
業務のご案内�（令和 2 年 6 月 30 日現在）

預金商品のご案内
種　類 内容と特長 期　間 お預け入れ額等

総合口座
普通預金、定期預金、定期積金、当座貸越をセット。
受け取る、支払う、貯める、借りるが 1冊の通帳でOK。
家計簿がわりの頼もしい口座です。

普通預金はいつでも出し
入れ自由

普通預金は 1円以上
定期預金は 1,000 円以上
自動継続扱い

貯蓄預金「わくわく家族」
普通預金の手軽さと定期預金の有利さを兼ね備えた預金
です。お預け入れ金額に応じ金利が設定される便利でお
得な預金です。

いつでも出し入れ自由 基準残高 10 万円以上

定期預金

スーパー定期預金
まとまった資金をより有利に運用していただけます。
お預け入れ期間中の適用金利は満期日まで変わりません
ので、安心・確実です。

1カ月、3カ月、6カ月、
1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定型

1,000 円以上

大口定期預金
スーパー定期預金からのランクアップに、退職金等の一
時金、各種預貯金をまとめて運用するときに最適です。
安全で確実な資金運用商品です。

1カ月、3カ月、6カ月、
1年、2年、3年、4年、5年
満期日指定型

1,000 万円以上

期日指定定期預金
お預け入れ期間は最長 3年。1 年の据え置き期間後は満期
日をご自由に指定し、必要額を払い出しできます。しかも
1年複利。お手元の資金をお気軽に有利に運用できます。

3年
（据置期間 1年）

1,000 円以上
300 万円未満

変動金利定期預金
お預け入れ期間中に適用金利が市場金利に合わせて変動
する金利変動型の定期預金です。先行き金利が上昇する
と見込まれる場合が有利です。

1年、2年、3年
満期日指定型 1,000 円以上

まるまる定期預金 6 カ月経過後はいつでも払い出し自由。半年複利で有利
に運用できます。

最長 5年
（据置期間 6カ月）

1,000 円以上
1,000 万円未満

定期積金 貯蓄をはじめ、旅行費用や税金の支払いなどに備えて始
めてみませんか。 6カ月以上 5年以内 1,000 円以上

100 万円積金 貯めたい目的は何ですか。夢の実現へ向かってマイペー
スな計画で始めましょう。

1年、2年、3年、
4年、5年

3年 28,000 円
5 年 17,000 円

ラブ積金
当組合の組合員（個人の方）がご契約できる生命共済付
の定期積金です。ご家族の安心と大きな財産づくりに役
立ちます。

5年 5,000 円コース
10,000 円コース

とらの子積金 月々に一定の額を積み立て、ボーナス月（年 2回）に増
額できるので、大きな財産づくりに最適です。

2年、3年、
4年、5年

10,000 円コース
20,000 円コース
30,000 円コース

当座預金 商取引に安全で便利な手形、小切手をご利用いただけま
す。 出し入れ自由 1円以上

普通預金
日常の出し入れをはじめ給与、配当金、年金の自動受け
取り、公共料金の自動支払いなどにご利用いただけます。
お引き出しはキャッシュカードが便利です。

出し入れ自由 1円以上

無利息型普通預金
預金保険制度により、全額保護される預金です。
利息はつきませんが、普通預金と同様にご利用いただけ
ます。

出し入れ自由 1円以上

通知預金 まとまった資金の短期運用に最適です。 7日以上 1,000 円以上

納税準備預金 計画的な納税資金にご利用ください。
利息は非課税です。

ご入金はいつでも
お引き出しは納税時 1円以上

（注）１．上記の他、別段預金を取り扱っております。
２．外貨預金、譲渡性預金は取り扱っておりません。
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主な個人向けご融資・ローン等のご案内
種　類 特徴・お使いみち ご融資金額 ご融資期間 ご返済方法

住宅ローン
「新・家族の安心」

住宅の新築と増改築、住宅用土地、建物購
入など幅広くご利用いただけます。また、
ライフステージに合わせ元金据置（お利息
のみ返済）期間が設定できます。

50万円以上 5,000 万円以内 最長 40 年以内 元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

