
 ■預金業務
当座預金、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、非居住者円預金、外貨預金、

譲渡性預金等を取扱っています。

 ■貸出業務
■貸　　　付…… 手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っ

ています。

■手形の割引……  銀行引受手形、商業手形および荷付為替

手形等の割引を取扱っています。

 ■有価証券投資業務
預金の支払準備および資金運用のため、国債、地方債、社債、

株式およびその他の証券に投資しています。

 ■内国為替業務
送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っています。

 ■外国為替業務
輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務

を行っています。

 ■付随業務
業務の代理

●日本銀行歳入代理店および国債代理店業務

●地方公共団体の公金取扱業務

●住宅金融支援機構等の代理店業務

●株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金
の支払代理業務

●日本政策金融公庫等の代理貸付業務

●保護預かりおよび貸金庫業務

●有価証券の貸付け

●債務の保証

●公共債の引受け

●国債等公共債の窓口販売

●投資信託の窓口販売

●保険商品の窓口販売

●両替

●確定拠出年金運営管理業務

●Ｍ＆Ａ仲介業務

●その他の業務

●信託契約代理業務

 ■預金業務
皆さまのライフスタイルにあわせた資産形成や生活設計にお役に立てるよう、豊富な預金商品をご用意しています。

◆印は預金保険の対象となる預金です。  （平成29年6月30日現在）

預金の種類 特　　色

流動性預金

◆総合口座 １冊の通帳に貯める、支払う、受取る、借りるをセット。（個人の方のみ）

◆普通預金 自由に出し入れができ、家計簿がわりにご利用でき、とても便利です。

◆普通預金（決済用） 決済用は、お利息がつきません。

◆貯蓄預金 出し入れ自由で、キャッシュカードもご利用いただけます。（個人の方のみ）

◆当座預金 商取引に安全で、手形・小切手がご利用いただけます。

◆通知預金 まとまったお金の短期間の運用に最適です。

◆納税準備預金 納税資金を計画的に準備していただく預金です。納税支払いの場合はお利息は非課税です。

定 期 預 金

◆期日指定定期預金 利息は1年の複利計算。1年据置後、一部引き出しもできます。

◆スーパー定期 １，000円以上で運用する自由金利型定期預金です。

◆大口定期預金 １，000万円以上の大口資金を運用する自由金利型定期預金です。

◆定額複利預金 6か月据置後、自由にお引き出しができます。一部引き出しもできます。（個人の方のみ）

◆変動金利定期預金 お預入れから6か月ごとに利率が見直しされます。

定 期 積 金 ◆スーパー積金 毎月一定額を積立てていく月掛商品です。

財 形 預 金

◆一般財形預金 勤労者が給与・ボーナスから天引きで積立てる預金です。

◆財形年金預金 豊かな老後のための目的預金です。

◆財形住宅預金 マイホームの取得のための目的預金です。

外 貨 預 金
  外貨定期預金 外貨建ての定期預金です。

  外貨普通預金 外貨建ての普通預金で、出し入れ自由です。

お願い：西尾信用金庫に初めてご預金をされる方は、ご本人を確認させていただく書類が必要となります。

主要な事業の内容

商品・サービスのご案内
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 ■融資業務
地域の皆さまの様々な資金需要にお応えできるように各種ローンをお取扱いしています。お気軽にご利用ください。

