
● お客さまとJAとのお取引内容を毎月末時点でポイントに換算します。
● 合計得点に応じて、お客様ごとにステージ１、ステージ２、ステージ３の３段階のステージを設定させていただき、
    翌月25日～翌々月24日までの１か月間、ステージに応じて各種手数料の優遇を行います。

優遇対象となった方について、翌月25日から翌々月24日まで

❶ ＪＡバンク千葉優遇プログラムって？

❸ ３段階のステージって？判定月や適用期間は？

❹ 自分のステージはどこでわかる？

❷ 対象となる方は？お申込方法は？

JAネットバンクでの振込手数料が最大３回まで無料！
JAネットバンク上で振込手数料の発生する取引が対象です（他JA、他行宛等）。振込手数料が先方負担の場合は、優遇対象外となります。1

2 提携ATM入出金手数料が、時間帯問わず最大5回まで無料！
提携ATM（セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、ゆうちょ銀行）の入出金手数料が対象です。
※対象となる提携ATMはJAによって異なる場合がございます。詳しくは、本チラシ裏面をご覧ください。

JAとのお取引内容に応じて、３段階のステージをご用
意し、ステージに応じて各種手数料の優遇等を行う
サービスです。

個人のお客さまであればどなたでも対象になります。面倒な
申込手続きは一切不要で、自動的に申込となります。
申込費用・年会費等も一切かかりません。

※対象取引や点数等の詳細は、　
　本チラシ裏面をご覧ください。
※また、対象取引、点数、優遇内容
　はJAによって異なる場合がご
　ざいます。

ＪＡバンク千葉を利用するほど各種手数料が無料に！！ＪＡバンク千葉を利用するほど各種手数料が無料に！！ＪＡバンク千葉を利用するほど各種手数料が無料に！！ＪＡバンク千葉を利用するほど各種手数料が無料に！！
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ステージ適用期間

ステージ適用期間

判定月

判定月

▼ 下記のいずれかの方法でご確認いただけます。

1 2

JAネットバンクのログイン画面 提携ＡＴＭ利用後の
ご利用明細右記ＱＲコードから新規申込、 ログインいただくことでご自身の

ステージを確認いただくことができます。
新規申込の場合も、 お手元にキャッシュカードがあれば、 簡単
に初回登録いただけます。
JAマイステージにご加入のお客さま全員が「JAネットバンク振込手数料無料」の優遇
をお受けいただけますので、 この機会に是非お申込み・ご活用をお願いいたします。

提携ATMで残高照会時（※）およ
び入出金取引時に出力できるご
利用明細で、残り回数・ステージ
をご確認いただけます。
※残高照会時のご利用明細は、イーネット、ローソ
　ン銀行、ゆうちょ銀行のみご確認いただけます。

●

●

●

●

なお、ご自身のステージは、お取引のあるＪＡ窓口でお尋ねいただくことでも確認いただけます。

簡単！おすすめ！

ＪＡバンク千葉
優遇プログラム
ＪＡマイステージＪＡマイステージ

おトクに！！

振込も
入出金も



くわしくは、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。 J Aバンク千葉 検索

お取引内容ごとのポイント ▼ 下記合計点によりお客さまのステージが決定いたします。

ステージ別の優遇内容と回数※

得点対象取引

給与振込 30
30

30
5～25
〔上限25〕

〔上限50〕

20

30
25

1～50

30
20

1回1

2 -
2回 3回
3回 5回

年金
自動受取

販売代金
自動受取

公共料金等
自動支払

ＪＡカード利用

組合員資格

貯金残高

ローン残高
500万円以上

優 遇 内 容 ステージ１
（0点～50点）

ステージ２
（51点～100点）

ステージ3
（101点～）

ローン残高
500万円未満

取引内容（ポイント条件） ポイント

判定月またはその前月に給与振込として5万円以上の振込をお受け取りいた
だいていること

一定期間内※に公的年金（農林年金、農業者年金、新国民年金・国民年金・厚
生年金・共済年金等）として振込をお受け取りいただいていること

判定月に販売代金（米・農産物代金等）として5万円以上の振込をお受け取り
いただいていること

一定期間内に※電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫの利用料金を各収納機関の定める口
座振替依頼書で、当JAの口座からお支払いいただいていること（1項目につき５点）

