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営業のご案内

花巻信用金庫の主な事業の内容

営業のご案内
索引

　当座預金、普通預金、決済用預金、通知預金、納税
準備預金、定期預金、定期積金などを取扱っておりま
す。
（詳しくは24ページをご参照ください）

　手形貸付、証書貸付、当座貸越、手形の割引などを
取扱っております。
（詳しくは25ページをご参照ください）

　送金や振込、手形・小切手の取立などの取扱いを
行っております。

　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おります。

●代理業務
・日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店及び国債
　代理店業務
・地方公共団体の公金収納取扱業務
・信金中央金庫の代理店業務
・株式会社日本政策金融公庫
・独立行政法人住宅金融支援機構
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・独立行政法人福祉医療機構
　他
●保護預り及び貸金庫
●債務の保証
●国債の窓口販売
●保険の窓口販売
　他

預金業務

融資業務

為替業務

有価証券投資業務

附帯業務
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営業のご案内

種　類 内　容・特　色

当座預金 会社や商店のお取り引きに、安全で便利な小切手・手形などをご利用いただける預
金です。

普通預金 給料、年金の自動お受取り、公共料金の自動支払口座として、また毎日の暮らしのお
財布代わりとして出し入れ自由にご利用いただける預金です。

決済用普通預金
（無利息型）

上記「普通預金」と同じ取扱い内容ですが、お利息はつきません。
預金保険制度により全額保護されます。

総合口座
一冊の通帳に、「貯める」「借りる」「支払う」の機能を備えた口座です。いざという
ときお預かりの定期預金、定期積金の90％以内（最高500万円）まで自動的にご融
資を受けられます。

通知預金 まとまったお金の短期運用に最適な預金です。預入期間が7日以上で、お引き出しは
2日前までにご通知が必要です。

納税準備預金 納税資金を計画的に準備するための預金です。

貯蓄預金
普通預金の便利さと、定期預金の有利さを兼ね備えた預金で、個人の方にご利用い
ただけます。
10万円型と30万円型の2つの種類があります。

定期積金 住まいづくり・結婚・進学・旅行などの暮らしの目標にあわせて、また事業や株式増
資などの資金づくりにまとまった資金をつくることができます。

大口定期預金 1,000万円以上のまとまった資金の運用に適した預金です。1カ月～5年以内の期間
が自由に選べる高利回りの預金です。

スーパー定期預金 預入期間は1カ月～5年以内でまとまったお金の安心、確実な運用に適しております。
期間3年以上5年以下のもののお利息は、半年毎の複利計算で有利です。

はなしん懸賞付定期預金
お預け入れ10万円ごとに1本の懸賞抽選権をお付けする、期間が1年の自動継続定期
預金です。自動継続日において「はなしん懸賞付定期預金」の取扱いを行っている場
合は「はなしん懸賞付定期預金」に自動継続されるもので、ご継続のつど新たな抽選
番号をお付けいたします。年2回（夏、冬）の期間限定で取扱いしております。

はなしん年金定期預金
当金庫で年金をお受け取りの方を限定に、店頭表示金利に0.25％上乗せする定期預
金です。お預け入れ期間は1年で、500万円までご利用いただけます。マル優のご利用
もいただけます。

期日指定定期預金 期間3年でお預け入れ後1年経過すると、1カ月前のご連絡でいつでもお引き出しがで
きる預金で、一部お引き出しも可能です。

変動金利定期預金
お利息は預入日から6カ月ごとに、その時点での金利が見直される預金です。個人の
方の期間3年の預金は半年複利計算で、お利息は満期時にまとめてお受け取りいた
だけます。