住まいるいちばん
ネクスト V

マイホームの新築やご購入資金、住宅のリ
フォーム資金、住宅に関わる諸費用資金に
ご利用いただけます。

100 万円以上
1億円以内 最長 35 年（月単位） 毎月均等返済（元利・元金）

ボーナス時増額返済併用可

フリーローン「チョイス」・
｛チョイス｝（WEB完結型）

お使いみちはご自由。（事業資金は除きま
す）インターネットでお申込みされた場合
は、特典がございます。

10 万円以上 500 万円以内
（1万円単位）
（WEB完結型は 300 万円
以内）

6ヵ月以上 10 年以内 元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

けんしんよう
フリーローン「ふれあい」

お使いみちはご自由。お借換やおまとめに
もご利用いただけます。（パターン 5 は女
性専用商品で、事業資金にもお使いいただ
けます）

10 万円以上 500 万円以内
（1万円単位）
（パターン 2,3,4,5 は
300 万円以内）

6ヵ月以上 10 年以内
（パターン 2,3,4 は
7 年以内）

元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

奨学ローン
本人、子弟の奨学に伴う学資金等にご利用
いただけます。インターネットでお申込み
された場合は、特典がございます。

10万円以上 1,000 万円以内
（1万円単位）
（500 万円超は医学部、
歯学部、薬学部に限定）

15 年以内
（元金据置可）

元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

カーライフローン
車両本体および自動車関連用品購入資金等
にご利用いただけます。インターネットで
お申込みされた場合は、特典がございます。

10 万円以上 500 万円以内
（1万円単位）

10 年以内
（元金据置可）

元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

すきっとローン
住宅関連資金（リフォーム資金など）に既
存のローンやクレジット等をおまとめして
一本化できるローンです。

10万円以上 1,000 万円以内
（1万円単位）

最長で完済時年齢が
70 歳以下の期間

元利均等返済
ボーナス時増額返済併用可

カードローン
「アラカルト」

お使いみちはご自由。（事業資金は除きま
す）インターネットでお申込みされた場合
は、特典がございます。

30 万円から 800 万円まで
の 12 種類 1年（自動更新） 定額返済

随時返済可

（注）１. 上記の他、手形貸付、証書貸付をご利用いただけます。　２. 上記商品以外にも、さまざまな商品をご用意しております。

主な事業者向けご融資のご案内
種　類 特徴・お使いみち ご融資金額 ご融資期間 ご返済方法

しんくみビジネスローン
事業資金（運転資金・設備資金）にご利用
いただけます。（保証会社の保証をご利用
いただきます）

個人 50 万円以上 300 万円以内
（白色申告者は 200 万円以内）
法人 50 万円以上 1,000 万円以内
（1万円単位）

5年以内 元金均等返済

根保証当座貸越
事業経営に必要な資金をご契約限度内でい
つでも何度でもご利用いただける早くて便
利な商品です。

100 万円以上 1 億 2,000 万
円以内
（10 万円単位）

2年以内
（期間延長可） 随時返済

事業専用当座貸越
事業経営に必要な資金をご契約限度内でい
つでも何度でもご利用いただける早くて便
利な商品です。

500 万円以上 1億円以内
（10 万円単位）

1年以内
（期間延長可） 随時返済

けんしんよう
パートナー保証

運転資金、設備資金および既往債務のお借
換にご利用いただけます。
（保証協会との協調融資となります）

5,000 万円以内
既往債務のお借換を除く
運転資金の場合は、平均
月商の 2倍以内

10 年以内
（元金据置 1年以内可） 元金均等返済

チカラあわせる
起業家資金

新たに事業を始める方、または事業開始後
1年以内の方がご利用いただけます。
（日本政策金融公庫との協調融資となります）

合計 2,000 万円以内
【内訳】当組合、日本政策金
融公庫それぞれ 1,000 万円以内

運転資金 7年以内
設備資金 15 年以内
（元金据置1年以内可）

元金均等返済
（設備資金は元利均等返済可）

けんしんよう創業資金
「ベンチャー」

創業期（3年以内）に必要な事業性資金（運
転・設備）についてご利用いただけます。 1,000 万円以内

運転資金 7年以内
設備資金 15 年以内
（元金据置 1年以内可）

元金均等返済

けんしんよう
リノベーション資金

空き家や空き店舗などの遊休不動産をリノ
