
業務のご案内

預　金
種　　　類 特　　　色 期　　　間 お預け入れ金額

定期性総合口座
・普通預金　・定期預金
・定期積金

普通預金と定期預金・定期積金が1冊にセッ
トされた便利な通帳です。いざという時、この
定期性預金の９０%以内、最高200万円ま
で自動融資を受けられお支払いにも役立ち
ます。

・普通預金　出し入れ自由です。
・定期預金　自動継続扱い
・定期積金　満期日まで

・1円以上いつでも
・10,000 円以上一括お預け入れ
・毎月一定金額

普通預金
自由に出し入れでき、公共料金などの自動支
払い、給与・年金など自動受取りができます。
キャッシュカードもご利用ください。

・いつでも出し入れ自由です。 ・1円以上
・現金のほか小切手・手形もお預かりします。

決済用普通預金
お利息はつきません。　公共料金の自動支
払い等決済口座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。

・いつでも出し入れ自由です。 ・1円以上
・現金のほか小切手・手形もお預かりします。

当座預金 会社・商店のお取引きに必要な支払い小切
手・手形をご利用いただけます。

・いつでも出し入れ自由です。
・ただしお引き出しは小切手をご利用いただ
きます。

・1円以上
・ただしお利息は付きません。

通知預金
1 週間以上ご予定のない、まとまった資金
を一時的に有利にお預かりします。
普通預金よりお利息がおトクです。

・7日以上
・お引き出しは 8日目以後、2日前までにご
通知ください。

・1万円以上 1円単位

納税準備預金
税金をラクに納めるため、日頃から準備し
ていただくご預金です。お利息は非課税で
す。ただし納税外目的のお引き出しは普通
預金利率で課税対象になります。

・いつでもお預け入れできます。 ・１円以上 1円単位

定期積金
アタック１００万円積金

・毎月ムリのないお積み立てで確実に資金
づくりができます。

・100万円目標のアタック積金
・６カ月～５年
・３年、４年、５年

・毎月の掛金は１,０００円単位
・３年３０,０００円
４年２５,０００円
５年２０,０００円

貯蓄預金
( 金額階層別金利型 )

・３００万円以上、１００万円以上、５０万円以上、
１０万円以上、１０万円未満の５段階金利
・普通預金との間でスイングサービスのお取
扱いもできます。

・キャッシュカードもご利用ください。

・いつでも出し入れできます。
ただし公共料金の自動支払い及び給与、年
金、配当金などの自動受取りはできません。

・1円以上 1円単位

スーパー定期
いま、いちばん身近な定期預金として利用さ
れています。
個人の３・４・５年ものは半年複利で有利です。

・定型方式
１カ月・３カ月・６カ月・１年・２年・３年・４年・５年
・満期日指定方式　１カ月超５年未満

・１００円以上 1円単位

期日指定定期預金

・お預け入れ1年経過後、1カ月前までの通
知で満期日を任意に指定できます。

・一部お引き出しもできます。
・1年複利の高利回り
・満期日一括課税計算で有利です。

・１年以上最長３年
・１００円以上３００万円未満
・通帳式は１万円以上３００万円未満

変動金利定期預金
・お預け入れ後も6カ月毎に金利の見直しが
行われます。

・個人の 3 年ものは半年複利で満期日一括
課税計算で有利です。

単利型
・定型方式　１年・２年・３年
・満期日指定方式　１年超３年未満
半年複利型 ( 個人 )３年

・１００円以上１円単位

大口定期預金 1,000万円以上の大口資金を最も高利回り
に運用できます。

・定型方式
１カ月・３カ月・６カ月・１年・２年・３年・４年・５年
・満期日指定方式　１カ月超５年未満

・1,000 万円以上１円単位

財形貯蓄
国と事業者と〈めぐろ〉が協力し、勤労者の老
後・住宅・財産づくりのお手伝いをする有
利な天引き積み立て預金です。

・ご契約時の年齢が５５歳未満
・一般財形貯蓄３年以上
・財形年金貯蓄５年以上
・財形住宅貯蓄５年以上

財形年金と財形住宅と合計で 1 人元金
550 万円まで非課税です。
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融　資
対　象 種　　　類 お 使 い み ち ご 融 資 額 期 間 担 保 ・ 保 証 人

