
主な事業内容

1. 預金及び定期積金の受入れ

2. 資金の貸付け及び手形の割引

3. 為替取引

4. 上記1から3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務

（１）債務の保証又は手形の引受け

（２）有価証券（（５）に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等

　 を除く。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関

　 連デリバティブ取引（投資の目的を持ってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。）

（３）有価証券の貸付け

（４）国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という。）の引受け（売出しの目的を

　 もってするものを除く。）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り

（５）金銭債権の取得又は譲渡

（６）短期社債等の取得又は譲渡

（７）次に掲げる者の業務の代理

　 信金中央金庫、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫、勤労者退職金共済機構、福祉医療機構、

　 日本銀行、年金積立金管理運用、農林漁業信用基金、漁業信用基金協会、農業信用基金協会、

　 中小企業基盤整備機構、西日本建設業保証、しんきん保証基金、 全国石油協会、

　 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

（８）国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

（９）有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

（10）振替業

（11）両替

5. 国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法

　により信用金庫が営むことのできる業務（上記4により行う業務を除く。）

6. 法律により信用金庫が営むことのできる業務

（１）保険業法（平成7年法律第105号）第275条第1項により行う保険募集

（２）当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託又は都道府県知事等の承認

　 　を得て行われる受託機関からの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等

（３）スポーツ振興投票の実施等に関する法律の定めるところにより、独立行政法人日本スポーツ振興

　　センターからの委託又は独立行政法人日本スポーツ振興センターの承認を得て行われる受託機関

　　からの再委託に基づき行うスポーツ振興投票券の販売業務等

（４）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の定めるところにより、高齢者

　　 居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事務

       等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

（５）電子記録債権法第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行う電

       子債権記録業に係る業務

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020
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（2020年6月末日現在）

期間等

定 期 預 金

定 期 積 金

一般財形預金

財形住宅預金

財 形 貯 蓄

スーパー定期

年金定期預金

退職金限定定期預金

決済用預金

普通預金に定期預金、定期積金を担保とする当座貸越がご利用になれる「貯める」
「支払う」「受取る」「借りる」の便利な機能をもった口座です。
（お借入限度額は組入れした定期預金・定期積金のお預入れ額の90%以内で300
万円以内です。）

給与・年金等の自動受取、公共料金・税金・クレジット等の自動支払サービスをご
利用いただけます。キャッシュカードは全国の信用金庫（入金も可）および提携金
融機関のATMでご利用いただけます。

個人の方を対象として、流動性を持った貯蓄性の高い預金です。通帳やカードでの
入出金はご利用いただけますが、給与・年金等の自動受取や公共料金等の自動支払
はご利用いただけません。

個人で原則５５歳以上の方限定、公的年金（国民・厚生・共済の各年金）を当金庫
でお受取いただける方。スーパー定期（１年もの）の店頭表示金利に0.2％を上乗せ
した金利でお預入れできる有利な預金です。

原則公的年金（国民・厚生・共済の各年金）の受給権発生の３年前の個人の方で、
当金庫でのお受取り予約をしていただいた方。スーパー定期（１年もの）の店頭表
示金利に0.2％を上乗せした金利でお預入れできる有利な預金です。

投資信託と定期預金を同時にお申込みいただいた個人の方を対象に、投資信託10万
円＋定期預金10万円の合計20万円以上が最低お申込み金額となり、定期預金につい
て店頭表示金利に0.7％を上乗せしてお預入れできる有利な預金です。

退職金お受け取り後１年以内に退職金をお預入れいただいた場合、年金振込指定を
していただいた方は店頭表示金利（スーパー定期・大口定期）に0.5％を上乗せ、年
金振込指定なしでも0.25％を上乗せした金利でお預入れできます。

