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営業のご案内

預 金 業 務 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、
定期積金、別段預金、納税準備預金、譲渡性預金、
外貨預金(信金中央金庫への取次）を取り扱っております。

貸 出 業 務 商業手形の割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越を取り扱っております。

有 価 証 券 業 務
投 資 業 務

預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、外国債、株式、
投資信託、その他の証券に投資しております。

内 国 為 替 業 務 送金為替、当座振込及び代金取立等を取扱っております。

付 帯 業 務 日本銀行歳入代理
地方公共団体の公金取扱業務
信金中央金庫の信用金庫代理業
株式会社日本政策金融公庫などの業務の代理
株式振込金の受入代理業務	
保護預り及び貸金庫業務
有価証券の貸付
債務の保証
公共債の引受
国債等公共債の窓口販売
両替
保険業法第275条第1項により行う保険募集
個人向け国債等の募集
投資信託の窓口販売

金融商品に係る勧誘方針
　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の
適正の確保を図ることとします。

1. 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし
て、適正な情報の提供と商品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に
適正な判断をしていただくため、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよ
う、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

4. 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。

5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問
い合わせ下さい。

金庫の主要な事業の内容
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預金の種類 預金の特色 期間 摘要

普通預金
自由に出し入れができ、給料や年金、配当金等の自動受取
りに、また公共料金の自動支払い等にもご利用いただけま
す。 出し入れ自由

無利息型普通預金 預金保険制度により全額保護されます。

総合口座 普 通 預 金
定 期 預 金

普通預金と定期預金が一冊の通帳にまとめてあり、各種
サービスと自動ご融資（定期預金の90％相当額で最高
500万円まで）がご利用になれます。	

納税準備預金 納税に備えるための預金です。払い戻しは原則として納税
に限られます。 入金は自由

貯蓄預金 金額階層別
金 利 型

お預け入れ残高に応じて、金額階層別の金利を適用しま
す。 出し入れ自由

通知預金 7日以上の一時的な余裕金を預ける場合に有利です。
お引出しの2日前までにご連絡ください。

7日間の据置期
間が必要です

預入金額
1万円以上

当座預金 商取引の資金決済口座にご利用いただける預金です。 出し入れ自由 無利息

自由金利
期 日 指 定
定 期 預 金

1年を経過すれば、ご希望の日を満期日に指定でき、元金
の一部払い戻しもできます。 最長3年 預入金額100円以上

300万円未満

自由金利型
定 期 預 金
（スーパー定期）

目的預金やいざと言う時の蓄えに適した預金です。 １ヶ月以上
5年以内

預入金額
100円以上

定期預金 大 口 定 期
預 　 　 金 預入金額は1,000万以上からの大口定期預金です。 1ヶ月以上

5年以内
預入金額

1,000万円以上

年金定期（元気200） 当金庫で年金を受取りのお客様を対象にスーパー定期1年
の店頭表示金利に0.15％を上乗せします。 1年 預入金額

200万円迄

財形預金

勤労者の財産づくりのための預金で、給与、ボーナスから
天引きにより積立てます。次の3種類があります。

一 般 財 形
預 　 　 金 貯蓄目的は自由です。 3年以上 課税

財 形 住 宅
預 　 　 金

住宅取得資金を貯める預金です。
財形年金預金と合わせて550万円まで非課税です。 5年以上 非課税

財 形 年 金
預 　 　 金

年金資金を貯める預金です。
財形住宅預金と合わせて550万円まで非課税です。 5年以上 非課税

積立定期預金 毎月のお積立が定期預金で運用される預金です。