ベーションして起業・創業される方を応援
する商品です。

お客さまと協議のうえ、
必要金額を決定します。

証書貸付
…最長 15 年以内
手形貸付
…1年以内

証書貸付…元金均等返済
手形貸付…一括返済

けんしんよう
「スリーアップ」

当組合とご融資取引のない事業者の方に対
し、「売上高」「収益力」「資金調達力」の 3
点を押し上げるお手伝いをさせていただく
商品です。

10 万円以上 500 万円以内
（10 万円単位）

証書貸付
…最長 7年以内
手形貸付
…1年以内

証書貸付…元金均等返済
手形貸付…一括返済

フレンドシップ資金

当組合と日本政策金融公庫が連携し、お客
さまの事業特性や資金ニーズに対応する協
調融資商品です。
事業を 3年以上続けられている方がご利用
いただけます。

合計 2,000 万円以内
【内訳】当組合、日本政策
金融公庫それぞれ 1,000 万
円以内

運転資金 7年以内
（元金据置 1年以内可）
設備資金 15 年以内
（元金据置 2年以内可）

元金均等返済
（設備資金は元利均等返済可）

（注）１. 上記の他、割引手形、手形貸付、証書貸付をご利用いただけます。　２. 上記商品以外にも、さまざまな商品をご用意しております。
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主な制度融資のご案内
制度の名称 制度内容 ご利用条件等

緊急経営改善資金 過去に借入れた県制度融資を借換えることにより、月々の返済負担を軽減し、売
上げの減少等の影響を受ける中小企業者等の経営の安定をはかるための資金です。

県制度融資の既往債務の借換えを希望
する中小企業者等

小口資金 市町村との提携資金で、工場などの増改築や機械購入等の設備資金、諸経費支
払いなどの運転資金にご利用いただけます。

中小企業者（個人・会社）、中小企業
団体

小規模企業事業資金 工場や店舗の増改築、機械器具の購入などの設備資金や、仕入れや諸経費支払
いなどの運転資金にご利用いただけます。

①	従業員が 20 人（商業・サービス業
は 5人）以下の個人・会社
②	事業協同小組合等の小規模中小企業団体

経営力強化アシスト資金 金融機関や外部専門家の支援を受け、経営改善に取り組む県内中小企業者を金
融面から支援する資金です。 中小企業者（個人・会社）

経営サポート資金 売上げの減少や取引先の倒産などの事業環境の変化、または被災による施設・
設備の復旧をはかるための資金です。

中小企業者（個人・会社）、中小企業
団体

中小企業設備支援資金 工場、店舗、事務所の新築・増改築、または機械装置の購入時にご利用いただ
けます。

県内で事業を行う中小企業者（個人・
会社）（新規開業者を含みます）

企業立地促進資金 県内産業の基盤強化および産業集積をはかるための資金です。 県内に立地する企業

中小企業パワーアップ資金 先進性に富む事業および地域経済に貢献する事業等を行うための資金です。 一定の要件に該当する中小企業者また
は中小企業団体

創業者・再チャレンジ
支援資金

新たに事業を始める、または再起業を行おうとする中小企業者を支援する資金
です。

新たに事業を始めようとする方、また
は創業後 5年未満で一定の要件に該当
する中小企業者（個人または会社）

中小企業再生支援資金 県内中小企業者の企業再生を金融面から支援する資金です。
県内において事業を行っており、一定
の要件に該当する中小企業者または中
小企業団体

為替、収納業務のご案内
種　類 内　容

国庫金の取り扱い 日本銀行の歳入復代理店および取次店として歳入金や国税などの収納と公的年金等の受け取りをお取り扱いしております。

内国為替 全国どこの金融機関へでもスピーディーにお振込みができ、どこからでも手形や小切手のお取立てができます。

外国為替 海外への送金や海外からの送金の受け取りをお取り扱いしております。

窓口販売業務のご案内
種　類 内　容

国債
一般国債 長期利付国庫債券の窓口販売をお取り扱いしております。

個人向け国債 1 万円からご購入いただけます。しかも固定金利 3年・5年と変動金利 10 年が選べ、中途での換金も可能な国債です。

投資信託 資産運用プランにお応えするため、投資信託の販売をお取り扱いしております。

損害保険
当組合の住宅ローンをご利用いただくお客さま向けに、長期火災保険（しんくみ安心マイホーム）や病気やケガで働け
なくなった期間のローン返済をサポートする債務返済支援保険（しんくみ安心サポート、しんくみ 8大サポート）をお
取り扱いしております。

個人年金保険 老後の生活資金を確実にご準備いただくために、月々一定の保険料を払い込み、お受取り期間は 5年、10 年、15 年、終
身をお選びいただける保険をお取り扱いしております。