商取引に安全で効率的な手形や小切手をご利用いただける預金です。
お利息はつきません。

納税のための資金を計画的にご準備いただける預金です。

まとまったお金をより有利に増やすことのできる預金です。

１千万円未満のお預入れに有利でプランにあわせ期間を選択できます。

お預入れ日から6ヶ月ごとに利率が変動する預金です。

まとまったお金の短期間での運用に適した預金です。お預入れ期間は７日間以上で、
お引出しは２日前までにご連絡いただく必要があります。

個人の方に限りますが、１年経過後は１ヵ月前までにご連絡いただければ全額また
は一部をお引出しでき、お利息は１年ごと複利計算の有利な預金です。

運転免許証を自主返納し「運転経歴証明書」の交付を受けた方。スーパー定期（1年
もの）の店頭表示金利に0.3％を上乗せしてお預入れできる有利な預金です。

毎月一定の日に一定の金額をお預入れして満期日にまとまった金額をお受取りできる預金です。

旅行やマイカー、教育、結婚資金、住宅資金等々、目的に合わせて計画的に積立がで
きます。

消費税納付資金を計画的に積立てるための預金です。納税資金に不足が生じた場合に
は低金利融資のご相談に応じます。

お勤めの方の財産作りを目的とした給与より天引きする預金です。

毎月一定金額を給与より天引きする積立定期預金で、お使い道は自由です。

住宅取得や家屋増改築を目的とした預金です。財形年金預金と合わせて550万円まで
非課税扱いができます。

積立期間および据置期間満了後、年金としてお受け取りいただける預金です。
財形住宅預金と合わせて550万円まで非課税扱いができます。

お預入れ日から満期日まで一定の金利でお預入れいただける預金です。（※変動金利定期預金を除きます）
商品により元利金自動継続、元金自動継続（利払い式）が選択できます。

普通預金と同じサービスをご利用いただけます。
無利息の預金となっており、全額預金保険制度により保護されます。

出し入れ自由

出し入れ自由

出し入れ自由

出し入れ自由

1ヵ月以上3年以内

1年以上5年以内

1年据置最長3年

1年間

1万円以上

1千万円以上

10万円以上

1千円以上

1千円以上

1千円以上

6ヵ月以上3年以内 1千円以上

1千円以上

1千円以上

1千円以上

1千円以上
300万円未満

1万円以上
300万円以内

1年間

1年間

1年間

1年間

1万円以上
200万円以内

50万円以上
退職金範囲内

定期預金10万円以上

投資信託10万円以上

業務のご案内
より便利に、より有利に・・・

多彩な商品・サービスでお客さまのニーズにお応えします。

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020

※各預金商品の詳細につきましては、商品概要説明書をご用意しております。お近くのはたしん各支店窓口にご相談ください。

（ドリーム・ステージ）
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（2020年6月末日現在）

はたしん

住宅ローン

はたしん

無担保住宅ローン

はたしん

シニアライフローン

はたしん

子育て応援プラン

はたしん

リフォームプラン

１億円以内

１千万円以内

１千万円以内

20年以内

15年以内

１千万円以内 10年以内

１千万円以内

100万円以内

100万円以内

500万円以内

500万円以内

16年以内

　100万円以内 10年以内

10年以内

10年以内

10年以内

500万円以内 10年以内

500万円以内 10年以内

10万円以上
500万円以内

10年以内

500万円以内

500万円以内

50万円以内

10年以内

10年以内

300万円以内

50万円以上
500万円以内

3年間

3年間

5年間

5年以内

35年以内

はたしん税理士会
コラボレーションローン

ご融資期間ご融資額資金のお使いみちローンの種類

資金のお使いみち・ご融資額・ご融資期間・担保などローンの種類

お
住
い
の
資
金
に

い
ろ
い
ろ
な
目
的
に
合
わ
せ
て

お
使
い
み
ち
自
由

計
画
的
な
ご
利
用
を

マイホームの新築、マンション、建売・中古住宅の購入、お住まいのための土
地の購入等、文化的な生活を営むために必要な住宅資金に、増改築や住宅ロー
ンの借換え資金にもご利用できます。
ご利用いただく目的や保証会社等によりご融資限度額が異なります。

【当貸】ご親族等の就学に関する費用に幅広くご利用いただけます。
　　　　卒業予定月まで自動更新で繰返しご利用いただけます。
【証貸】教育カードローン当貸残高について、卒業予定月またはお借り入れ　
　　　　期限到来後に毎月払いでご返済いただく場合にご利用いただけます。