積立定期預金 目的に合わせ期間を選んで、いつでもお好きな金額を積立できます。

財形預金 勤務先の財形制度を通じて有利な財産づくりができます。
給料・ボーナスからの積み立てです。

財形年金預金 年金資金を貯める預金です。

財形住宅預金
住宅取得資金を貯める預金です。
　　※財形年金預金と財形住宅預金を合算して、元金550万円までお利息が非課税
　　　となります。

一般財形預金 貯蓄目的は自由ですが、お利息が課税対象になる預金です。
財形持家、進学融資の特典があります。

預金業務

営業のご案内
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融資業務

種　類 内　容・特　色

事業資金融資 事業に必要な設備資金や運転資金にご利用いただけます。
割引手形、手形貸付、証書貸付、当座貸越のお取り扱いをいたしております。

事業者カードローン 事業資金が、カード1枚で2,000万円まで自由にご利用いただけます。

各種制度資金 花巻市、遠野市：中小企業融資制度
岩手県：県単融資制度、中小企業経営安定資金等をご利用いただけます。

はなしん創業サポートローン 新たに事業開始を予定、及び事業を開始して間もない個人・法人の方を対象とし、運転・
設備資金を無担保で500万円までご利用いただけます。

花巻商工会議所
メンバーズローン

花巻商工会議所会員の方を対象に運転・設備資金を法人1,000万円、個人500万円ま
でご利用いただけます。

はなしんTKC経営者ローン TKC東北会岩手県支部との提携により、TKC会員より紹介のあった個人・法人の方を対
象に3,000万円までご利用いただけます。

カードローン お使い道は自由、極度額10万円～100万円、ご利用期間3年毎の自動更新となります。

個人ローン お使い道は自由、ご返済期間最長10年、500万円以内でご利用いただけます。

住宅ローン 住宅(土地・建物)の購入及び新築増改築にご利用いただけます。ご返済期間最長35年、
8,000万円以内でご利用いただけます。

自動車ローン
カーライフプラン

新車、中古車購入資金、免許取得費用、車検費用等にご利用いただけます。エコカー
（新車）ご購入の場合は、金利が優遇されます。ご返済期間最長10年、500万円以内で
ご利用いただけます。

教育ローン
高校・大学や専門学校等のご入学金、授業料などの学費や、アパート代等準備資金にご
利用いただけます。また、在学期間中は、お利息のみお支払いいただくことで元金の返
済を据え置くことができます。

　学資応援団 極度額以内で、何度でも必要なだけお借り入れが可能な教育ローンです。上記の学費な
どのほか、仕送り資金にもご利用いただけます。

　はなしん教育
　サポートプラン

ローンカードによりATMで自由にお借り入れが可能な教育ローンです。在学期間中
は、お利息のみのお支払いで、卒業後からご返済を開始いただけます。

きりふだ（フリーローン）
お使い道は自由で、事業資金にもご利用いただけます。お申込手続きは簡単、スピー
ディーな回答でタイムリーにご利用できるフリーローンです。ご返済期間最長7年、300
万円以内でご利用いただけます。

はなしんフリーローン お使い道は自由、ご返済期間最長5年、300万円以内でご利用いただけます。

おまとめローン
クレジットや金融機関等からのお借り入れをおまとめする資金にご利用いただけます。
また、最大50万円までのお使いみち自由な資金を上乗せしてのお借り入れも可能です。
ご返済期間最長8年、300万円以内でご利用いただけます。

代理貸付
●信金中央金庫●株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業、中小企業事業、農林水
産事業）●独立行政法人住宅金融支援機構●独立行政法人中小企業基盤整備機構●独
立行政法人福祉医療機構、その他の業務の代理を行っております。

商品利用にあたってのご留意事項
　金融機関の商品には、変動金利商品のように金利が上下したり、中途のご解約により金利が変更になったり、違約金が必要となる商
品もございます。
　ご利用に当たりましては、＜はなしん＞の窓口や渉外係に、お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

ローン相談受付
事業資金、住宅、自動車のご購入資金等、各種ローン相談は随時行っております。
「ローン相談をしたいが仕事などの都合で忙しい。」という方のために、ローン相談日
時を事前に予約する『ローン相談ご予約票』がございます。お電話またはFAXにてご
相談予約を承りますのでご利用下さい。
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各種取り扱い業務
キャッシュサービス 当金庫の本・支店、全国の信用金庫のCD・ATMでの、ご入金・ご出金・残高照会がで