判定月またはその前月、前々月にJAカードをご利用され（ショッピングや年
会費等）、その代金を当JAの口座からお支払いいただいていること

判定月の月末時点で当組合の正組合員資格をお持ちであること

当JA所定の貯金（当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯金）を判定月の月末時点
で合計残高10万円以上お持ちであること（10万円ごとに１点）

判定月の月末時点で当組合の准組合員資格をお持ちであること
または、当組合の正組合員の同居家族であること

当JA所定のローン（住宅、リフォーム、マイカー、教育、カード、多目的、フリー
ローン等）を判定月の月末時点で合計500万円以上ご利用いただいていること

当JA所定のローン（住宅、リフォーム、マイカー、教育、カード、多目的、フリー
ローン等）を判定月の月末時点で合計500万円未満ご利用いただいていること

5JAネットバンク 判定月にJAネットバンクをご契約いただいていること

5通帳レス 判定月の月末時点で、通帳レス対象口座のうち当座性貯金を含んで１口座以
上が通帳レスになっていること

JAネットバンク振込手数料無料
（他JA・他行宛）

提携ATM入出金手数料無料
（セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、ゆうちょ銀行）

留意点等（詳細は右記QRコードからも確認いただけます）
●記載のない年金等については、窓口でお問合せください。 ●公共料金は、収納機関によっては対象外となる場合もございます。 ●決済用貯金についてはポイ
ント加算の対象となりません。 ●ローンの種類によっては、ローン残高に含まれないご融資もあります。 ●ご返済が遅れているローンの残高はポイント加算の対
象となりません。 ●氏名・住所等に変更があったにも関わらず、所定の変更手続きを行われていない場合、お客様の都合により当組合からの連絡を不要とされて
いる場合は、サービス対象外となる場合があります。 ●金融情勢の変化などにより、当サービスの内容を予告なく変更・停止する場合があります。 ●同一項目内
で複数契約がある場合は二重に集計されません。●記載のサービス内容は、2023年2月末時点のステージ判定により2023年3月25日から適用となります。

※農林年金、新国民年金、国民年金、厚生年金、共済年金、船員年金＝判定月またはその前月　農業者年金＝判定月またはその前月、前々月

※電気・ガス＝判定月またはその前月　電話・水道＝判定月またはその前月、前々月　ＮＨＫ＝判定月～その12か月前

※ステージ適用期間内の上限回数です。回数はお取引内容に応じて、適用期間ごとに更新されます。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

http://ja-narita.or.jp/

公 津 支 所
久 住 支 所
遠 山 支 所

TEL.
TEL.
TEL.

0476-26-9121
0476-36-1101
0476-35-0511

TEL.
TEL.

0476-22-6712
043-496-0291

中 央 支 所
酒々井支所

成田市
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ＪＡバンク千葉優遇プログラム（ＪＡマイステージ）規定 

 

１ 内容 

「ＪＡバンク千葉優遇プログラム（ＪＡマイステージ）」（以下「当サービ

ス」といいます。）は、成田市農業協同組合（以下「当組合」といいます。）所

定の基準によりお客様の取引内容を得点に換算し、合計得点に応じて３段階（以

下「ステージ」といいます。）を設定し、ステージに応じて手数料・各種サービ

ス等の優遇を提供するサービスです。 

 

２ 対象 

対象は当組合とお取引のある個人の方に限ります（事業者の方、非居住者の

方、任意団体は対象外とします）。 

 

３ 開始時期 

本サービスは、当組合所定の日からサービスの提供を開始します。ただし、

優遇の種類によっては、当組合所定の登録手続を行った日より提供開始となる

場合があります。 

 

４ 得点・ステージ 

（１） サービス提供開始日の前月末日時点における当組合所定の取引に応じて

お客様の得点を決定し、得点合計に応じて当月２５日から翌月２４日まで

ステージを適用します。 

（２） お客様に適用するステージは、毎月２５日に更新します。 

（３） 得点対象となる取引項目、内容、各得点については次の通りとします。

ただし、同一取引項目内で複数の取引を行っている場合は二重に集計され

ません。 

 

 

 

 

