
※１  ※１  昭和29年度以前の生年月日の方には、58歳の時に届いております。昭和29年度以前の生年月日の方には、58歳の時に届いております。
※２  お受け取り開始年齢は生年月日や性別などにより異なります。上記スケジュールのイラストと一致しない場合があります。※２  お受け取り開始年齢は生年月日や性別などにより異なります。上記スケジュールのイラストと一致しない場合があります。
※３  繰上げ請求を行うと、生涯にわたり年金額が減額されるなどいくつかのデメリットがありますので、ご自身による慎重なご判断が必要です。※３  繰上げ請求を行うと、生涯にわたり年金額が減額されるなどいくつかのデメリットがありますので、ご自身による慎重なご判断が必要です。
　   　    詳しくはＪＡ開催の年金相談会や年金事務所（日本年金機構）にてよくご確認ください。詳しくはＪＡ開催の年金相談会や年金事務所（日本年金機構）にてよくご確認ください。
※4  繰上げ請求については、お客様より直接年金事務所にてお手続きいただく場合があります。また、日本年金機構所定の「繰上げ請求にかかる同意書」※4  繰上げ請求については、お客様より直接年金事務所にてお手続きいただく場合があります。また、日本年金機構所定の「繰上げ請求にかかる同意書」などなどを提出する必要があります。を提出する必要があります。
※5  このご案内は、繰上げ請求を推奨するものではありません。　　  ※6  ＪＡ所定のこれから年金をお受け取りになる皆様に景品を進呈いたします。※5  このご案内は、繰上げ請求を推奨するものではありません。　　  ※6  ＪＡ所定のこれから年金をお受け取りになる皆様に景品を進呈いたします。
※7  本キャンペーンは予告なく変更・延長・中止することがあります。 ※7  本キャンペーンは予告なく変更・延長・中止することがあります。  ※8  本キャンペーンにおける景品は予告なく変更することがあります。※8  本キャンペーンにおける景品は予告なく変更することがあります。

平成30年1月現在

59歳 65歳

ねんきん定期便ねんきん定期便 年金請求書年金請求書

これから県内ＪＡで公的年金をお受け取りになるご予定の皆様へ、
公的年金のお受け取りスケジュールの再確認や、

JA年金相談会ご来場のご案内をさせていただきます。

対象期間：平成30年3月1日（木）～平成31年2月28日(木)

原則受取開始年齢が61歳以後の場合、繰上げ請求により
60歳から年金を受け取ることも可能です。（※3、※4、※5）
原則受取開始年齢が61歳以後の場合、繰上げ請求により
60歳から年金を受け取ることも可能です。（※3、※4、※5）
原則受取開始年齢が61歳以後の場合、繰上げ請求により
60歳から年金を受け取ることも可能です。（※3、※4、※5）
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※4  繰上げ請求については、お客様より直接年金事務所にてお手続きいただく場合があります。また、日本年金機構所定の「繰上げ請求にかかる同意書」などを提出する必要があります。
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※7  本キャンペーンは予告なく変更・延長・中止することがあります。  ※8  本キャンペーンにおける景品は予告なく変更することがあります。

ねんきん定期便ねんきん定期便

「ねんきん定期便」です。

年金請求書年金請求書

大切な書類です。（00000000000000000）

届出はお近くの年金事務所へ！

日本年金機構
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6161～6464歳
※1

振り込め詐欺などに注意しましょう！ 長野県JAバンクでは、
高額のお振込をされるお客様へのお声がけ運動を実施しています。
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長野県JAバンク 検索

年金のお受け取り開始（※2）
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繰上げ受給 繰下げ受給請求年齢：原則65歳