比較的少額な住宅に関する資金（新築・増改築や改修のほか、中古物件の購
入や住宅ローンの借換え等）として幅広くご利用いただけます。

お住まいの補修・改築、住宅用設備機器の購入・工事等リフォームに関する
全ての資金にご利用いただけます。

マイカーやバイクの購入や車検、修理、免許取得費用等、ご自身やご家族の
お車に関する費用に幅広くご利用になれます。

入学金、授業料など学校に納める学費のほか、教材等の購入費用や通学にか
かる引越費用等、教育関連費用に幅広くご利用いただけます。

満６０歳以上の方に、消費性資金として幅広くご利用いただけます。
毎月返済のほかに２ヶ月ごとの隔月でのご返済も可能です。

ご親族の方の介護用機器の購入・設置費用のほか、老人介護施設等への入居一
時金などにご利用いただけます。

毎日のくらしの中で急に資金が必要となっても安心です。必要に応じていつで
も繰返しお気軽にご利用いただけます。（事業性資金は除きます。）

満６０歳以上で国民・厚生年金、共済年金、厚生年金基金を受給されている方
が対象でお使いみち自由（事業性資金は除きます。）

お使いみち自由。事業性資金や、おまとめ資金としてもご利用いただけます

お使いみち自由。事業性資金にもご利用いただけます。

健康で文化的な豊かなくらし作りのために必要な資金としてご利用いただけ
ます。

当金庫と「職域サポート契約」を締結いただいている事業所にお勤めの方を
対象に、健康で文化的な豊かなくらし作りのために必要な資金としてご利用
いただけます。

出産から小学校入学までの子育てに必要な場合にご利用いただけます。

＊

はたしん

職域サポートローン＊

＊
はたしん

カーライフプラン＊
はたしん

教育プラン

はたしん

福祉プラン
はたしん

個人ローン

はたしん

フリーローン

はたしん

カードローン

お使いみち自由。（事業性資金は除きます。）
３００万円以上の収入のある方限定のカードローンです。

はたしん

プレミアムカードローン

一般融資

代理貸付

事業者カードローン

はたしん

教育カードローン
（当貸/証貸）

はたしん

クイックローン

お使いみち自由。（事業性資金は除きます。）

手形貸付、証書貸付、当座貸越、手形割引などを取扱っております。

（代理業務貸付の取扱先）信金中央金庫、日本政策金融公庫、福祉医療機構、中小企業基盤整備機構、住宅金融支援機構

契約極度内で、必要なときに必要な資金を繰返しご利用いただけます。
【極度額２千万円以内／契約期間２年以内／高知県信用保証協会保証】

四国税理士会高知県支部連合会所属の税理士および税理士法人が関与する法人または事業所が対象で、より有利な金利
でご利用いただけます。【ご融資額：１千万円以内／ご融資期間：運転５年以内、設備７年以内】

はたしん
長期サポートローン

１０年以上の業歴のある事業者で資金繰りの安定化資金としてご運転資金・設備資金に利用いただけます。
【ご融資額：直近３ヶ月の平均月商以内かつ５千万円以内／ご融資期間：１０年間】

はたしん

きゃっする
はたしん

ほっときゃっする

お使いみち自由。（事業性資金は除きます。）
はたしん

フリーローンモア

＊

※各種商品には（一社）しんきん保証基金、信金ギャランティ㈱、㈱全国保証、㈱クレディセゾン、㈱オリコによる保証をおつけしますので、保証人は原則不要です。
　なお、住宅ローンにつきましては土地・建物に抵当権を設定させていただく商品がございます。
「＊」：お取引実績等により保証料が割引となる“リピートプラン”がご利用いただけます。

主な事業者向けご融資 ～運転資金、設備資金、事業に必要な資金ニーズにお応えします。

～夢やプランに合わせてお選びいただけます～

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020
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 ～便利なくらしのためにきめ細かくご用意

為替自動送金

しんきんVISAカード

通常のキャッシュカードのほか、偽造防止や盗難等にあった場合にも安心なICキャッシュカードも発行しております。
当金庫のＡＴＭでは土日を問わず利用手数料無料でご利用いただけます。
また、全国のしんきん、提携金融機関のＡＴＭでご利用になれます（利用手数料がかかる場合があります）。

全国各地のデビット加盟店でお買い物やご飲食などの際、お手持ちのキャッシュカードで直接お支払いができ
ます。

電気、ガス、水道、電話、ＮＨＫ受信料などの公共料金、税金、保険料などをご指定の預金口座から自動的に
お支払いします。

公共料金等以外で家賃や駐車場代など、毎月のお支払いについて簡単なお手続きでご指定の預金口座から自動
的にお支払いできます。

国民年金、厚生年金、共済年金等のほか、株式配当金などがお受取日に自動的にご指定の預金口座に振込まれ
ます。

給与、ボーナスが自動的にご指定の預金口座に振込まれます。給料日が出張や休暇と重なった場合でも、当金
庫の本支店のほか、全国のしんきん、提携金融機関のＡＴＭでお引出しができます。