得点対象取引 取引内容 得点 

給与振込 
一定期間内に給与振込として発信された５万円以上の振込

を受け取られていること。 

３０ 

年金自動受取 
一定期間内に公的年金（農林年金・農業者年金・国民年金

等）として発信された振込を受け取られていること。 

３０ 

販売代金 

自動受取 

販売代金（米・農産物代金等）として発信された５万円以

上の振込みを受け取られていること。 

３０ 

公共料金 

自動支払 

一定期間内に電気・電話・ガス、水道、ＮＨＫ料金を自動

支払されていること（１項目毎に５点ずつ付与します）。 

５～２５ 

(上限２５) 

ＪＡカード利用 
一定期間内にＪＡカードの利用代金または年会費が当組合

の口座から自動支払されていること。 

２０ 

個人ＩＢ 
判定基準月に個人ＩＢ（ＪＡネットバンク）をご契約いた

だいていること。 

５ 

通帳レス 

（１口座以上） 

月末時点で通帳レス対象口座のうち、１口座以上が通帳レ

スとなっていること。 

５ 

正組合員資格 月末時点で当組合の正組合員資格をお持ちであること。 ３０ 

准組合員資格・

正組合員家族 

月末時点で当組合の准組合員資格をお持ちであること。ま

たは当組合の正組合員の同居家族であること。 

２５ 

貯金残高 

当組合所定の貯金（当座・普通・総合・貯蓄・定期性貯

金、ただし、決済用貯金を含まず）を月末時点で合計残高

10万円以上お持ちであること（10万円毎に１点ずつ付与

します）。 

１～５０ 

(上限５０) 

ローン残高 

500万円以上 

当組合所定のローン（住宅、リフォーム、マイカー教育、

カード、多目的、フリーローン等）を月末時点で合計 500

万円以上利用されていること。 

３０ 

ローン残高 

500万円未満 

当組合所定のローン（住宅、リフォーム、マイカー教育、

カード、多目的、フリーローン等）を月末時点で合計 500

万円未満利用されていること。 

２０ 
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（４） 金利・手数料・各種サービス等の優遇は、原則サービス提供時点のステ

ージに応じて提供します。 

（５） 各取引の得点、各ステージに必要な得点数は次の通りとします。 

 ステージ１ ステージ２ ステージ３ 

必要な得点 0点以上 ５１点以上 １０１点以上 

 

５ 優遇 

（１） 氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、当組合所定の変更手続き

を行われていない場合は、特典が受けられないことがあります。 

（２） お客様の都合により当組合からの連絡を不要とされている場合は、特典

が受けられないことがあります。 

（３） 優遇内容、優遇期間については次の通りとします。ただし、その他の優

遇内容の詳細については店頭等でお知らせします。 

優遇項目 優遇内容 ステージ 

１ ２ ３ 

ＪＡネット

バンク振込

手数料無料 

当月２５日から翌月２４日のステージ適用期

間に、ＪＡネットバンクで県内他ＪＡ宛・県

外他ＪＡ宛・他行宛の振込を行った場合、ス

テージ別の優遇回数まで、振込手数料が無料

となります。 

１回

まで 

２回 

まで 

３回 

まで 

提携ＡＴＭ

入出金手数

料無料 

当月２５日から翌月２４日のステージ適用期

間に、提携ＡＴＭ（ローソン銀行、イーネッ

ト、セブン銀行、ゆうちょ銀行）で入出金取

引を行った場合について、ステージ別の優遇

回数までＡＴＭ取引手数料が無料となりま

す。 

０回

まで 

３回 

まで 

５回 

まで 

（注）１ 個人ＩＢ振込手数料無料について、振込手数料先方負担の場合は優遇

対象外となります。 

２ ＡＴＭ入出金手数料無料・個人ＩＢ振込手数料無料の対象口座は 

「当座一般、普通（一般・総合・営農）」となります。 

 

 

６ 本支店間の得点引継ぎ 

（１） 支店等の廃止、統合等、当組合の都合でお客様のお取引店を一括して変

更する場合は、変更後のお取引店へ当サービスの得点を原則引継ぎます。た

だし、変更後のお取引店に従来からお取引があり、変更後のお取引店で複数

の顧客番号となる場合は、得点の合算を行いません。 

（２） お客様のご都合でお取引店を変更される場合、得点の集計が出来なくな

る場合または一定期間得点集計ができなくなる場合があります。 

（３） 他組合等との譲渡、譲受、統合の場合、サービス内容が引き継がれない

場合があります。 

 

