
◎預　金　 （平成 30 年７月１日現在）

預金・積金の種類 内容と特色 預入期間 預入最低金額 付利単位
自由金利型定期預金

“大口定期”
余裕資金の運用に適した商品です。利率は金融市場の金利動向に応じて
原則１週間単位で変わります。自動継続型もあります。

１ヵ月以上
５年以内 １千万円以上 100 円

自由金利型定期預金（Ｍ型）
“スーパー定期”

まとまったお金を大きく増やすお利息の有利な商品です。個人の方に限
り、３年以上のものについては、半年複利の商品をご用意しています。

１ヵ月以上
５年以内 100 円以上 １円

変動金利定期預金 金融市場の金利動向に応じて契約日から６ヵ月ごとに金利が変わりま
す。個人の方に限り３年もの半年複利を選択できます。

１年以上
３年以内 100 円以上 １円

利息分割型定期預金 お利息は、ご指定のお利息受取間隔の月数に応じて、お預かり日の金利
で月割計算し、ご指定の口座に入金します。（個人の方に限ります。）

１年～５年の
定型もの

“大口定期”又は
“スーパー定期”により
お預かり致します。

期日指定定期預金“青空” １年複利で運用できます。お預入れ後１年を経過すると、１ヵ月前の連
絡でいつでもお引き出し可能な商品です。（個人の方に限ります。） 最長３年 100 円以上

300 万円未満 １円

定期積金“スーパー積金” 旅行、結婚、教育費など、より大きな資金を準備するのに適した商品で
す。金利は契約期間が長いほど有利な３段階となっています。

６ヵ月以上
５年以内 1,000 円以上 １円

ボーナス併用定期積金
“北の時代”

ボーナス月特別積立（年２回）と通常積立を併用し、通常積立額を低く抑
え、資産形成を容易にする商品です。（ボーナス月はご契約時にお客さ
まのご都合に合わせて設定します。また、ご契約は個人の方に限ります。）

３年以上
５年以内

ボーナス月：
　３万円以上
通常月：
　１万円以上

１円

隔月掛込定期積金
“新とかち野”

年金受給者の方に適した隔月掛込定期積金です。ご契約月が奇数であれ
ば奇数月が、偶数であれば偶数月が掛込月になります。

（個人の方に限ります。）

３年以上
５年以内 ２万円以上 １円

貯蓄預金 出し入れ自由な預金です。金利は金額階層別に５段階となっています。
（個人の方に限ります。） ご自由 １円以上 100 円

※店頭に「説明書」をご用意しています。

◎融　資 （平成 30 年７月１日現在）

融資の種類 資金の使いみち 融資額 返済期間 担保・保証
カ
ー
ド
ロ
ー
ン

ニュー・アルファカードローン
暮らしの資金として幅広いお使い
みちにご利用ください。限度額以
内で反復してご利用いただけま
す。

限度額 10 ～ 100 万円

３年以内（更新可能）
保証会社の保証おびしんきゃっするカードローン 限度額 10 ～ 900 万円

ＮＣ・おびしんシニアカードローン 限度額 10 ～ 50 万円

ベストフィルスーパーカードローン 限度額 100 ～ 1,000 万円 不動産担保

消　
費

しんきん個人ローン

暮らしの資金として幅広いお使い
みちにご利用ください。

10 ～ 500 万円 ３ヵ月以上 10 年以内

保証会社の保証

ＮＣ・おびしんフリーローン 10 ～ 300 万円 ６ヵ月以上７年以内

日専連・おびしんフリーローン 10 ～ 300 万円 ６ヵ月以上７年以内

おびしんフリーローンネオ 10 ～ 500 万円 ６ヵ月以上 10 年以内

おびしんシニアライフローン 10 ～ 100 万円 ３ヵ月以上 10 年以内

教　
育

おびしん教育カードローン
お子さまの教育資金にご利用くだ
さい。なお就学期間中はカード
ローン方式でご利用いただき卒業
後は割賦返済方式となります。

限度額
50 ～ 500 万円

当座貸越
最長５年
証書貸付
３ヵ月以上 10 年以内 保証会社の保証

帯広しんきん教育ローン 学校納付金等、お子さまの教育資
金にご利用ください。 10 ～ 1,000 万円 ３ヵ月以上 16 年以内

自
動
車

おびしんカーライフプラン 自家用車購入、車検、修理費、免
許取得費などにご利用ください。

10 ～ 1,000 万円 ３ヵ月以上 10 年以内
保証会社の保証

マイカーローン 10 ～ 500 万円 ６ヵ月以上８年以内

住　
宅

住居（すまい）るローン（リフォーム資金）

不動産の購入、新築、増改築、住
宅資金の借換等にご利用くださ
い。

10 ～ 1,000 万円 ６ヶ月以上 20 年以内

保証会社の保証住居（すまい）るローン（借換資金） 50 ～ 1,000 万円 ６ヵ月以上 20 年以内

おびしん無担保住宅ローン 10 ～ 1,500 万円 ３ヵ月以上 20 年以内

おびしん住宅ローン 100 ～ 8,000 万円 ２年以上 35 年以内 不動産担保

ニュー・マイホームローン 50 ～ 8,000 万円 １年以上 35 年以内 不動産担保
保証会社の保証ニュー・マイハウスローン 100 ～ 10,000 万円 ２年以上 35 年以内

おびしんフラット 35（機構買取型） 100 ～ 8,000 万円 15 年以上 35 年以内 不動産担保

ご注意／ 各種融資は、融資対象が限られる場合又は不動産担保・保証など一定の基準を満たす必要があります。
　　　　 年収や借入金の合計などによってご融資金額が制限される場合や別途連帯保証人又は連帯債務者が必要となる場合があります。また、金利と別