（ボーナスの預け入れもできます）

3ヶ月以上
63ヶ月以内

生活設計に合わせて毎月お積立いただく積金で、積立期
間を自由に選べます。普通預金から掛込金の自動振替が
できます。

６ヶ月以上
5年以内

定期積金 ハッピー21
年金振込月に合わせ年金受取りの口座から偶数月に自動
振替されます。金利が優遇されていて、店頭金利に0.1％が
上乗せされます。

１年以上
５年以内

安心だ税 消費税納入専用定期積金。消費税納付時に不足を生じた
場合「消費税特別融資制度」のご相談に応じます。

６ヶ月以上
１年以内

積立額は毎月
1万円以上

預金業務



13

※住宅ローン・リフォームローンについては、バリアフリー対策として最終返済時年齢80歳のものもあります。

上表ローンのほか、皆様の生活にお役に立つ各種ローン、群馬県マイホームローン建設資金なども取扱っております。ま
た、企業向けとして手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越などによるご融資や公共工事金銭保証を行っております。
このほか、政府機関などの代理貸付、群馬県及び各市町の制度融資も取扱っております。その主なものは次のとおりで
す。（独立行政法人）住宅金融支援機構、日本政策金融公庫、年金資金運用基金、（独立行政法人）福祉医療機構、（独立
行政法人）中小企業基盤整備機構、信金中央金庫等。詳しくは窓口へご相談下さい。

当金庫は地域金融機関として、融資を通じて地元中小企業および地元住民の繁栄・向上をお手伝いすることが使命
であると考えております。そして、事細かな相談およびご提案に依り、皆様方のご要望にお応えして参ります。
信用金庫の発展は、地域や顧客の信頼・支持なくしては望めず、このためには多様化する顧客ニーズの把握に積極
的に努め、これに的確に対応し、顧客本位、生活者・利用者重視の融資を実践することにより、地域に貢献して参りま
す。

融資業務

貸出運営についての考え方

ローンの種類 資金のお使いみちなど ご融資金額 ご返済期間

個人向けローン

資産活用ローン
「快適人生」

老後の生活資金
少子高齢化社会に応じて65歳以上の高齢者を対
象にします。

500万円～
2,000万円以内

10年以内
最終期限100歳以内

シニアベストローン お使いみちは自由です。ただし、事業性資金、投機
性資金、借入金返済資金はご利用できません。

10万円～100万円以内
1万円単位

6ヶ月以上
10年以内

住宅ローン 住宅の新築や増改築、宅地の購入、中古住宅の購
入、マンションの購入・借替にご利用いただけます。 6,000万円以内 35年以内

住宅リフォームローン
「リフォームプラン」

住宅のリフォーム資金およびそれに伴う諸費用に
ご利用いただけます。

増改築の場合
500万円以内
借替の場合

１,000万円以内

15年以内

個人ローン
マイカー購入資金、教育資金、消費性資金等にご
利用いただけます。事業資金、旧債務の返済資金
以外であればお使いみちは自由です。

カーライフプラン
個人ローン
教育プラン
500万円以内

カーライフプラン
個人ローン

8年以内
教育プラン

10年以内

フリーローン 事業資金以外であればお使いみちは自由です。 300万円以内 5年以内

スーパーフリーローン 事業資金及び債務返済資金以外であればお使いみ
ちは自由です。 200万円以内 7年以内

カードローン
お使いみちは自由です。ただし、事業性資金はご利
用できません。カード１枚で一定の枠内で繰り返し
現金自動預払機によってご利用いただけます。

50万円以内

10万円単位

1年、2年、3年の
いずれか定額返済
自動継続可

カードローン
（たてしんきゃっする）

お使いみちは自由です。ただし事業性資金はご利
用できません。

10万円～500万円
(専業主婦の方は
上限50万円)

3年以内
（原則自動更新）
残高スライド返済

クイックローン お使いみちは自由です。事業資金でもご利用いた
だけます。

10万円～500万円以内
1万円単位

6ヶ月以上10年以内
（300万円以内は
7年以内）

事業向けローン

事業者カードローン 事業資金の必要なお客様に一定の枠内で繰り返し
ご利用いただけるローンです。 2,000万円以内

期間1年
以後1年毎
期間延長



14

TAT E B AYA S H I  S H I N K I N  B A N K  D I S C L O S U R E

ＡＴＭコーナー
当金庫のＡＴＭコーナーは、平日全店でご利用いただけますし、土、
日、祝日は本店営業部、南支店、大泉支店、西支店、板倉支店、邑楽町
支店、北出張所、明和支店、板倉ニュータウン（出）、つつじの里ショッピ
ングセンターキャツシュコーナーで入出金ともご利用いただけます。
全国の信用金庫間は平日8：45～18:00まで手数料が無料です。

