げられて
いますが、当ＪＡの女性総代は13人（0.23％）と少数です。そこで昨年11月に、ＪＡ
庄内みどりの独自目標として女性総代10％以上とし、支店の地区代表などで協議して
いただいています。達成できない場合の罰則などはありませんが、なるべく目標の女
性総代が選出できますようご協力をお願いいたします。
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令和２年    秋季農協座談会回答

問　コロナ禍で職員の出張はどうしているのか？　　　　

答　新型コロナウイルスの影響で、ほとんどの研修会や会議などは中止や延期となり、
オンライン上でのWEB会議に代わったことで、₆月までの出張はほぼありませんで
した。₇月以降は感染防止に努めながら、一部の研修会から再開されてきています。

問　農機センターの募集をしても応募が少ないとのことだが、採用方法に問題はないのか？
　農機の職員を増員して、修理時間の短縮を図ってほしい。

答　職員募集については、各高校進路担当教諭に直接お会いして応募のお願いをしてい
ます。この他には、マイナビ就活サイトやハローワークなどの求人情報に掲載するな
ど、幅広く人材確保に努めています。農機整備士については一般職からの登用や工業
系からの採用を積極的にすすめ、₃年間は基礎的な技術習得に努めながら農機整備士
資格取得を目指し整備技能のレベルアップに努めます。



標準ロータリーセット型式（オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱可能）、
ハイスピード仕様、小径タイヤ仕様（ハウス内作業に対応）など、オプションは裏面へ！

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、
メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

価格を
安く

必要な機能を
厳選

快適・安全な
作業性

様々な作業への
汎用性

製品紹介動画
はこちら

（You Tube）

生産者の営農規模と栽培品目の拡大を支援する

SL33LFQMAEP
型　式

SL33LFMAEP
メーカー希望小売価格 285万円

（税別）
ロプス仕様

中型ク
ラ
ス

33馬力（ネット値）

生産者&JA 全国一万人以上の声を反映

キャビン仕様

共同購入トラクター

359.7万円（税別）
メーカー希望
小売価格

SL33LFQMAEPC2P
型　式

型　式

半クローラ・キャビン仕様

412.4万円（税別）
メーカー希望
小売価格

基本型式

SL33LSL33LSL33L



主要諸元表（ロプス・標準速・ホイル仕様）

型　　式 SL33LFMAEPクボタ

機　体

駆動方式 パートタイム4WD

全長（mm）全幅（mm）全高（mm） 3,190×1,445×1,980

地上最低高（mm） 330

機体質量（kg） 1,436

エンジン

型式名 D1803-CR-E4

種類 水冷 4サイクル3気筒立形ディーゼル

出力（PS/rpm）・総排気量（L）
35/2,600（グロス）、

33/2,600（ネット）・1.826

燃料タンク容量（L） 48

その他 国内特自排ガス4次規制適合

走行部

タイヤ 前輪：8-16　後輪：13.6-24

軸距（mm） 1,745

輪距（mm） 前輪：1,130　後輪：1,110 ～1,330

変速方式 Uシフト/Uシャトル

変速段数（段）
前進 24 段、後進16 段

（H仕様・前進 30段、後進 20段）

走行速度
（Km/h）

標準仕様
前進：0.18～14.65

後進：0.19 ～13.13

ハイスピード
仕様

前進：0.18～29.75

後進：0.19 ～26.66

最小旋回半径（m） 2.2

PTO 回転速度（rpm）
正転 549、775、960、1,280

逆転 960

けん引装置 固定式（OP）

作業機
昇降装置

制御方式 ポジションコントロール

装着方式 3点リンクJIS1形

油圧揚力（kgf） 1,475

主な設定型式

仕　　様 型　　式 小売価格（税別）

標準速
仕様

標準
タイヤ

ロプス

SL33LFMAEP 2,850,000
SL33LFMAEWF7 3,379,000
SL33LFMAEWF8 3,424,000
SL33LFMAEWF9 3,481,000

キャビン

SL33LFQMAEP 3,597,000
SL33LFQMAEWF7 4,126,000
SL33LFQMAEWF8 4,171,000
SL33LFQMAEWF9 4,228,000

半クローラ

ロプス
SL33LFMAEPC2P 3,377,000
SL33LFMAEPC2WF8 3,951,000
SL33LFMAEPC2WF9 4,008,000

キャビン
SL33LFQMAEPC2P 4,124,000
SL33LFQMAEPC2WF8 4,698,000
SL33LFQMAEPC2WF9 4,755,000

小径タイヤ ロプス SL33LFMAEVP 2,850,000

ハイ
スピード
仕様

標準
タイヤ

ロプス

SL33LHFMAEP 2,935,000
SL33LHFMAEWF7 3,464,000
SL33LHFMAEWF8 3,509,000
SL33LHFMAEWF9 3,566,000

キャビン

SL33LHFQMAEP 3,788,000
SL33LHFQMAEWF7 4,317,000
SL33LHFQMAEWF8 4,362,000
SL33LHFQMAEWF9 4,419,000

半クローラ

ロプス
SL33LHFMAEPC2P 3,568,000
SL33LHFMAEPC2WF8 4,142,000
SL33LHFMAEPC2WF9 4,199,000

キャビン
SL33LHFQMAEPC2P 4,315,000
SL33LHFQMAEPC2WF8 4,889,000
SL33LHFQMAEPC2WF9 4,946,000

小径タイヤ ロプス SL33LHFMAEVP 2,935,000

型式説明：型式末尾 P…トラクター単体
　　　　　型式末尾WF7…1.7mロータリー付　　　
　　　　　型式末尾WF8…1.8mロータリー付　　　　
　　　　　型式末尾WF9…1.9mロータリー付　　　　
　　　　　※ロータリーに関しては、キャスタ仕様、Vカット仕様、尾輪付仕様などの設定があります。