※ご融資にあたっては、所定の審査が必要となります。  （平成29年6月30日現在）

ローンの種類 特　徴　・　お　使　い　み　ち　等

にししんカードローン カード1枚で、いつでもご利用いただけます。お使いみちは自由です。

フリーローン 健全な暮らしの資金および事業性資金・おまとめ資金等なんでもご自由にご利用いただけます。

フリーローンフレックス 使いみちはご自由にご利用いただけます。

ワイドローンクィック 使いみちはご自由にご利用いただけます。

ECOカーローン 環境負荷の少ないハイブリッド車、環境適合車等の購入にご利用いただけます。

カーライフプラン お車の購入・点検・免許取得の費用などにご利用いただけます。

予約型マイカーローン 契約極度額の範囲内で、お車の購入・点検・修理の費用など、見積書の提出により何回でもご利用いただけます。

にししん教育ローン 入学金・授業料など、教育関連資金にご利用いただけます。

福祉プラン 介護用機器の購入・設置資金などにご利用いただけます。

にししん住宅ローン マイホームプラン実現のお手伝いにご利用いただけます。

無担保住宅ローン 不動産の購入、新築、建替、借換、リフォーム資金が無担保でご利用頂けます。

無担保住宅資金借換ローン 住宅ローンの借換に無担保でご利用いただけます。

リフォームプラン・エコ 太陽光発電システム導入等、自宅のECOスタイル化にご利用いただけます。

リフォームローン お住まいの増改築・改装等にご利用いただけます。

ホーミングローン 住宅購入に必要な諸費用に加え、定期借地物件の保証金などを無担保でご融資するローンです。

創業支援資金 新規創業を予定されている方、創業3年以内の方を幅広く支援するローンです。

西尾市企業立地応援ローン 西尾市の補助金・助成金を活用される企業が工場等の建設を支援するローンです．

事業者カードローン カード1枚で、必要なときに繰り返しご利用いただけます。短期資金に大変便利です。

ビジネスオートローン 事業用自動車（トラックでも乗用車でもＯＫです。）の購入資金にご利用できます。

にししん機械担保ローン 機械設備を担保として事業資金をご融資するローンです。

上記のほか、一般融資・制度融資・代理貸付・各種提携ローンもございます。

 ■サービス業務
皆さまの利便性向上のため、次のような各種サービスをお取扱いしています。お気軽にご利用ください。

※各サービスのご利用は窓口での手続きが必要となります。  （平成29年6月30日現在）

サービスの種類 サ　ー　ビ　ス　の　内　容

自動受取サービス 年金・給与・ボーナス・配当金・保険金などが自動的にお客さまの指定口座に振り込まれます。

Pay-easy（ペイジー）
口座振替受付サービス

収納機関の受付端末機からキャッシュカードと暗証番号を入力するだけで、預金口座振替契約が完了する
サービスです。

自動支払サービス 公共料金・税金・家賃・クレジット利用代金・ローンの返済などを預金口座から自動的に支払います。

集金代行サービス お客さまの集金業務を当金庫が代行いたします。

為替自動振込サービス 毎月一定日にお客さまの指定された受取人の預金口座に自動的に送金します。

夜間金庫 営業時間終了後も、毎日の売上金などを安全にお預かりします。

貸金庫（保護預かり） お客さまの大切な書類、貴重品などを安全に保管いたします。

キャッシュサービス
ＡＴＭにより、お預入れ・お引出し・通帳記入・残高照会・お振込等がご利用できます。また、お引出し、
残高照会は全国の信用金庫および提携金融機関、郵便局のキャッシュコーナーでもご利用いただけます。

しんきんゼロネットサービス
にししんのキャッシュカードで全国のしんきんＡＴＭでも、平日／8：45～ 18：00の入出金および 
土曜日／9：00～14：00の出金が、原則、手数料無料でご利用いただけます。
＊一部の信用金庫・ATMにおいて、このサービスがご利用いただけない場合がございます。 

デビットカードサービス にししんのキャッシュカードがお買物代金などのお支払いにそのままご利用できるサービスです。

法人インターネットバンキングサービス
インターネットを利用して総合振込、給与・賞与振込、都度振込、口座振替や残高照会等各種照会が
できる法人および個人事業主さま向けのサービスです。税・料金等の払込（ペイジー）がご利用できます。

個人インターネットバンキングサービス
パソコンや携帯電話を利用してお振込や残高照会等ができる個人のお客さま向けのサービスです。
税・料金等の払込（ペイジー）がご利用できます。

外貨宅配サービス 36種類の外国通貨の中から、お申込された通貨を宅配いたします。

キャッシュパスポートサービス
海外専用のプリペイドカードで渡航先のMasterCard対応ATMで現地通貨を引出したり、
MasterCard加盟店でデビットカードとして利用できるサービスです。

