やすらぎの会

組合員・地域の皆様へ

会員
募集

JAながの
「JAホール」
をお得にご利用いただける
「やすらぎの会」
会員
この機会にぜひご入会ください。
特典1

JAホールでの葬儀プランより60,000円（税別）割引致します。

ただし、
家族葬の場合は30,000円
（税別）
、
自宅または寺院等利用の場合は25,000円
（税別）
の割引となります。

特典2

やすらぎの会
会員特典

特典3

通夜室ご利用の場合、利用額より5,000円（税別）割引致します。
JAホールでご葬儀の場合、送迎バス
（1台）無料となります。

※往復1行程のみ

特典4
特典5

特典6

ご本人をはじめ、
ご家族も会員同様の特典が受けられます。
JA葬祭を利用して葬儀をおこなう場合、
「生花」
一基と
「枕花」
一基を供花として、
お供えさせていただきます。
ご法事・周忌法要の際の割引特典もございます。
※詳しくはJAホールスタッフまでお問い合わせください。

「やすらぎの会」会員ご加入にはやすらぎの会定期積金・定期貯金のご契約が条件となります。
やすらぎの会定期積金

葬祭催事以外の特典

貯金の種類 定期積金＜定額式＞
ご利用条件 個人のお客様に限ります
ご契約期間 5年（掛金を毎月分割で受け入れます）
ご契約金額 30万円以上（毎月の掛金は5,000円からです）
●契約時の店頭表示の利回りを満期日まで適用します。
●満期日以後に一括して支払います。
利
息
●計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算します。
（給付補てん金） ●お受取利息には20％の税金がかかります。
※平成25年1月1日〜令和18年12月31日迄の間は20.315%
（国税15.315%、
地方税5%）
となります。

●利回りは店頭の金利表示ボードに表示しています。

そ

の

他

●満期日まで「やすらぎの会」会員特典を受けることができます。
ただし、掛金が6ヶ月以上
延滞した場合には
「やすらぎの会」会員資格を失います。
●満期金を定期貯金に振り替えることにより会員資格を継続できます。

やすらぎの会定期貯金の場合、積立満期受取金額を定期貯金に振替契約いただけます。
※やすらぎの会「虹会員」との併用はできません。

「JAながの」
と提携している店舗及び施設
をご利用いただくとき、担当者に会員証を
または
ご提示いただきますと利用券（粗品）
利用金額からの割引が受けられます。
※注1 施設により事前の予約が必要となります。
2 ご利用できる施設の適用条件等は、各支所の金融窓口または各
経済センターもしくはJAホールにお尋ねください。
3「やすらぎの会」
《会員証》
は必ずご持参ください。

「JAながの」
からガス器具の購入及び
「JAな
がの」
に工事依頼
（ガス使用料金は除く）
をい
ただいたとき、会員証を担当者にご提示いた
だきますと利用金額から５％の割引をさせて
いただきます。
※注1 広告品又は特別キャンペーンの商品等及び代金決済後のご提示
の場合はお引受けできません。
2 他の特典及びポイント還元等との併用はお引受けできません。

このチラシは予告なく変更する場合がございます。 令和元年6月改定

「JAながの」の組合員
（正・准）
に加入されていない方でも
JAホール（通夜、葬儀または告別式、法事）をご利用いただくことができます。
組合員特典
JA葬祭を利用して葬儀を行う場合、
一般価格より30,000円（税別）

割引、通夜室利用の場合は10,000円（税別）の割引を致します。
またJAホール利用の場合、管轄支所名にて
「シルクフラワー」一基を
お供えさせていただきます。

年金受給者特典
年金受給者ご本人がお亡くなりになられた場合及び、喪主を務められ
たときJ A ホ ー ルにてご葬 儀 をされる際 、葬 儀プランよりさらに

30,000円（税別）を割引致します。

（家族葬の場合は15,000円（税別）の割引）

あなたも
「JAながの」
の
組合員になりませんか？
農業を営んでいない方でも
「JAながの」
管内にお住まいの方でしたら、
どなたで
も准組合員にご加入いただくことがで
きます。必要書類を最寄りの支所にご
提出、組合の承諾後、出資金をお支払
いいただくと組合にご加入いただくこと
ができます。
飯綱町