に保証料・手数料が必要な場合もありますので、詳しくは窓口でおたずねください。
　　　　各種融資は、一部を除き個人消費専用の商品です。事業資金につきましては、窓口でおたずねください。
※店頭に「説明書」をご用意しています。

◎保　険　 （平成 30 年７月１日現在）

保険の種類 商品名 保障の内容 引受保険会社

生
命
保
険
商
品

終身保険

一時払終身保険
＜しんきんらいふ終身ＦＳ＞

円建て定額の終身保険で保険金や解約
返戻金は契約時に確定しており、ご加
入当初から死亡保険金・高度障害保険
金が一時払保険料を上回ります。

コフクしんらい生命保険株式会社

一時払終身保険「しんきんらいふ終身Ｓ」
＜ふるはーとＪロードプラス＞

（予定利率変動型）

契約当初の保障を抑え、その後の保障
を大きくした一時払終身保険です。職
業のみの告知で幅広い年齢層の方から
申込みいただけます。

住友生命保険相互会社

ニッセイ指定通貨建積立利率変動型
一時払終身保険
＜ロングドリームＧＯＬＤ＞

一生涯の死亡保障に加えて、外貨建に
よる資産形成も可能な終身保険です。 日本生命保険相互会社

定期保険 しんきんの定期保険
＜ハローキティの定期保険＞

万一のときに備える定期保険です。特
約を付加することで、認知症・介護や
がんに備えることもできます。

コフクしんらい生命保険株式会社

医療保険

しんきんの医療保険
＜ちゃんと応える医療保険ＥＶＥＲ＞

一生涯の幅広い医療保障の準備にご利
用ください。

アフラック
しんきんの医療保険
＜ちゃんと応える医療保険やさしいＥＶＥＲ＞

ご健康に不安のある方にもご利用いた
だけます。

しんきんの医療保険
＜フェミニーヌｎｅｏ＞

「安心」に「楽しみ」をプラスした、女
性のための医療保険です。 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱

しんきんの医療保険
＜＆ＬＩＦＥ新医療保険Ａプレミア＞

医療保障に加え、介護保障を充実でき
ます。 三井住友海上あいおい生命保険㈱

医療保険
（法人向専用商品）

しんきんの医療保険
＜新・健康のお守り＞

三大疾病の保障・がんの保障など各種
特則・特約を付加することでお客様の
ニーズにあわせた保障を提供できます。

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険㈱
しんきんの医療保険
＜新・健康のお守り　ハート＞

健康に不安のある方でも簡単な告知で
お申し込みでき、特則・特約を付加す
ることで三大疾病も手厚く保障します。

がん保険

しんきんのがん保険
＜がん診断保険Ｒ＞

がん診断確定による一時金受取を基本
に「がん」にならなかった時に「戻る」
機能のある保険です。

東京海上日動あんしん生命保険㈱

しんきんのがん保険
＜新　生きるためのがん保険Ｄａｙｓ1＞

女性のがんに手厚い保障が準備されて
います。（女性がん特約付加の場合） アフラック

損
害
保
険
商
品

住宅ローン関連の
長期火災保険

しんきんグッドすまいる
＜ＴＨＥすまいの保険＞

お客さまの生活環境に合わせたプラン
が選択可能な新しい火災保険です。

幹事会社：
　損害保険ジャパン日本興亜㈱
引受会社：
　共栄火災海上保険㈱
　東京海上日動火災保険㈱
　三井住友海上火災保険㈱

法人会員・個人事業主
会員専用一般物件用・
店舗総合保険

しんきんの事業性保険
＜しんきん　お店と事務所のほけん＞

火災や自然災害による建物等の損害を
幅広く補償し、付帯サービスにより事
故後の早期事業復旧を支援します。

損害保険ジャパン日本興亜㈱

法人会員・個人事業主
会員・個人会員専用共
同・併用住宅個人用火
災総合保険

しんきんの事業性保険
＜しんきん　オーナーの火災ほけん＞

火災や自然災害による建物等の損害や、
充実した特約により事業活動に伴うリ
スクを幅広く補償します。さらに付帯
サービスとして、水まわりやかぎのト
ラブルに対する応急サービスなどを無
料で提供します。

損害保険ジャパン日本興亜㈱

債務返済支援保険

しんきんグッドサポート
住宅ローン返済中、病気・ケガにより
働けなくなった期間の返済をサポート
します。

幹事会社：
　共栄火災海上保険㈱
引受会社：
　損害保険ジャパン日本興亜㈱

しんきんグッドサポート
＜８大疾病補償ワイドプラン＞

働けなくなった場合、「月額返済補償」
と「残債一括補償」の２つの補償によ
り住宅ローンの返済をサポートします。

損害保険ジャパン日本興亜㈱

海外旅行保険 しんきんグッドパスポート
海外旅行へご出発のときからケガ・病
気・賠償事故などの幅広い補償のため
にご利用ください。

共栄火災海上保険㈱

傷害保険

しんきんの傷害保険
＜標準傷害保険＞

24 時間国内外を問わず、さまざまな事
故によるケガを補償します。

共栄火災海上保険㈱
しんきんの傷害保険
＜標準傷害保険＋キッズプラン＞

大切なお子さまやお孫さまのために、
もしもの時の安心をご提供します。

１．当金庫の定める「保険募集指針」については 28 ページをご覧ください。
２．詳しくは、取扱い窓口までお問い合せください。生命保険、損害保険とも各々所定の資格を持つ募集人が説明させていただきます。
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