外貨宅配取次サービス
外国通貨の両替、旅行小切手の販売、買取の取次ぎを行ってお
ります。当金庫のホームページにアクセスすることによりご利用
いただけます。　

年金・ローン無料相談会
毎月、原則第２、第４日曜日に実施しております。実施店舗につ
いてはお取引の本支店にお問い合わせをお願い致します。

夜間金庫サービス
売上代金等を営業時間外に投入する金庫です。
館林信用金庫本店営業部
館林市本町１－６－３２　TEL72-5511

ＡＴＭ振込サービス
当金庫全店のＡＴＭから振込がカード１枚で手軽にできます。

貸金庫サービス
預金証書、有価証券、権利書、貴重品等の保管ができます。
●館林信用金庫本店営業部
　館林市本町１－６－３２　TEL72-5511
●館林信用金庫大泉支店
　邑楽郡大泉町富士２－５－１２　TEL62-5144
●館林信用金庫西支店
　館林市富士見町８－１　TEL74-4100
●館林信用金庫板倉ニュータウン（出）
　邑楽郡板倉町朝日野１－１４－１　TEL70-4321

国債窓口販売 個人向け国債のお取扱を行っております。

投資信託窓口販売 お客様の多様化するニーズにお答えするため、9つのファンドを用意しております。また、毎月決まっ
た金額で購入しリスク分散する｢定時定額サービス｣も取扱しております。

公共料金等の
自動支払いサービス

電話料・電気料・ガス代・ＮＨＫ受信料・水道料・下水道料・国税・地方税・社会保険料・国民年金保険料・クレジットカー
ドによるお買物代金の支払い等、一度お手続きいただくだけで、あとはご指定の口座から自動的にお支払いします。

年金・配当金等の
自動受取りサービス

厚生年金・国民年金や株式配当金等がお客様の口座へ自動的に振込まれますし、その日からお利息
がつきますので有利です。

給与振込サービス 毎月の給料や賞与がお勤め先から自動的にご指定の預金口座へ振込まれます。安全で早くて便利で
すし、しかもその日からお利息がつきますので有利です。

貸金庫サービス 預金通帳・預金証書・実印・宝石・貴金属・権利書等の重要書類や貴重品を金庫室に保管し、盗難や
災害からお守りします。

夜間金庫サービス 会社や商店の売上代金等をその日のうちに安全に保管いたします。年中無休ですし営業時間終了後
や休日にもご利用いただけます。

保護預りサービス 国債等をお預りし、元利金を期日にご指定の預金口座へ入金いたしますので、元利金お受取りの手
間が省けます。

キャッシュカードサービス しんきんキャッシュカードがあれば、ご預金のお預け入れも、お引出しもハンコや通帳がいりませ
ん。閉店後も取扱いをしており、たてしんの本支店のほか全国の金融機関でご利用いただけます。

外貨宅配取次サービス 外国通貨の両替、旅行小切手の販売、買取の取次ぎをいたします。海外へお出かけの際などにご利
用ください。

内国為替サービス 当金庫の本支店はもちろん全国各地の信用金庫や銀行へのお振込や、小切手・手形等のお取立てを
確実に且つスピーディーにお取扱いします。

自動送金サービス 学費や家賃・駐車場料金等を、毎月一定日に同一振込先に対して一定金額を振込む場合、一回の手
続きにより依頼人の預金口座からご指定の口座へ振込む制度です。