しんくみ相続信託 お客さまが生前に信託を設定し、お亡くなりになったときに相続人の方が複雑な手続きをすることなく、スムーズに金
銭を受け取ることができる信託商品の販売をお取り扱いしております。
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各種サービスのご案内
種　類 内　容

キャッシュサービス 当組合の本支店はもちろん、日本全国の提携金融機関およびゆうちょ銀行・セブン銀行・ビューカードATMで当組合
のキャッシュカードをご利用いただけます。土・日・祝日でも現金のお引き出しやお預け入れができます。

ジェイデビットカード
ジェイデビットマークのある加盟店なら当組合のキャッシュカードがそのままデビットカードとしてご利用いただけま
す。買物代金支払いの際、専用端末にカードを通して暗証番号を押すだけで預金口座から即日引落しとなります。（手
数料不要）また、キャッシュアウトマークのある加盟店では、現金を引き出すことができます。

各種自動受取 給与・年金・配当金などが自動的にご指定の口座へ振込まれますので便利で安心です。

各種自動支払い 電気・ガス・水道・電話・NHKなどの公共料金のほか、税金・学校授業料・保険料・クレジットなどが自動的にご指定
の口座から支払われますので便利で安心です。

貸金庫 貴重品を貸金庫で安全に保管し、盗難・災害などの不慮の事故からお守りいたします。原市支店・板鼻支店・富岡支店には、
専用のカードで自由にご利用いただける「全自動貸金庫」を設置しております。

夜間金庫 営業時間終了後、売上金などをお預かりし、ご指定の預金口座に入金いたします。

年金倶楽部「青春」 年金をお受け取りの方およびそのご家族のための、健康や介護に関する電話相談を無料でご利用いただけます。

情報サービス 広報誌「Shin」やホームページなどを通して、身近な話題や金融情報を提供しております。

インターネットバンキング
モバイルバンキング

インターネットバンキングやモバイルバンキングをお使いになれば、窓口に出向かなくてもお振込みや、口座の残高照
会、入出金明細照会等がご利用いただけます。なお照会サービスは無料でご利用になれます。

法人向けインターネット
バンキング

インターネットを利用してお客さまの会社のパソコンから、口座の残高照会や入出金明細照会、総合振込・給与振込、
でんさいネット等がご利用いただけます。なお、でんさいネットのご利用には、別途申込みが必要になります。

ペイジー
（料金振込サービス）

インターネットバンキングを利用して、携帯電話やパソコンなどから税金、公共料金、通信販売等のお支払いができる
サービスです。

でんさいネット 全国銀行協会が設立した全銀電子債権ネットワーク（通称：でんさいネット）です。「でんさい」は手形に代わる新た
な決済手段で電子記録債権のお受取り、発生記録、譲渡記録がご利用できるサービスです。

ファクシミリサービス ご自宅や会社などの FAXで、預金残高・お取引明細のご照会や振込入金のご連絡サービスをご利用いただけます。

しんくみお得ねっと
サービス 全国各地にある信用組合の自動機（CD・ATM）を無料でご利用いただけるサービスです。（提携信用組合間のみ）

ATM 通帳記帳提携
サービス

当組合の通帳が全国の信用組合（一部の信用組合を除く）のATMで記帳できるサービスです。（新しい通帳への繰越は
不可）

セブン銀行 全国のセブン−イレブンやイトーヨーカドーに設置のセブン銀行ATMで、「お引出し」「お預入れ」等がご利用いただ
けます。

その他の業務のご案内
種　類 内　容

有価証券投資業務 預金の支払準備および資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しております。

商品有価証券売買業務 取り扱っておりません。

社債受託及び登録業務 取り扱っておりません。

金融先物取引等の受託等業務 取り扱っておりません。

附帯業務（以下の業務を取り扱っております）

内　容

債務の保証業務

有価証券の貸付業務

国債等の引受け及び引受け国債等の募集の取扱業務

代理業務 ①全国信用協同組合連合会、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫、（独）住宅金融支援機構、（独）福祉医療機構等の代理貸付業務
②（独）勤労者退職金共済機構等の代理店業務　③日本銀行の歳入復代理店業務

地方公共団体の公金取扱業務

株式払込金の受入代理業務及び株式配当金の支払代理業務

保護預かり及び貸金庫業務
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