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JA菊池LINE

@044nemmo※うれしい情報をLINEでお届け

耕そう、大地と地域のみらい。

とれたて情報ハートのかけはし

2022.vol .400
10

特集

菊池地域農業危機突破緊急集会支所リポート④泗水発見！！

農家支援対策実施します

七城・秋岡さん
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▼

ネットローンキャンペーン2022ネットローンキャンペーン2022

他金融機関等の
自動車資金の借換えも
ＪＡ菊池にご相談
ください。

スマホやパソコンから
簡単受付！！

表示金利の適用期間

　熊本県農業信用
　基金協会保証(web)
←こちらのＱＲコードから
　スマホやパソコンで簡単審査

　熊本県農業信用
　基金協会保証(web)
←こちらのＱＲコードから
　スマホやパソコンで簡単審査

令和4年
8月1日

令和4年
9月30日

変動金利型 令和4年8月1日現在の店頭金利 ＪＡ事業ご利用状況による
獲得ポイント数により
最大で0.4％引下げ
（ポイント内容については、最寄りの
  ＪＡにお問い合わせください。）

最大引下げ金利

年　　　　 ％1.11.5年　　　  ％より

ＪＡマイカーローン申込概要

ご利用
いただける方

お使いみち

『ＪＡとの取引はこれから』というお客様もお気軽にお問合せ・ご相談ください。
（ご利用に際しては、組合員加入のための出資が必要となります。）

お借入金額

お借入期間

ご返済方法

担保・保証人

保　証　料

※ローンのお申込には、ＪＡおよび保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込みをお断りする場合や
ご希望にそえない場合がございますのであらかじめご了承ください。

0968‐38‐2711
096‐248‐1120
096‐242‐1163

泗水中央支所
合志中央支所
西合志中央支所

■
■
■

大津中央支所
菊陽中央支所
本所  金融部

■
■
■

096‐293‐3211
096‐232‐2211
0968‐23‐3506

菊池中央支所
七城中央支所
旭志中央支所

0968‐24‐1111
0968‐25‐2148
0968‐37‐3131

■
■
■

JA菊池
※表示金利は、令和4年8月1日～令和4年9月30日までにお借入、又はお申込みいただき、令和5年9月
29日までにお借入れいただいた場合に適用されるものです。
※本審査承諾後、経過状況に応じて再審査が必要となる場合があります。
※なお、金融情勢等の変化により、本チラシの表示金利を見直させていただく場合があります。
※お借入後の利率は基準日(4月1日および10月1日)の基準金利により、年2回見直しを行います。

ＪＡマイカーローン

　　　　【熊本県農業信用基金協会保証をご利用の方】
●借入時の年齢が満18歳以上最終返済時80歳未満の方
●前年度税込年収が150万円以上ある方（自営業者の方は前年度
   税引前所得）
●地区内居住または地区内勤務の方
●勤続（営業）年数が1年以上の方
●熊本県農業信用基金協会の保証が受けられる方

　　　【（株）オリエントコーポレーション保証をご利用の方】
●借入時の年齢が満18歳以上完済時76歳未満の方
●継続して安定した収入のある方
●地区内居住または地区内勤務の方
●（株）オリエントコーポレーションの保証が受けられる方

●自動車・バイク購入、点検・修理、車検、購入に付帯する諸経費保
   険掛金に必要な資金
●運転免許証の取得資金
●カーナビ等のカー用品の購入資金
●簡易な車庫建設のための費用（100万円以内）
●他金融機関等の自動車資金の借換に必要な資金

※ネット事前審査をご利用頂いた場合

●10万円以上1000万円以内　※Ｗｅｂ申込は500万円以内
　（所要金額の範囲内・1万円単位）
※借換の場合は、借換対象資金の残高以内

●6か月以上10年以内
※借換の場合は、借換対象資金の残存期間内

●元利均等返済
　（月払方式またはボーナス月増額返済併用方式）

●担保：不要です。
●保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきますの
で、原則として保証人は不要です。

※所得合算を行う場合は、合算者を連帯債務者または連帯保証人
として徴求。

※別途保証料をお支払いいただきます。
【基金協会保証】 （一括前取または利息方式（内取））
　○正組合員…0.51%　　○准組合員 …0.70%
【オリコ保証】 （一括前取のみ）
　年 0.7%　～　年1.6%
※（株）オリエントコーポレーションの審査により決定致します。

電化製品・家財 趣味・買い物 旅　行 医療・介護

ＪＡフリーローンＪＡフリーローン
ネットローンキャンペーン2022ネットローンキャンペーン2022

個人向け無担保ローン個人向け無担保ローン 手続き簡単スピーディー手続き簡単スピーディー

お 使 い み ち 自 由

その他、冠婚葬祭・出産・複数のローンのおまとめ等
さまざまな用途で幅広くご活用頂けます。

ご融資金額

固定金利

（ＪＡ事業ご利用状況による獲得ポイント数により、上記金利より最大で0.4％引下げ致します。ポイント内容については、最寄りのＪＡにお問い合わせください。）

年4.8％ ～ 年10.8％（保証料込）

最高1,000万円
こちらの

ＱＲコードから
簡単審査↓

https://jakikuchi.jp/

■ご利用いただける方
満20歳以上完済時76歳未満で安定した収入のある方。
当JA管内にて居住又はお勤めの方で組合員になれる方。
■お使いみち
ご自由（ただし、事業性資金は除きます。）
■ご融資金額
　10万円以上1,000万円以下（1万円単位）
※ただし、主婦（夫）・パートの方については30万円以下。
■ご融資期間
10年以内

■ご融資利率
①借入金額100万円以下の方
　…年4.8%・年5.8%・年7.8%・年9.8%（固定金利・保証料込）
②借入金額100万円超の方
　…年5.8%・年6.8%・年8.8%・年10.8%（固定金利・保証料込）

※（株）オリエントコーポレーションの審査により決定致します。
■ご返済方法
元利均等返済 （月払方式またはボーナス併用返済）
■ご用意いただくもの
運転免許証、健康保険証等ご本人確認資料

※表示金利は、令和4年8月1日現在の適用金利となります。 
※なお、金融情勢等の変化により、本チラシの表示金利を見直させていただく場合があります。
※審査結果によっては、ご希望にそえない場合がございますのであらかじめご了承ください。JA菊池

0968‐38‐2711
096‐248‐1120
096‐242‐1163

泗水中央支所
合志中央支所
西合志中央支所

■
■
■

大津中央支所
菊陽中央支所
本所  金融部

■
■
■

096‐293‐3211
096‐232‐2211
0968‐23‐3506

菊池中央支所
七城中央支所
旭志中央支所

0968‐24‐1111
0968‐25‐2148
0968‐37‐3131

■
■
■
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