ネット口座振替受付サービス お客さまのパソコン、携帯電話、スマートフォンから口座振替の手続きができるサービスです。

電子マネーチャージサービス お客さまの口座からEdyチャージができるサービスです。

上記のほか、各種サービスを取り揃えております。

36

2017TheNishioShinkinBank
D I S C L O S U R E



振込手数料
同一支店宛 本支店宛 他行庫宛

振　込

一般振込
　　※１

依頼書渡
3万円未満 216円 324円 648円
3万円以上 432円 540円 864円

データ渡等
モバイルバンキング

3万円未満 無料 108円 324円
3万円以上 〃 216円 540円

ATM振込

現　金
3万円未満 108円 108円 432円
3万円以上 216円 324円 648円

キャッシュカード
信金・都銀・
地銀・第二
地銀・信組の
カードも取扱
できます。

3万円未満
無料 無料

324円
一部共同ATMは有料

3万円以上
無料 無料

540円
一部共同ATMは有料

インターネット
振 込 個人・法人

3万円未満 無料 無料 324円
3万円以上 無料 無料 540円

給 与
振 込

依 頼 書 渡 無料 無料 162円
デ ー タ 渡 等 無料 無料 162円

※１ 「身体障害者手帳」を窓口でご呈示いただいた視覚障がいのある方で、1人ではATM利用が
困難なお客さまは、ATM振込〔キャッシュカード〕の取扱いの手数料とさせていただきます。

マル専当座預金手数料
項　　目 料　　金

マル専当座開設手数料 1件 3,240円
マル専手形用紙 1枚 540円

小切手帳・手形帳代金（1冊当り）

項　　目
料　　金

記名判印刷あり 記名判印刷なし
小切手帳（1冊50枚） 864円 648円
手形帳（1冊25枚） 540円 432円
署名鑑登録（変更）手数料 5,400円

不動産担保手数料
項　　目 料　　金

新規設定手数料 設  定
金  額

3千万円以下 32,400円
3千万円超
5千万円未満 43,200円

5千万円以上 54,000円

設定金額の増額・
追加担保手数料

一律
（ただし、新規設定時の追加
条件を履行する場合は除く）

21,600円

ローン関係手数料
項　　目 料　　金

にししん
住宅ローン
Ａ方式

新規事務手数料 融資
金額

１千万円未満 54,000円
１千万円以上
２千万円未満 108,000円

２千万円以上 162,000円

にししん
住宅ローン

にししん
リフォームローン

繰
上
げ
返
済
手
数
料

固定金利選択型
（固定金利選択中）

全額 一律 32,400円
一部 一律 21,600円

上記以外住宅ローン
全額

借
入
後
経
過
期
間

3年以内 3,240円
3年超
5年以内 2,160円

5年超
7年以内 1,080円

7年超 無　料
一部 一律 3,240円

契約変更事務手数料 一律 5,400円
固定金利選択型住宅ローン
特約期間終了時の
再特約期間選択手数料

一律 5,400円

 ■手数料一覧（消費税含む/平成29年6月30日現在） 

 ■証券業務 
  （平成29年6月30日現在）

業務の種類 取  扱  商  品

公共債の窓口販売 国債、地方債を取り扱っています。

投資信託の窓口販売 株式投資信託を取り扱っています。

 ■保険業務 
  （平成29年6月30日現在）

業務の種類 取  扱  商  品

損害保険の窓口販売 長期火災保険、債務返済支援保険、海外旅行保険、傷害保険を取り扱っています。

生命保険の窓口販売 個人年金保険、終身保険、学資保険、がん保険、医療保険を取り扱っています。

 ■相談業務 
  （平成29年6月30日現在）

業務の種類 相  談  内  容

各種相談業務 各種ローン、年金、事業継承および資産運用などのご相談をさせていただいています。

休日無料相談
東刈谷支店において毎月第2・第4日曜日に、下町支店において毎月第1・第3日曜日（1月・5月の第1日曜
日はお休み）に、幸田北支店において奇数月第3日曜日に、また辻支店相談プラザは毎週土曜日（1月・5月
の第1土曜日はお休み）に年金、各種ローン、事業資金および資産運用の休日無料相談会を開催しています。

 ■確定拠出年金運営管理業務（対象範囲拡大 iDeco） 
  （平成29年6月30日現在）

業務の種類 取  扱  商  品

確定拠出年金運営管理業務 企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金の運営管理機関としての業務を行っています。
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取立関係手数料
ご利用区分 振込先区分 料　　金