きます。全国の金融機関でのご出金・残高照会ができます。

しんきんゼロネットサービス しんきんのキャッシュカードなら、手数料無料でATMを利用したご預金の入出金が全
国の信用金庫でご利用いただけます。（休日、時間外手数料を除きます。）

年金受取りの取扱い
国民年金、厚生年金などの年金が簡単なお手続きで口座に振り込まれます。誕生日プ
レゼント、金利上乗せの年金定期預金、年金旅行、しんきん健康サポートプランの特
典がございます。

　しんきん健康サポートプラン 当金庫で年金のお受け取りをされている方のための各種サービス（電話相談サービス
や交通事故見舞金制度など）が無料でご利用いただけます。

給与振込の取扱い
個人のお客様の場合、毎月の給料やボーナスがご指定の口座に自動的に振り込まれ
ます。法人のお客様の場合、給与振込契約を結んでいただきますと、役職員様の給料
等について簡単な手続きでお振り込みができ、事務の軽減を図ることができます。当
金庫は、給与振込につきましては、当面手数料無料で取扱いをしております。

その他の自動受取り 退職金、保険金、子ども手当、社会保険、その他のお受け取りができます。

自動支払い 電気料、電話料、水道料、ガス料、NHK受信料、税金、授業料、クレジット、ローン、家
賃、保険料、その他の料金をご指定の口座から自動的にお支払いいたします。

公金代理収納の取扱い 所得税、法人税、事業税、住民税、その他国・県・市・町・村の公金が窓口でお払込み
できます。

学校授業料の払込み 幼稚園、小・中学校、高等学校、大学の入学金・授業料・諸会費をお払込みできます。

貸金庫 預金証書、有価証券、権利書、貴重品等を金庫室で安全に保管し、盗難や災害などの
事故からお守りします。

夜間金庫 営業時間が過ぎても、売上金などをお預かりいたします。（翌営業日のご入金扱いと
なります。）

しんきんビジネス･
マッチングサービス

全国の企業のビジネスニーズを信用金庫のネットワークを介して結びつけるサービス
です。

しんきん代金回収
お客様の集金業務（代金回収）は当金庫におまかせ下さい。ご依頼の集金金額をお取引
先の預金口座から自動振替で引き落として、お客様の口座に一括してご入金します。集
金先の預金口座は全国の信用金庫、銀行、信用組合、農協などが対象となります。

自動送金サービス
（定額自動払込） あらかじめ金額の決まっているお振り込みを、毎月のご指定日に自動的に行います。

テレフォンバンキングサービス
当金庫のキャッシュカードをお持ちのお客様ならプッシュホン・携帯電話・PHSから
ご利用になれます。フリーダイヤルからお手持ちの口座の現在残高の照会や、ご指定
口座への振込・振替が出来ます。

はなしんインターネット
バンキング

法人
パソコンからインターネットを通じて、利用口座に関する資金移動業務、
照会業務、総合振込・給与振込業務、預金口座振替業務、税金・各種料金
払込業務等ができるサービスです。

個人 パソコンまたは携帯電話からインターネットを通じて、残高照会やお振込
等ができるサービスです。Eメールでの取引通知も可能です。

はなしん　でんさいネットサービス 全国の金融機関が参加する、電子記録債権を記録・流通させる新たな決済インフラで
す。安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

しんきん携帯電子マネー
チャージサービス〈楽天 Edy〉

キャッシュカード発行済みの当金庫の普通預金口座をお持ちのお客様が、口座から
おサイフケータイ「楽天Edy」にチャージ（入金）できるサービスです。

国債の
窓口販売

長期利付国債、個人向け国債の取り扱い
を行っております。

保険の
販売業務

個人年金保険、終身保険、学資保険、火災
保険、標準傷害保険、医療保険、ガン保険、
事業性保険の取り扱いを行っております。

内国為替・外国為替
全国どこの金融機関にも、お振込み・お取立て等ができ、安全・確
実・迅速にご利用いただけます。
外国へのご送金は、信金中央金庫を経由して取扱っております。

