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主要な事業内容、ご預金・ローン種類

証券業務

主要な事業の内容

預金業務

当座預金

普通預金

無利息型普通預金

貯蓄預金

総合口座

通知預金

納税準備預金

スーパー定期預金

期日指定定期預金

大口定期預金

変動金利定期預金

年金優遇あおぞら定期

定期積金

財形預金

財形年金預金

財形住宅預金

教育資金一括贈与口座

会社、商店のお取引に安全で効率的な小切手、手形がご利用いただけます。

日常の財布がわりに、出し入れ自由にご利用いただけます。

預金保険制度により全額保護されます。

普通預金感覚でご利用いただけます。

一冊の通帳に普通預金、定期預金をセットいたしました。

短期間の資金運用に有利な預金です。

計画的な納税資金づくりにお役立てください。

余裕資金、分散している資金をまとめて運用するのに最適な預金です。

預入れ後1年経過すると、1ヵ月前のご連絡でいつでも引き出せる便利な定期預金です。

余裕資金の運用に有利な預金です。

預入日から6ヶ月毎の応当日の金利に追随して金利が変動する預金です。

当金庫で年金を受給の方に対し、スーパー定期預金に金利をプラスしてお預かりする預金です。

毎月一定額を積み立て、満期日にまとまったお金がお受取りいただけます。

毎月の給料やボーナスから天引きします。貯蓄目的は自由です。

毎月の給料やボーナスから天引きして、将来の年金資金を貯める預金です。

毎月の給料やボーナスから天引きして、将来の住宅取得を目的として貯める預金です。

教育資金の非課税措置の適用を受けるための口座です。

預金の種類 特　色

①預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
当座預金、普通預金、無利息型普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、積立定期預金、定期積金、別段預金、納税
準備預金、外貨預金等を取扱っています。
②譲渡性預金
譲渡可能な預金を取扱っています。

マイホームローン 居住用土地及び住宅の購入・新築・増改築資金にご利用いただけます。

ワイドローン 事業資金・消費資金あらゆるニーズにお応えするよう努めています。

商工カードローン
商工ローン 円滑な事業資金の調達にお役立てください。

機械担保ローン 機械設備を担保として事業資金の調達にお役立てください。

だいしん
環境改善資金

運転資金　エコステージ、ＩＳＯ等認証取得費用等
設備資金　生ゴミ処理機、ダイオキシン未発生焼却炉等購入資金、エコカー購入資金にご利用いただけます。　　

マイホーム借換ローン 既存住宅ローンの借換資金にご利用いただけます。

無担保住宅ローン 住宅購入、新築、建替え、リフォーム資金、住宅ローン借換、空家解体費用にご利用いただけます。

エコリフォームプラン
オールマイティ

エコリフォーム資金及び、リフォームと同時に行う居宅の既存住宅ローンの借換資金や大型家具・家電購入費用など
にご利用いただけます。

住宅リフォームローン マイホームの増改築・修繕資金、インテリア・エクステリア購入資金にご利用いただけます。

教育プラン・学資カードローン お子様の入学資金（受験料・入学金等）、在学資金（授業料・書籍代等）にご利用いただけます。

カーライフプラン 新車、中古車の購入資金、免許取得や車検費用等、マイカーに関する諸費用にご利用いただけます。

エコカープラン ハイブリッドカー・電気自動車などエコカー購入資金にご利用いただけます。

環境・福祉プラン 環境・福祉に関連する資金（介護用機器の購入設置資金、バリアフリーリフォーム資金等）にご利用いただけます。

フリーローン
「アシスト」「サポート」 お使いみち自由なローンです。

レディースサポート 働く女性をサポートする女性専用商品です。

職域サポートローン 職域サポート契約を締結している事業所で働く経営者・従業員の方への優遇商品です。

シニアライフローン 充実したシニアライフにお役立てください。

カードローン お使いみち自由。急な出費にお役立てください。（「easy」、「タイムリー」、「リブロ」、「きゃっする」、「プレミアムカードローン」）

①貸付
　手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取扱っています。
②手形、電子記録債権割引
　商業手形、電子記録債権の割引を取扱っています。 

預金の支払準備及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います。

送金、振込及び代金取立等を取扱っています。

貸出業務

①代理業務
（１）日本銀行歳入代理店業務
（２）地方公共団体の公金取扱業務
（３）各種政府系金融機関等（日本政策金融公庫、住宅金融支援機構等）の代理業務

信用金庫及び信金中央金庫の業務の代理または媒介
（４）株式払込金の受入業務及び株式配当金、公社債元利金の支払代理業務
②保護預り及び貸金庫業務　　⑥国債等公共債及び投資信託の窓口販売   
③有価証券の貸付   ⑦保険商品の窓口販売   
④債務の保証   ⑧確定拠出年金の取扱い   
⑤公共債の引受   ⑨国民年金基金の受託業務   

その他の業務

有価証券投資業務

内国為替業務

外国為替業務

債券の募集
又は管理の受託

輸出、輸入取引及び外国送金、外貨両替、その他外国為替に関する各種業務を取扱っています。

スポーツ振興くじ業務 当選チケットの支払業務を行っています。

社債等の募集又は管理の受託を行っています。

ご預金

主要な事業内容

個人向けローン

業務の種類

公共債の窓口販売業務 新たに発行される公共債について、窓口販売業務を行っています。（個人向け国債の取扱いを含みます。）

投資信託の窓口販売業務 各種投資信託の窓口販売業務を行っています。

社債等の募集、管理の受託業務 私募債の発行についてのお手伝いをいたします。

外国為替業務

業務の種類

業務の概要

業務の概要

外国通貨両替（ＣＡＳＨ） 日本円を米ドルなどに両替し、また、お持ち帰りの外貨を日本円に両替します。
取扱通貨については、お問い合わせください。

輸出・輸入 輸出手形の買取り・取立て、輸出金融を取扱っています。輸入信用状の発行、輸入金融を取扱っています。

外国送金 海外へのご送金、海外からの送金のお受取りにご利用いただけます。

外貨預金 米ドル・ユーロの外貨建て普通預金・定期預金をお預かりします。

外貨融資（インパクトローン） 外貨で資金をご利用いただけます。

為替予約 先物為替相場の予約取引を取扱っています。

その他 海外市場等の情報サービスを提供させていただきます。

事業者向けローン
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