受給開始年齢 60歳

70％ 76％ 82％ 88％ 94％ 100％ 108.4％ 116.8％ 125.2％ 133.6％ 142％

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

繰上げ・繰下げの支給率
1ヵ月ごとに0.5%減額 1ヵ月ごとに0.7%増額

約54
万円

原則

男性・女性（共済年金） 女性（厚生年金※） 60歳▶ 61歳▶ 62歳▶ 63歳▶ 64歳▶ 65歳▶

昭和 24年 4月2日～

昭和 28年 4月1日

昭和 29年 4月2日～

昭和 33年 4月1日
昭和 28年 4月2日～

昭和 30年 4月1日

昭和 33年 4月2日～

昭和 35年 4月1日
昭和 30年 4月2日～

昭和 32年 4月1日

昭和 35年 4月2日～

昭和 37年 4月1日
昭和 32年 4月2日～

昭和 34年 4月1日

昭和 37年 4月2日～

昭和 39年 4月1日
昭和 34年 4月2日～

昭和 36年 4月1日

昭和 39年 4月2日～

昭和 41年 4月1日

昭和 36年 4月2日
以降生まれ

昭和 41年 4月2日
以降生まれ

報酬比例部分 老齢厚生年金
老齢基礎年金

（満額の場合）（満額の場合）（満額の場合）
約78万円約78万円約78万円

JAバンクならセブン銀行をはじめ
全国約69,000台・
長野県内約1,200台  
のATM手数料が 0円!!

とっても
 便利！

※1 平成29年12月末時点。
※2 時間帯により右記の手数料がかかります。稼働時間はATMによって異なります。
※3 キャッシュバックについて、詳しくはお近くのJAへお問い合わせください。
※4 イーネットATMはファミリーマート等のコンビニエンスストアに設置されています。

コンビニエンスストア（ファミリーマート、ローソン等）の一部の店舗においては、
ATMが設置されていない場合があるほか、金融機関が直接ATMを設置している、
他ATM運営会社のATMが設置されている等により、右記を上回る手数料が発生
する場合等がございます。詳しくはご利用のATMの掲示等でご確認ください。

【ご利用手数料（消費税別）】

国民年金の受給開始年齢
60歳から受給した場合と65歳から受給する場合の年金受取総額は76歳8か月あたりで同額になります。

国民年金
一定の加入期間を満たして
いれば原則65歳から受給で
きます。また、希望により65歳
前から繰上げて、または66歳
以降に繰下げて受給すること
ができます。

厚生年金（共済年金）
年金を受け取るための受給資格期間を満たし、
厚生年金と共済年金の加入期間が併せて1年
以上ある方は、原則として生年月日と性別に
より下表の年齢から年金が支給されます。

厚生年金の受給開始年齢
昭和28年4月2日（女性は昭和33年4月2日）以降に生まれた方は報酬比例部分が段階的に引き上げられ
ます。共済年金に加入した女性が年金を受け取り始める年齢は、男性の場合と同様になります。

※会社員などの期間についての厚生年金。

●国民年金は原則65歳からですが、65歳前に繰上げ請求すると年金は減額され、66歳以降に繰下げ請求すると年金は増額されます。

●詳しくは当JA窓口または担当者までお問い合わせください。

店 舗

電 話

平成30年1月現在

担 当

年金に関するご相談やお手続きを、
JAバンクがお手伝いさせていただきます。

メッセージ

JA

※2※1

オソクマデツ カエル

平日・土日・祝日いつでも 無 料 ［平　日］ 8：00～21：00
［土・日・祝］ 9：00～19：00

ATM利用
可能時間

JAバンク

［平 日］ 8：45～18：00 無 料

［土 曜］ 9：00～14：00 無 料

上記以外（キャッシュバック対象※3）100円 上記以外 100円

［平 日］ 8：45～18：00 無 料

［土 曜］ 9：00～14：00 無 料

※4

［全　日］ 7：00～23：00ATM利用
可能時間

ATM利用
可能時間

イーネットATMはファミリーマート等に設置されています。

［全　日］ 7：00～23：00

セブン銀行 ローソンATM・イーネットATM