全国の信用金庫のＡＴＭをご利用なさる場合、平日の8：45～18：00の入出金、土曜日：9：00～14：00の
出金は、利用手数料が無料でご利用になれます。

当金庫の本支店をはじめ、オンラインで結ばれた全国各地の金融機関のご指定の預金口座に迅速にお振込みが
できます。

ＶＩＳＡやＪＣＢなど提携カード会社が発行するクレジットカードのキャッシングサービスがＡＴＭでご利用
いただけます。

暮らしの情報誌「楽しいわが家」、企業の経営支援誌「しんきん経営情報」、３ヵ月ごとに実施しているアン
ケート調査を集計した「景況情報ガイド」等、お客さまのお役に立つ情報の提供をしております。

オフィスやご家庭と「はたしん」とを結んで、振込み、振替のほか、残高照会や取引明細の各種照会がお手軽
にできます。

加盟店はデパート、レストラン、ホテル、ゴルフ場など国内外を問わずご利用の際はカードを提示し売上表に
サインするだけでショッピングやお食事をスマートにお楽しみいただけます。

会社や売上金等をその日のうちにお預かりし、翌営業日にはご指定の預金口座に自動的に入金します。年中無
休ですので営業時間終了後や休日にもご利用いただけます。

19種類の商品をご用意しており、お客さまのニーズに合わせてお選びいただけます。
取扱商品は18ページをご覧ください。

手形や売掛債権の問題点を克服し、インターネット等を通じて債権等を電子記録することで、安全・簡易・迅
速に支払いや譲渡等を行えるサービスです。

１万円からご購入いただける安心・お手軽な「個人向け国債」を販売しております。

保険商品の取扱いを行っております。取扱商品は19ページをご覧ください。

スポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）の当選金の払い戻しを取扱っております。

預金証書、株券、権利証、貴金属など金庫室で安全に保管し、盗難や災害などの不慮の事故からお守りします。

パソコンや携帯電話から振込み、振替のほか、残高照会や入出金明細の照会ができます。

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020

（2020年6月末日現在）
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■投資信託商品
ファンド名

国　内　債　券　型
委託会社

しんきん公共債ファンド＜愛称：ハローインカム＞

ダイワ資産分散インカム・オープン（奇数月決算型）

＜愛称：Ｄ・５１＞

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）/（１年決算型）

しんきん世界アロケーションファンド

クルーズコントロール

しんきんインデックスファンド２２５

しんきん好配当利回り株ファンド（３カ月決算型）

＜愛称：四季絵巻＞

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（毎月決算型）/（１年決算型）

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

＜愛称：ハッピークローバー＞

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド＜愛称：トリプルエース＞　

（新規の販売は停止させていただいております。）

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

＜愛称：アジアの恵み＞

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

＜愛称：世界のかけ橋＞

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）/（１年決算型）

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算型）

＜愛称：ゼウス＞

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

＜愛称：ゼウスⅡ＞

ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン（毎月決算型）

＜愛称：Ａ－ＲＥＩＴ＞

海外不動産型（REIT）

国内不動産型（REIT）

しんきんアセットマネジメント投信

大和証券投資信託委託

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんアセットマネジメント投信

アセットマネジメントＯｎｅ

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんアセットマネジメント投信

アセットマネジメントＯｎｅ

三菱ＵＦＪ国際投信

アセットマネジメントＯｎｅ

アセットマネジメントＯｎｅ

しんきんアセットマネジメント投信

アセットマネジメントＯｎｅ

しんきんアセットマネジメント投信

アセットマネジメントＯｎｅ

アセットマネジメントＯｎｅ

アセットマネジメントＯｎｅ

＜注意事項＞●投資信託は預金、保険契約ではありません。●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の設定・運用は委託会社が行います。●投資信託は元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入れ有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響によ
り、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。●投資信託の
運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の
適用はありません。●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書
補完書面等は当金庫本支店等にご用意しております。
◆「金融商品に係る勧誘方針」（６ページ）をご確認ください。◆詳細につきまして、はお近くの営業店へお問い合わせください。