信濃町

❶
❷

葬祭・通夜施設の
ご案内

❷ JAホールいいづな
〒389-1206 飯綱町大字普光寺937

0120-210-983
026-253-2371
253-2377

❺ JA虹のホールまめじま
〒381-0022 長野市大字大豆島5202

0120-594-252
026-267-0747
222-7012

安心の年中無休24時間受付

長野市

❸
❹❺

❶ JAホールしなの
〒389-1305 信濃町大字柏原2566-15

0120-005-577
026-217-8336
217-8333

❸ JAホール吉田
〒381-0043 長野市吉田2-10-5

0120-098-372
026-263-4800
263-7551

❻ JAホールちくま
〒387-0015 千曲市鋳物師屋200

0120-73-5482
026-273-5482
272-4966

時間帯に関係なくいつでも
お電話ください。

事前相談、
お見積りもお気軽にご相談ください。
事後相談、
アフターフォローもまごころ込めて対応させていただきます。

J Aながの

https://www.ja-nagano.iijan.or.jp/life/

❻

千曲市

❼

坂城町

❹ JAホールながの
〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-14

0120-098-358
026-224-2291
224-2207

❼ JAホールさかき
〒389-0601 埴科郡坂城町大字坂城6199-1

0120-73-5482
026-273-5482
272-4966

組合員・地域の皆様へ

やすらぎの会

虹会員募 集

JAながの
「JAホール」
をお得にご利用いただけるやすらぎの会「虹会員」
この機会にぜひご入会ください。

入会金

10,000円

※1回のご入会で、
JA葬祭催事利用の都度、
何回でもご利用いただくことができます。
※一旦、
ご入会いただいた入会金の返還はできません。
※重複しての加入や積立型の特典は併用できません。

虹会員特典
特典1

JAホールでの葬儀プランより20,000円（税別）割引致します。

特典2

通夜室ご利用の場合、
利用額より5,000円（税別）割引致します。

特典3

JAホールでご葬儀の場合、
送迎バス
（1台）
無料となります。
※往復1行程のみ

特典4

JA葬祭を利用して葬儀をおこなう場合、
「生花」
一基と
「枕花」
一基を
供花として、
お供えさせていただきます。

特典5

ご本人をはじめ、
ご家族も会員同様の特典が受けられます。

特典6

ご法事・周忌法要の際の割引特典もございます。

ただし、家族葬の場合は10,000円
（税別）
、
自宅または寺院等利用の場合は10,000円
（税別）
の割引となります。

※詳しくはJAホールスタッフまでお問い合わせください。

その 他 の 特 典
組合員特典

年金受給者特典

J A 葬 祭を利 用して葬 儀を行う場 合 、一 般 価 格より

年金受給者様ご本人がお亡くなりになられた場合及
び、喪主を務められたときJAホールにてご葬儀をされ

3 0 , 0 0 0 円（ 税 別 ）割 引 、通 夜 室 利 用 の 場 合 は
10,000円（税別）の割引を致します。

またJAホール利用の場合、管轄支所名にて
「シルクフラ
ワー」
一基をお供えさせていただきます。

る際、葬儀プランよりさらに30,000円（税別）を割引
致します。
（家族葬の場合は15,000円（税別）の割引）

年中無休・24時間体制でご相談をお受けいたします。
※以前ご入会の
「菊会員」
にご入会の方は
「虹会員」
に置き換えとなります。

このチラシは予告なく変更する場合がございます。 令和元年6月改定

お得なご案内

「JAながの」
の組合員
（正・准）
に
ご加入いただきますと、
JA葬祭を利用して葬儀を行う場合

「30,000円（税別）割引」
で
ご利用いただけます。

あなたも
「JAながの」
の
組合員になりませんか？
農業を営んでいない方でも
「JAながの」
管内にお住まいの方でしたら、
どなたで
も准組合員にご加入いただくことがで
きます。必要書類を最寄りの支所にご
提出、組合の承諾後、出資金をお支払
いいただくと組合にご加入いただくこと
ができます。

飯綱町

信濃町

❶
❷

葬祭・通夜施設の
ご案内

❷ JAホールいいづな
〒389-1206 飯綱町大字普光寺937

0120-210-983
026-253-2371
253-2377

❺ JA虹のホールまめじま
〒381-0022 長野市大字大豆島5202

0120-594-252
026-267-0747
222-7012

安心の年中無休24時間受付

長野市

❶ JAホールしなの
〒389-1305 信濃町大字柏原2566-15

0120-005-577
026-217-8336
217-8333

❸ JAホール吉田
〒381-0043 長野市吉田2-10-5

0120-098-372
026-263-4800
263-7551

❻ JAホールちくま
〒387-0015 千曲市鋳物師屋200

0120-73-5482
026-273-5482
272-4966

時間帯に関係なくいつでも
お電話ください。

事前相談、
お見積りもお気軽にご相談ください。
事後相談、
アフターフォローもまごころ込めて対応させていただきます。

J Aながの

https://www.ja-nagano.iijan.or.jp/life/

❸
❹❺

❻

千曲市

❼

坂城町

❹ JAホールながの
〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-14

0120-098-358
026-224-2291
224-2207

❼ JAホールさかき
〒389-0601 埴科郡坂城町大字坂城6199-1

0120-73-5482
026-273-5482
272-4966