テレホンファクシミリ
サービス

しんきんテレホン・ファクシミリサービスは、ご指定口座への振込入金の内容や預金残高をコンピュー
ターが直接電話でご連絡したり、お客様からのお問い合わせに即時にお応えする便利なシステムです。

しんきんテレホン
バンキング

残高照会や振込みなどの手続きが電話一本でどこからでも可能です。フリーダイヤル・通話料無料
（個人のみ）

デビットカード お手持ちのキャッシュカードで、デビットカード取扱加盟店でのお買い物がキャッシュレスで可能で
す。（事業者カードローンを除く）

モバイルバンキング お手持ちの携帯電話を利用して残高照会やお振込等ができるサービスです。

インターネットバンキング
サービス お手持ちのパソコンを利用して残高照会やお振込等ができるサービスです。

国債・投資信託業務

損　害　保　険
(しんきんグッドすまいる)
（しんきんの自動車保険）

住宅ローンをご利用されるお客様に安心もいっしょにお届けする住宅火災保険です。
万一の際の事故に対応する保険商品です。

生　命　保　険
定額年金保険
終身保険

第３分野（医療保険、がん保険）

加入時に定めた年金額を確実に受取ることができる個人年金保険です。
将来のニーズにあわせて保障を準備する保険商品です。
「がん」による入院、通院、手術などへの保障を準備するための保険商品です。

保険業務

サービス業務



15

手数料一覧

種　　類 金　額

振
　
　
込

窓口

同一店内
３万円未満 216
３万円以上 432

当金庫本支店
３万円未満 216
３万円以上 432

他金融機関
電信扱

３万円未満 648
３万円以上 864

文書扱
３万円未満 648
３万円以上 864

ＡＴＭ現金扱

同一店内
３万円未満 108
３万円以上 324

当金庫本支店
３万円未満 108
３万円以上 324

他金融機関
３万円未満 432
３万円以上 648

ＡＴＭ
キャッシュカード

扱

同一店内
３万円未満 無料
３万円以上 無料

当金庫本支店
３万円未満 108
３万円以上 324

他金融機関
３万円未満 324
３万円以上 540

定額自動振込

同一店内
３万円未満 108
３万円以上 324

当金庫本支店
３万円未満 216
３万円以上 432

他金融機関
３万円未満 540
３万円以上 756

インターネット
バンキング
個人用

同一店内
３万円未満 無料
３万円以上 無料

当金庫本支店
３万円未満 108
３万円以上 216

他金融機関
３万円未満 216
３万円以上 432

インターネット
バンキング
法人用

同一店内
３万円未満 無料
３万円以上 無料

当金庫本支店
３万円未満 108
３万円以上 324

他金融機関
３万円未満 432
３万円以上 648

代
金
取
立

同一交換所内

同一店内
小切手 １通につき 無料
手形 １通につき 432

本支店
小切手 １通につき 108
手形 １通につき 432

他金融機関
小切手 １通につき 432
手形 １通につき 648

他の交換所
普通扱 １通につき 864
至急扱 １通につき 1,080

返
却
組
戻

不渡手形返却料 １通につき 864
取立手形組戻料 １通につき 864
取立手形店頭呈示料 １通につき 864
振込送金組戻料 １通につき 864

当
座
関
係

小切手帳　　　　　　　　　50枚綴 １冊 2,160
約束手形帳　　　　　　　　50枚綴 １冊 2,160
為替手形帳　　　　　　　　25枚綴 １冊 1,080
マル専手形 １枚 540
マル専口座開設料（割賦販売通知書１枚につき） 3,240
自己宛小切手 １枚 540
署名鑑登録手数料 10,800
署名鑑変更手数料 5,400

アンサー基本料 月額 1,080
取引履歴明細表発行手数料（１依頼（１顧客）あたり） 540

為替手数料 融資関係手数料

条件変更 返済条件の変更、返済期限の延長 5,400円
3．条件変更

繰上
返済

固定金利期間中の繰上返済 一部返済 21,600円
固定金利期間中の繰上返済 全部返済 32,400円
変動金利期間中の繰上返済 一部返済 5,400円
変動金利期間中の繰上返済 全部返済 5,400円