７ 変更・終了 

（１） 当組合の事情により事前に通知することなく、本サービスの内容（得点

の対象となる取引、得点、ステージ、優遇内容、規定等）を変更、または本

サービスを終了することがあります。 

（２） 次に定める場合には、事前に通知することなく一部または全ての優遇が

受けられないことがあります。 

①お客様が当組合所定の規定・規約等を履行されない場合 

②お客様の都合により当組合からの連絡を不要とされている場合 

③すでに利用されているローンを延滞されている場合 

④契約者本人が亡くなった場合 

⑤金融情勢の変化、その他当組合が相応の事由があると判断した場合 

 

８ 免責事項 

 災害・事変等当組合の責めに帰すことが出来ない理由、または裁判所等公的

機関の措置や法改正等やむを得ない理由により、得点や優遇の取扱いが遅延し

たり、不能となったりした場合、それにより生じた損害について当組合は一切

の責任を負いません。 

2023年 3月 25日現在 



 

ＪＡバンク千葉優遇プログラム（ＪＡマイステージ）サービス概要 

 

１ サービス概要 

ＪＡバンク優遇プログラムとは、利用者毎の信用事業取引(給振・年金有無、

口振件数、貯金残高、ローン有無等) を得点に換算し、その得点合計に応じて

３段階のステージを適用し、ステージに即したＡＴＭ手数料等の優遇を行う仕

組みであり、メガバンクや地銀で広く導入されているサービスです。 

 

２ サービス名称 

サービス名称は「ＪＡバンク千葉優遇プログラム（ＪＡマイステージ）」です。 

 

３ 対象顧客 

ＪＡの個人取引先全てを対象顧客とし自動計算を行います（全顧客方式）。 

 

４ 対象取引とステージ(配点) 

対象取引とステージの配点は以下のとおりです。 

＜配点＞           ＜優遇＞    (優遇回数＝月中の上限回数) 

対象取引 配点   ｽﾃｰｼﾞ１ 

0 点～ 

ｽﾃｰｼﾞ２ 

51 点～ 

ｽﾃｰｼﾞ３

101 点～ 

 

自動 

受取 

給与受取 30  

年金受取 30  ＪＡネットバン

ク振込手数料 

無料 

１回 

まで 

２回 

まで 

３回 

まで 販売代金 30  

自動 

支払 

公共料金支払 5～25  

ＪＡカード支払 20  提携ＡＴＭ 

入出金手数料 

無料 

０回 

まで 

３回 

まで 

５回 

まで 組合員 

資格 
正組合員 

30  

准組合員/正組家族 25  

預け 

入れ 
貯金残高(10 万円毎)＊ 1～50 

借り 

入れ 

ローン 500 万円以上 30  

ローン 500 万円未満 20 

その他 
個人 IB 5  

通帳レス（1 口座以上） 5  

 

                                 

５ ステージの適用サイクル 

月末時点の取引等から顧客毎に得点を計算し、その合計をもとに３ステージ

に区分し、翌月 25 日から翌々月 24 日までの 1 か月間、顧客毎にステージを適

用します。 

(参考例) 

                          

 

 

2/28         3/25 3/末          4/25              5/25 

 

６ 得点・ステージの照会方法 

内容 実施方法 

窓口端末照会 
本人確認のうえ、勘定系端末の「ＪＡバンク優遇プログラム会員別

取引状況」により来店顧客に回答します 

 

７ ステージの強制変更・登録解除 

顧客クレームの対応上必要不可欠な場合などに、あらかじめ定めたルールや

権限指定を遵守のうえ、顧客の優遇プログラムの登録抹消は窓口端末機の”優

遇プログラム加入者登録”により，ステージや優遇回数の変更は”優遇プログ

ラム加入者情報変更”により実施します。 

 

８ 優遇プログラムの活用事例（必要に応じ記載） 

優遇プログラムは、「顧客の取引評価」と「取引に応じた自動優遇」を一体化

したものであり、「顧客メイン化」＝「顧客メリット」となります。 

従って、渉外訪問や来店時等に「優遇プログラム加入者一覧表画面」を用い、

未取引項目となっている商品のセールスに活用します。 

＜事例＞ 

「現在の得点は 40点なので、もう少しの取引でステージがＵＰします」 

 

以 上  

計算期間 ステージ適用期間 

計算期間 ステージ適用期間 

＊ 貯金残高は最大 500万円までとなります 

＊ 決済用貯金の残高・口座開設・カード発行は、 

ポイントの対象外となります 