外貨宅配サービス
「外貨キャッシュ」を、ご自宅、ご指定の場所までお届け致します。
世界30通貨以上の外貨をご用意しています。
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取立手形組戻料
648円取立手形店頭呈示料

不渡手形返却料
約束手形帳 216円

為替手形帳 270円

当座小切手帳 432円

専用手形当座開設料 3,240円

専用手形発行手数料 540円

残高証明発行手数料 216円

通帳・証書・キャッシュカード等再発行手数料 540円

ICキャッシュカード（含、切替発行手数料） 1,080円

取引履歴検索による預金明細出力（1枚につき） 108円

1枚～300枚 無　料

301枚～500枚 216円

501枚～1,000枚 324円

1,001枚～2,000枚 540円

貯蓄預金Ⅰ型（月間の払戻回数6回目以降1回毎） 108円

貯蓄預金Ⅱ型 ‒ 円

金庫使用料（1年間） 小型
大型

10,368円
12,960円

（注）各種手数料記載の金額には、8％の消費税が含まれております。

（注）以降1,000枚毎に324円を加算。

小切手・手形関係（1件・1冊につき）

両替手数料

発行手数料（1通・1冊・1枚につき）

その他手数料

貸金庫

貯蓄預金払戻回数超過手数料

主な手数料の一覧（平成27年６月末現在）

振込の種類 金額の区分 手数料 ※ATM
扱い等

同一店あて
5 万 円 未 満 108円 無料
5 万 円 以 上 324円 無料

当金庫
本・支店あて

1 万 円 未 満 108円 108円
1万円以上5万円未満 216円 108円
5 万 円 以 上 432円 324円

他
行
・
庫
あ
て

電信扱い
1 万 円 未 満 432円 324円
1万円以上5万円未満 540円 432円
5 万 円 以 上 756円 648円

文書扱い
（メール交換）

1 万 円 未 満 324円
1万円以上5万円未満 432円
5 万 円 以 上 648円

取扱日 ご利用時間 当金庫
カード

他の信金
カード

他金融機関
とゆうちょ
銀行カード

平　日

8:00～08:45 108円 108円 216円
8:45～18:00 無 料 無 料 108円

18:00～19:00 無 料
（※108円） 108円 216円

19:00～21:00 108円 108円 216円

土曜日

8:45～14:00 無 料 無 料 108円

14:00～17:00 無 料
（☆108円） 108円 216円

17:00～19:00 108円 108円
日曜・祝日 9:00～19:00 108円 108円 216円

上記※印の取扱ATMは「アルテマルカン、na･te･mo、コープ花巻あうる」
共同出張所です。
上記☆印の取扱ATMは「富士大学、ジョイス石鳥谷、ベルプラス松園、アル
テマルカン、東和総合支所、na･te･mo、志戸平温泉、コープ花巻あうる」共
同出張所です。
注）  当金庫以外のカードをご利用の場合は、ご利用のATMおよびカード種
類等により上記と異なる場合がございます。

  ATM利用手数料が一定金額を超えるお取引では、お客様にご負担いた
だくATM利用手数料の一部を当金庫が負担させていただきます。これ
は、利息制限法の改正により以下のようなお取引では、一定金額を超
えるATM利用手数料が利息とみなされるための対応です。

  ・ローンカードによるお借入れ・ご返済
  ・ キャッシュカードによる出金時に残高不足によりお借入れが発生する

場合
  ・キャッシュカードによる入金時に借入残高のご返済が行われる場合
   お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなるのは、以上のお
取引のうち一部のみです。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

※テレホンバンキング、ATM、インターネット･モバイルバンキング、ファー
ムバンキングによる振込および視覚障がいのある方の窓口振込。

為替手数料（1件につき）

CD・ATMご利用手数料