ご注文いただいてから納品まで かかります。3ヶ月

共同購入トラクター（中型）の主な機能

お問い合わせは最寄りのJAまで

ノークラッチ変速

JAグループからのお願い
令和5年3月までにご注文をお願いします

標準3点リンクのオートヒッチが装着可能
※オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンク
　のワンタッチ着脱

自動水平制御　　　自動耕深制御
倍速ターン　　　　オートブレーキ
バックアップ

ノークラッチで増減速、前後進切替が可能

大容量48L燃料タンク
概ね1日無給油での作業が可能



※お申込み対象者は、現在のお住いの住所又は勤務先が当JAの管轄と
　なります。　
※ローンの詳しい内容につきましては、店頭に商品概要説明書をご用意し
　ております。また、ホームページ上でもご確認いただけます。

※「JAとのお取引はこれから」という方でもお気軽にご来店・ご相談下さい。
※審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承
　ください。

車の購入、他行からの借換え等にご利用いただけます。

100万円お借り入れでお支払い例 9,201円※10年（120回払い）、
年利（変動）2.0％の場合 月

▶▶

▶▶

WEB申込にて最大引き下げ後

変動金利
通常金利通常金利

固定金利
通常金利通常金利

※保証料込 2.02.0％％
※保証料込

WEB申込にて最大引き下げ後

2.42.4 ※
保
証
料
込

※
保
証
料
込

WEBからの
仮審査申込みは

または、ＱＲコードより

【ご利用いただける方】お借入申込時の年齢が満18歳以上、完済時の年齢が80歳以下の方（但し、高校生は除く）、安定・継続した収入のある方、㈱ジャックスの保証が受けられる方、販売業
者へ振込が可能な方、当ＪＡの地区内に居住または勤務している方など【お使いみち】①自動車購入資金（新車・中古車・自動二輪車・電動車椅子・除雪機）等のご購入及びそれらに付帯する
付属品・諸費用（登録・事務取扱・振込手数料、共済掛金）等②車検・修理・運転免許取得・カー用品購入・住宅に併設する車庫の建築及び修理費用等③ＪＡ以外のマイカーローンの借換資
金（残価設定型ローンの残価部分の借換、信販系のマイカーローンを含む）及び事務取扱手数料、振込手数料等。④上記③の借換資金と①②のいずれかの併用も可。⑤「フリープラン30」
（借換に付帯することは不可）借入希望金額の30％もしくは３０万円いずれか少ない方をフリープランとして借入金額に追加することが可能。（ただし10万円／20万円／30万円単位とし３種
類から選択が可能）【ご融資金額】10万円以上1,000万円以内（１万円単位）とし、所要金額の範囲内。【ご融資期間】６ケ月以上10年以内（１ヶ月単位）とします。但し、借換の場合はすでに
返済済み期間（残存償還期間）は不問とし10年以内までは可とする。【ご返済方法】毎月元利均等返済（毎月返済またはボーナス併用返済）【担保・保証】無担保、（株）ジャックスの保証【ご用
意していただく書類】運転免許証の写し、健康保険証の写し、所得証明（源泉徴収票で可）、注文書または見積書、その他ＪＡが必要とする書類。

プラスマイカーローン

％％3.03.0％％
※上記の項目は、現在ご利用中又は、新規ご契約が条件となっております。

0.2％の引下げ項目

0.3％の引下げ項目

やまがた子育て応援パスポートの提示・当ＪＡおよび㈱みどりサービスより耐久消費財を購入する方・
公共料金口座振替（１件）・ＪＡカード・ＩＢ(インターネットバンキング)

0.5％の引下げ項目 JA住宅ローン契約、JAカードローン契約給振契約・組合員加入（１口以上）

最短1日で審査可能最短1日で審査可能
お客様のお申込内容
によりかわります。

NEWNEW

◎上記の金利は、令和２年７月１日現在を基準にしています。　◎お支払い例の金利についてはwebからの申込で引き下げ最大0.6％となった場合です。

年

年年

2.62.6％％年

ロードサービス付

フリープラン最大30万円までセットが可能！！

下記の引下げ項目に該当する場合、通常金利より最大0.5％の引き下げを致します。

WEBが
お得！
WEBが
お得！

マイカーローンマイカーローン
プ
ラ
ス

※WEBからの申込みの場合はさらに0.1％引き下げをいたします。（最大0.6％の引き下げ）