個　人
カードローン

お使いみちは自由です。ショッピング、レ
ジャーなどライフアッププランにお使いく
ださい。

・３０万円型
・５０万円型

毎月定額返済
3年毎更新

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

新型個人ローン
「応援団２４」

お使いみちは自由です。最短1時間、最
長24時間以内にご融資の可否回答が可
能です。

リフォーム資金専門のローンです。低利
で簡単。リフォーム資金であれば借り換え
時旧債を合算できます。

教育資金をお得な金利で提供します。入
学金・学費など教育に関する資金にお使
いください。

自家用車（新車・中古車）およびバイクの
購入や部品・車検などにお使いください。

・２００万円まで ・５年以内
（５０００円単位）

・１０年以内
　在学中据置可能

・担保は不要です
・（株）クレディセゾンが保証

新型個人ローン
「応援団 NEXT」

お得な金利で新登場。買い物・趣味・旅
行・結婚資金などにお使いください。

介護に要する資金などバリアフリーに特化
した、たいへんお得な金利のローンです。

手続き簡単、スピーディー。
お使いみちもワイドにご利用いただけ
ます。

手続き簡単、スピーディー。
お使いみちもワイドにご利用いただけ
ます。

・5００万円まで ・7年以内
・担保は不要です
・（株）セディナが保証

新型個人ローン
「応援団 NEXT2」

新型個人ローン
「応援団 NEXT3」

新型個人ローン
「応援団 NEXT4」

新型個人ローン
「応援団 NEXT50」

新型個人ローン
「応援団 NEXT100」

マイカーローン
ＣＦ２１

・５００万円まで

・５００万円まで

・5００万円まで

・５０万円まで

・１００万円まで

・7００万円まで

・１０年以内

・7年以内

・7年以内

・7年以内

・10 年以内

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

・担保は不要です
・（株）セディナが保証

環境にやさしい居宅の増改築資金、住宅
設備機器の購入資金等の費用にご利用く
ださい。

エコマイホーム
NEXT ・7００万円まで ・15年以内 ・担保は不要です

・（株）セディナが保証

預金金利連動型の住宅ローンです。お客
様のお取引に応じて最大0.8％の金利を
優遇いたします。

幼稚園から大学まで入学資金、学校教育
費にお使いください。

介護が必要な高齢者等の日常生活の便
宜を図るための資金

自宅の増改築、修繕、インテリア・キッチ
ンの改装資金に

変動金利・固定金利選択型のお借入方
法が選択できます。

アパート・マンション・貸しビルなどの新築、購入および
増改築にご利用いただけます。

大学等進学資金

マイカーの購入、車検等の資金

自宅の修繕工事にお使い下さい。

マイホームの取得・新築・増改築にご利用いただけます。

教育ローン

教育プラン

カーライフプラン

福祉プラン

住宅修繕プラン

リフォームローン

住宅ローン

賃貸住宅ローン

住宅ローン
「大黒柱」

住宅ローン
「安心住宅」

・２００万円以内

・２００万円以内

・２００万円以内

・３００万円以内

・５００万円まで

・8，０００万円まで

・1億円まで

・しんきん教育ローン５００万円
（日本政策金融公庫進学ローン300万円・15 年以内もご利用いただけます）

・８年以内

・５年以内

・５年以内

・１０年以内

・８年以内

・３５年以内

・３５年以内

・３５年以内

・３０年以内

・８年以内
最大据置４年以内

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・担保は不要です
・しんきん保証基金が保証

・原則、保証人１名以上
・不動産担保が必要です

・原則、保証人１名以上
・不動産担保が必要です

・保証人不要
・不動産担保が必要です
・しんきん保証基金が保証

・保証人不要
・不動産担保が必要です
・全国保証（株）が保証します

事業者 一般貸付 商業手形の割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越など運転資金、設備資金、季節資金にご利用ください。

制度融資

代理貸付

事業者カードローン 法人または個人事業主の方で、事業用の運転資金など最高 1,000 万円までご用立ていたします。

都・区の制度融資を〈めぐろ〉が窓口となってお取扱いします。

公的融資を〈めぐろ〉がお手伝いします。信金中央金庫、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫等のお取扱いをします。

商品利用に当たっての
注　意　事　項

●貯蓄預金はお預け入れ額が10万円未満となると普通預金の利率が適用になります。
●納税準備預金は、原則として納税に充当する引き出し以外はできません。
●変動金利定期預金はお預け入れ後も6ヵ月ごとに市場金利に合わせて変動します。
●各種ローンをお使いになる場合は、原則的に過去に事故がないことが条件となります。
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各種サービス