2．繰上返済手数料

金利
変更

金利引下げ 5,400円
固定金利→固定金利 5,400円
固定金利→変動金利 5,400円
変動金利→固定金利 5,400円
金利選択型住宅ローン再度固定金利選択の場合 5,400円

4．金利変更

単位：円（消費税込み）

（平成27年4月1日現在）

カードローン・事業者カードローン発行手数料 1,080円
保証協会付事業者カードローン口座維持手数料（更新時） 1,080円
火災保険質権設定手数料 1,080円

融資実行手数料
割引手形 108円
手形貸付 540円

証書貸付・支払承諾 1,080円

5．融資その他手数料

証明書
発行手数料

預金・融資残高証明書 540円
残高証明書（顧客指定用紙） 1,080円
出資金残高証明書 540円
預金・融資利息支払証明書 540円
融資証明書 10,800円

通帳・カード
再発行手数料

通帳・証書・出資証券再発行 1,080円
キャッシュカード・
ローンカード再発行 1,080円

（事業性）
事業資金新規不動産担保設定 43,200円
追加設定 21,600円
順位変更 21,600円
債務者(連保人)追加・脱退・変更 21,600円
極度変更 21,600円
不動産・建設業者の商品用不動産担保一部抹消 10,800円
（住宅用）
自己居住用不動産担保設定（１千万円未満） 10,800円
自己居住用不動産担保設定（１千万円以上） 21,600円
追加設定 10,800円
順位変更 10,800円
債務者(連保人)追加・脱退・変更 10,800円
極度変更 10,800円
（共通）担保の一部抹消・差し替え 5,400円

1．不動産担保事務取扱手数料

住宅資金　しんきん保証基金・プロパー 32,400円
6．事務手数料

●その他手数料

貸金庫
Ａ型（本店・大泉・西・ニュータウン）１年間 5,400円
Ｂ型（本店）	 １年間 6,480円
Ｃ型（本店）	 １年間 10,800円

夜間金庫 1年間 12,960円
夜間金庫 預金袋（預金袋鍵含む）の再交付 3,240円
国債保護預り 1先1年間 1,296円
株式、出資払込証明書 1件 540円+払込金×

2.5/1000
取引履歴明細発行 1依頼（1顧客）あたり 540円

両替手数料

1～100枚 無料
101～1,000枚 324円
1,001～2,000枚 648円
2,001枚以上

648円+以降
1～1,000枚増加
ごとに324円を加算

硬貨入金手数料

1～1,000枚 無料
1,001～2,000枚 648円
2,001枚以上

648円+以降
1～1,000枚増加
ごとに324円を加算

個人情報開示手数料 請求書1件につき 1,080円
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TAT E B AYA S H I  S H I N K I N  B A N K  D I S C L O S U R E

手数料項目 負担者 手数料額
基本料金（月額） 無　料

発生記録手数料
債務者請求 債務者 当金庫宛324円

他行宛540円

債権者請求 債権者 当金庫宛324円
他行宛540円

譲渡記録手数料 譲渡人 当金庫宛162円
他行宛270円

分割譲渡記録手数料 譲渡人 当金庫宛324円
他行宛540円

保証記録手数料 債権者 324円
変更記録手数料 債権内容 請求者 324円
支払等記録 請求者 324円
入金手数料 債権者 216円

開示請求手数料 通常開示（WEB） 無　料
（書面）

開示請求手数料 特例開示（書面） 請求者 3,240円

残高証明書発行手数料 定例発行 請求者 	2,700円
都度発行 請求者 4,320円

口座間送金決済中止 請求者 648円
支払不能情報照会手数料 利用者等からの照会（書面） 請求者 3,240円
変更記録手数料 利害関係者3名以上(書面) 請求者 2,160円
（割引）