国内外バランス型

国 内 株 式 型

海　外　債　券　型

海　外　株　式　型

（少額投資非課税制度）

自助努力に基づく中長期的な資産形成を後押しする制度です。

平成２８年１月より年間投資額の上限が拡大され毎月の積立投資に便利な金額となっています。

毎年120万円までの投資額からの収益（売却益・配当等）が非課税となります。

対         　　　象

非 課 税 対 象

非 課 税 投 資 枠

非 課 税 期 間

口座開設可能期間

口　座　開　設

満20歳以上の日本国内にお住まいの方

株式投資信託や上場株式の配当金や売却益等

新規投資資金で毎年上限１２０万円 

投資開始年を含めて最大５年間（5年間で最大600万円）

平成26年1月1日から令和5年12月31日まで（10年間）

お一人様1口座まで

● お子さまの将来に向けた資産運用のための制度です。
● 日本に住む0～19歳の未成年者が口座開設できます。
　（親権者等が代理で資産運用を行うことができます。）
● 投資上限額は毎年80万円まで（5年間で最大400万円）
● 非課税期間はＮＩＳＡと同じく投資した年から5年間です。
● 投資額からの収益（売却益・配当金等）はもちろん非課税です。
● 20歳以降は自動的にＮＩＳＡ口座が開設されます。

少額から購入可能
○5千円以上から毎月の積立による購入ができます。
○購入代金は預金口座からの自動引落しなので簡単・
　便利にご利用できます。

投資信託 定時定額 購入

時期を分散しリスクを軽減
○定期的に一定額で特定の銘柄を買付けることでファンドの変動（購入価格）
　を平均化しリスクを軽減できます。
○有価証券に投資する場合、毎回一定の金額で投資信託を購入するので基準
　価格が高い時には少ない口数で、安い時には多くの口数で購入し、平均購
　入単価を低く抑える効果が期待できます。

積立投資とは
上場株式や公募株式投資信託等に毎月こつ

こつと定額で投資していくことで時間的分

散投資によりリスク分散の効果が得られます。

（2020年6月末日現在）

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020
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■保険商品
商　品　名保険種類 引受保険会社

定期保険

年金保険

（定額型）

終身保険

（一時払型）

がん保険

医療保険

傷害保険

積立傷害保険

住宅ローン関連

の長期火災保険

火災保険

債務返済支援保険

事業活動包括保険

業務災害保険

ハローキティの定期保険

しんきんらいふ年金ＦＳ（積立型）

しんきんらいふ年金Ｓ（たのしみ未来・たのしみ未来 学資積立プラン）

しんきんらいふ終身ＦＳ(無告知型)

しんきんらいふ終身Ｓ（ふるはーとＪロードプラス）

生きるためのがん保険　Ｄａｙｓ１ 

生きるためのがん保険　寄り添うＤａｙｓ

ちゃんと応える医療保険　ＥＶＥＲ 

病気やケガで働けなくなったときの給与サポート保険 

メディカルＫｉｔ　Ｒ

ハローキティの医療保険

新・健康のお守り　ハート 

はたしんシニアサポーター

しんきんの傷害保険「標準傷害保険」

（基本プラン・介護補償プラン・弁護士費用補償プラン・キッズプラン）

「ジョイエ」傷害保険（普通・家族傷害、自転車、スポーツ）

金融機関融資住宅火災保険

特約付帯住宅火災保険（しんきんグッドすまいる）

住宅安心保険（総合型）

すまいの保険（住自在）

ビジネスプロパティ（企業財産総合保険）

債務返済支援特約付

団体長期傷害所得補償保険（しんきんグッドサポート）

【日本商工会議所】超ビジネスプロテクト

【全国中小企業団体中央会】超ビジネスアシスト

【全国商工会連合会】商工会のビジネス総合保険

【日本商工会議所】あんしんプロテクトＷ

【全国中小企業団体中央会】経営ダブルアシスト

【全国商工会連合会】商工会の業務災害保険

フコクしんらい生命保険株式会社

フコクしんらい生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

フコクしんらい生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

アフラック生命保険株式会社

アフラック生命保険株式会社

アフラック生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

フコクしんらい生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

幹事/共栄火災海上保険株式会社

引受/損害保険ジャパン株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

幹事/東京海上日動火災保険株式会社
引受/日新火災海上保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

〈注意事項〉●保険商品は預金ではありません（預金保険の対象外です）。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計を下回る場合があります。
　　　　　　●保険契約の引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。また、引受保険会社の業務もしくは財産の状況によっては、ご契約時の保険金
　　　　　　　額等が削減される場合があります。
　　　　　　●「保険募集指針」を店頭、ホームページ等で公表しております。

◆「金融商品に係る勧誘方針」（6ページ）をご確認ください。◆詳細につきましては、お近くの営業店へお問い合わせください。

【幡多信用金庫の現況】HATA SHINKIN BANK DISCLOSURE 2020
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