代 金 取 立

他地扱（至急） 1,080円

他地扱（普通） 864円

名古屋交換扱 432円

当金庫本支店扱 432円

当金庫同一店扱 無　料

割引手形取立

他地扱 864円

名古屋交換扱 432円

当金庫本支店扱 432円

当金庫同一店扱 無　料

そ　の　他

送金・振込みの組戻手数料 1,080円

不渡手形返却料 1,080円

取立手形組戻料 1,080円

取立手形店頭呈示料 1,080円

各種手数料
項　　目 料　　金

残高証明書発行手数料 1通 216円

融資証明書発行手数料 1通 10,800円

自己宛小切手発行手数料 1枚 540円

通帳・証書・カード再発行手数料 1件 1,080円

個人情報回答書 1通 1,080円

ファーム&ホームバンキングサービス
月額基本手数料（1お客さまにつき）

FB端末 3,240円

ホームユース端末 1,080円

プッシュホン・ファクシミリ 324円

iモード端末 108円

法人インターネットバンキングサービス 月額基本手数料 3,240円
（都度振込のみは無料）

ハードウェアトークン手数料 月額 108円

個人インターネットバンキングサービス 月額基本手数料 無　料

夜間金庫利用手数料 1件月額 5,400円

入金帳発行手数料 1冊（50枚） 16,200円

貸金庫利用手数料（年額）

（大） 12,960円

（中） 10,368円

（小） 6,480円

全自動貸金庫利用手数料（年額）
（大） 15,552円

（小） 10,368円

両替手数料
ご希望またはご持参される
紙幣・硬貨の合計枚数

1～100枚 無　料

101～500枚 216円

501～1,000枚 432円

1,001～ 2,000枚 648円

以後1,000枚毎 ＋324円

ATM利用手数料
項　　目 料　　金

引出し

当金庫カード

平 日

無　料土曜日
日曜日
祝 日

他金庫カード

平 日
8：00～  8：45 108円
8：45～18：00 無　料
18：00～21：00 108円

土曜日
8：00～  9：00 108円
9：00～14：00 無　料
14：00～21：00 108円

日曜日
祝 日 108円

信金以外の
他行カード
および
ゆうちょ銀行カード

平 日
8：00～  8：45 216円
8：45～18：00 108円
18：00～21：00 216円

土曜日
8：00～  9：00 216円
9：00～14：00 108円
14：00～21：00 216円

日曜日
祝 日 216円

預入れ

当金庫カード・通帳 無　料

他金庫カード・通帳

平 日
8：00～  8：45 108円
8：45～18：00 無　料
18：00～21：00 108円

土曜日
8：00～  9：00 108円
9：00～14：00 無　料
14：00～21：00 108円

（※通帳については一部の
金庫では取扱いできません）

日曜日
祝 日 108円

ゆうちょ銀行カード
第 二 地 銀 カ ード
信 用 組 合 カ ード
労 働 金 庫 カ ード
イオン銀行カード

平 日
8：00～  8：45 216円
8：45～18：00 108円
18：00～21：00 216円

土曜日
8：00～  9：00 216円
9：00～14：00 108円
14：00～21：00 216円

日曜日
祝 日 8：00～21：00 216円

※店舗によりご利用日・ご利用時間帯が異なりますのでご了承ください。
※当金庫のキャッシュカードおよびローンカードを当金庫のATMで
ご利用いただく場合は、曜日、時間帯にかかわらず、いつでも時間
外手数料が無料となりました。

でんさいネット利用手数料
◆でんさいネット基本手数料（月額）

基本手数料
法人インターネットバンキングをご利用されてい
るお客さま（都度振込のみの方を除く） 無　料

法人インターネットバンキングをご利用されてい
ないお客さま（都度振込のみの方を含む） 1,080円

※本サービスは、初回利用時まで基本手数料は発生しません。
※手数料については、当月分が翌月２５日（信用金庫休業日の場合は翌
営業日）に決済口座より引き落されます。

※当金庫所定の書面を当金庫取引店にご提出いただく方法で取扱うも
のについては、決済口座からの自動引落しではなく、取引店で利用
手数料をお支払いいただきます。

◆でんさいネット利用手数料（１件あたり）

項　　目 料　　金

発生記録
当金庫宛 324円

他行宛 432円

譲渡記録
当金庫宛 216円

他行宛 324円

分割譲渡記録
当金庫宛 216円

他行宛 324円

単独保証記録 216円

変更記録
オンライン 216円

書面 1,620円

通常開示 オンライン 無　料

特例開示 書面 2,700円

残高証明（書面）
都度発行方式 3,780円

定例発行方式 1,620円

支払等記録 216円

口座間送金決済の中止（組戻） 1,080円

入金（取立） 216円

割引利用
全額割引 216円

一部割引 216円
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