割引利用手数料 全部割引 請求者 324円
一部割引 請求者 648円

でんさいサービス手数料

※金融機関・取扱店により開始時間・終了時間が異なります。「－」欄のお取引はご利用できません。
※入金につきましては、一部他の金融機関発行のカードはご利用いただけません。

※記載の金額には、消費税が含まれております。
※特に表示されたもの以外は、すべて１件・１通あたりの単価です。

お取引き カードの種類 平　日 土曜日 日曜日・祝日
８：４５〜９：００ ９：００〜１８：００ １８：００〜終了 ９：００〜１４：００ １４：００〜終了 終日

ご出金
当金庫のカード 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料
全国の信用金庫のカード 無　料 無　料 108円 無　料 108円 108円
郵便局のカード 108円 108円 216円 108円 216円 216円
他の金融機関のカード 108円 108円 216円 108円 216円 216円

ご入金
当金庫のカード 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料
全国の信用金庫のカード 無　料 無　料 108円 無　料 108円 108円
郵便局のカード 108円 108円 216円 ― ― ―
他の金融機関のカード 108円 108円 216円 108円 216円 216円

ＡＴＭ利用手数料
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1. 住宅ローン
①住宅ローン
　個人住宅の新築・購入・増改築・借換資金です。
　ご融資金額6,000万円まで、ご返済期間35年以内、ただし、最終返済時の年齢が80歳以下となります。
　しんきん保証基金又は全国保証の保証が必要です。
　A.固定・変動金利選択型住宅ローン
　　個人住宅の新築・購入・増改築・借換資金です。
　　ご融資金額6,000万円まで、ご返済期間35年以内、ただし、最終返済時の年齢が80歳以下となります。
　　固定期間3年・5年・7年・10年の4種類、変動金利があります。
　　しんきん保証基金又は全国保証の保証が必要です。
　B.新型住宅ローン
　　個人住宅の新築・購入・増改築・借換資金です。
　　ご融資金額6,000万円まで、ご返済期間35年以内、ただし、最終返済時の年齢が80歳以下となります。
　　10年間固定型・30年間フル固定型・35年間準固定型の３種類あります。
　　しんきん保証基金又は全国保証の保証が必要です。
②住宅リフォームローン
　住宅リフォーム資金、それに伴う諸費用にご利用いただけます。
　ご融資金額1,000万円まで、ご融資期間15年以内です。
　しんきん保証基金の保証が必要です。

2. 消費者ローン
①カーライフプラン
　自家用車の購入資金です。
　ご融資金額500万円以内、ご返済期間10年以内です。
②教育プラン
　学校納付金、教育関連費等にご利用下さい。
　ご融資金額500万円以内、ご返済期間10年以内です。
③一般個人ローン
　健康で文化的な生活を営むために必要な資金としてご利用下さい。
　ご融資金額500万円以内、ご返済期間10年以内です。
④スーパーフリーローン
　お使い道は自由です。ただし事業性資金はご利用できません。
　ご融資金額200万円以内、ご返済期間7年以内です、ただし、最終返済時の年齢が70歳以下となります。
⑤クイックローン
　お使い道は自由です。事業資金でもご利用いただけます。
　	ご融資金額は10万円～500万円以内（1万円単位）、ご返済期間6ヶ月以上10年以内（300万円以内は7年
以内）です。

上記①～⑤はいずれも担保、保証人は必要ありませんが保証会社の保証が必要となります。

3. カードローン
①カードローン
お使い道は自由です。ただし、事業性資金はご利用できません。
申込極度額は、50万円以内。10万円単位
ご契約期間1年、2年、3年、のいずれか、ただし、更新審査により継続可能で、ご返済は定額返済です。
しんきん保証基金の保証が必要です。
②カードローン「たてしんきゃっする」
お使い道は自由です。ただし、事業性資金はご利用できません。
申込極度額は10万円～500万円（専業主婦の方は上限50万円）、ご返済は定額返済です。
ご契約期間3年（原則自動更新）
信金ギャランティ㈱の保証が必要です。

商品利用に当っての留意事項


