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農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域育成への貢献 

3. 地域に貢献する商品への提供

（1）ＪＡ直売所ファン増加に向けたクーポン付き定期貯金の発売

ＪＡかみつが（栃木県） 

新規 継続 

○ 
（平成  年  月）

1 動機（経緯） 

ＪＡグループは「農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化の実現に向けて」自

己改革に取り組む中、夏期貯蓄推進運動（サマーキャンペーン 2017）で何か出来る事が

ないかと検討した結果、ＪＡかみつが管内の全 9 箇所で使える直売所のクーポン券付きの

定期貯金「スマイル定期貯金」を発売し、ＪＡ直売所のファン増加を図りました。 

2 概要 

キャンペーン期間は、平成 29年 6月～平成 29年 8月までで、1年又は 3年の預入期間で、

条件（※）に該当することで預入額 30 万円に付き 500 円の直売所クーポン券を 1 枚進呈し

ました。（最大 10枚まで） 

（※）年金・給与振込・ＪＡカード・ローンのどれかを契約。ただし、該当しない場合でも預入額 60万円に付き

500円の直売所クーポン券を 1枚進呈。 

3 成果（効果） 

キャンペーン期間の実績は以下のとおりです。

1 スマイル定期貯金獲得件数・金額 

件数 1,582 件 金額 2,074 百万円 

2 クーポン券発行・利用状況 

発行枚数  5,328枚  金額 2,664百万円 

利用枚数  4,791枚   金額 2,396百万円  (使用率約 90％) 

スマイル定期貯金をご契約いただくとともに、各産直所を利用され、大変ご好評いただき

ました。また、地域の活性化等にもつなげることができました。 

4 今後の予定 引き続き、皆さまに喜んでいただける企画を検討します。 
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