しんきん電子記録
債権サービス
（でんさいネット）

「でんさいネット」とは、事業者の資金調達の円滑化等を図るため創設された電子記録債権制度のことで、手形や売掛
債権等が抱える問題を克服した新たな金銭債権です。法人・個人事業主のお客さまの業務効率化をサポートします。

インターネットバンキング
（個人の方）

パソコンや各社の携帯電話で残高照会や振込が簡単にかつ安価な振込手数料で利用できます。マルチペイメントサー
ビスもご利用いただけます。

しんきん
ゼロネットサービス

＜めぐろ＞のキャッシュカードで、当金庫の本・支店はもちろん全国の信用金庫の ATMで平日の日中（通常８時４５分
～１８時）で入金・出金を無料でご利用いただけます。

コンビニ収納サービス
企業の販売代金等を全国のコンビニ店舗でお客さまにお支払いいただき、回収した資金の入金および料金収納情報を
企業へご提供するサービスです。

年金自動受取り
年金の受給日にあなたの指定口座に自動的に入金されますから、面倒な書類の持ち歩きやお出かけの手間もかからず
安心・便利です。お申し込みも手続き簡単です。

自動集金サービス
全国各地のお取引先からの集金〈代金回収〉を〈めぐろ〉が代行します。お取引先の取引銀行・信用金庫の預金口座か
ら毎月決まった日に自動振替で集金し、お客さまの口座に一括入金いたします。

貸金庫
大切な土地建物権利書・預金証書・通帳・債券・貴金属などを安全に保管し、かつプライバシーが守れます。（貸金
庫設置店のみのお取り扱いです）（保護預りも承ります）

各種相談 定期的に年金セミナーを催すなど、お客さまのお役に立つサービスに努めています。お気軽にご利用ください。

ビジネスインターネット
バンキング
（法人・個人事業主の方）

インターネットを利用して残高照会や各種振込（オンライン振込・総合振込・給与振込）が、簡単にかつ安価な振込手
数料で利用できます。マルチペイメントサービスもご利用いただけます。

■ 預金業務
　当金庫の「定期積金」は得意先担当者がご集金に伺う、あるいは預
金口座から自動振替にて無理なく財産形成を行っていただく商品で
す。なかでも「アタック１００万円積金」は「まず１００万円貯めましょ
う」をお客さまの目標に長年ご愛顧をいただいております。

■ 融資業務
　「使い勝手のよい個人向け多目的ローンが欲しい」というご要望か
ら発売致しました「応援団」は、たくさんのお客さまからご支持をいた
だいております。現在、「融資審査のスピード化」を意識した「応援団
２４」、保証料を抑えた「応援団ＮＥＸＴ」シリーズ、なかでも手続きの
簡便な「ＮＥＸＴ５０」「ＮＥＸＴ１００」など、個人ローンをご用意してお
ります。また、景気低迷の中各種緊急融資のご相談も積極的に承って
おります。

■ 為替業務
　当金庫では、金融機関相互のオンラインを通じて全国の金融機関
（銀行・信用金庫・信用組合・労金・農協他）に振込・送金・代金取立など
をお取り扱いしております。また、お客さまの自宅や事業所から総合
振込や給与振込ができるFBやHBサービスや、インターネットバンキ
ングサービスの充実により、パソコンや各種携帯電話（個人に限る）
でのお取り扱いもしております。

■ 証券業務
　公共債（国債や政府保証債など）の引受業務のほか、お客さま向け
に公共債の窓口販売も行っております。

■ 保険業務
　「損害保険代理店」として「住宅ローン関連の長期火災保険」、生
命保険の窓口販売として、「定額年金保険」を取り扱っております。

■ 相談業務
　身近な金融相談の窓口としてご利用いただけます。FP（ファイナ
ンシャルプランナー）や社会保険労務士、宅地建物取引士等、専門知
識を持つ職員もご相談に対応させていただいております。

■ その他業務・サービス
　貸金庫による貴重品の保管のほか、口座照会や振込、税金・各種料
金が支払えるマルチペイメントサービスが利用可能なインターネッ
トバンキングサービスや信用金庫のネットワークを利用した「しんき
ん自動集金サービス」（お客さまの取引先の取引金融機関からの代
金取立）、コンビニエンスストアと提携した「コンビニ収納サービス」
などのほか、各種業務を取り扱っております。

■ 渉外業務
　当金庫ではこれらすべての業務やサービスをお客さまのお住まい
の地区担当者（得意先係）がお取り扱いさせていただきます。お気軽
にご相談、ご用命ください。
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