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　お預け入れ金額が1,000万円以上の定期預金です。
大口定期預金

　「すえひろ定期」等、お得な金利の定期預金もご用意しています。
スーパー定期

　半年毎に金利が変わる定期預金です。
変動金利定期預金

　目標に向けて毎月一定の金額を積み立てていただくご預金
です。ボーナス併用型もご用意しております。

定期積金

　職域サポート契約をご締結いただいた企業・各種団体等へ
お勤めの皆さまだけの特別商品になります。
（※パート、アルバイトの方もご利用いただけます）

職域サポート定期積金

為替業務

　全国の金融機関へのお振込みやご送金、手形・小切手の取立て
を行っています。

国内為替

　信金中央金庫を通じ、海外へのご送金や海外からの資金の
受取りを行っています。

外国為替

預金業務

その他の業務

　大切な資産をお守りするため、全自動で365日ご利用いた
だける貸金庫をご用意しております。

貸 金 庫

　個人向け国債の窓口販売を行っています。
国　　債

　豊富なラインナップをご用意しています。
投資信託

　個人投資家のための非課税制度で、手元にある余裕資金を
非課税枠で運用できます。

ＮＩＳＡ(小額投資非課税制度)

　特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課
税制度です。投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利
用しやすく、非課税枠で毎月積み立てできます。

つみたてＮＩＳＡ

　インターネットを利用し、残高照会やお振込み、定期預金作
成等を承ります。

インターネットバンキング

　VISAカード、JCBカードの会員や加盟店の受付けを行って
います。

クレジットカード

　住宅新築、建売・中古住宅購入や増改築資金が利用できる住
宅ローンのほか、（独）住宅金融支援機構との提携商品である
「フラット３５」の商品もそろえております。

住宅ローン

　フリーローンおんがえし、カードローン、カーライフプラン、
奨学プラン等、ニーズに合わせてご利用いただけます。

消費者ローン

貸出金業務

　事業者の方へ、運転資金、設備資金をご用立ていたします。
低金利の制度融資もご用意しています。

一般貸出

ニーズに合わせた多彩な商品とサービス で皆さまを応援します。
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クローバーしんきんグループの活動
　『クローバーしんきんグループ』は、福岡・筑豊地区の４金庫（遠賀、飯
塚、田川、福岡）を構成メンバーとして、平成２２年６月１日に発足しました。
　私たちは、加盟各金庫の独自性を尊重しつつ、相互の連携を深めて
いくことにより、１金庫では成し得ない総合的金融サービスも提供させ
ていただき、地域の経済、社会に貢献することを目指しています。

　豊穣の象徴である四つ葉のクローバーと
幸運の象徴であるてんとう虫で、４つの信用
金庫とその連携・協力を表現。

■シンボルマーク

　個人年金保険や一時払終身保険に加え、医療・がん保険も
取扱っています。

保険商品

●暮らしのあんしんコーナー
　皆さまの生活に関するあらゆるご相談にお応えするのが、「暮らしの
あんしんコーナー」です。各店の窓口のほか専用フリーダイヤル(※)に
よるご用命もお待ちしています。
※０１２０－８１８１－０４　（はいはいおんしん）

●（新修了生の会）「おんしん未来創世塾」
　平成２５年から地域内の次世代経営者の育成と交流を目的に「おん
しん未来創世塾」を開講し、現在は第７期を終え、これまで約２２４名の
方々が受講を修了されました。
　受講された修了生の皆さまと当金庫との繋がりを、より強固にするため
に、昨年３月、（新修了生の会）「おんしん未来創世塾」を発足させました。
　経営に役立つ様々なサービスを提供すると共に、倶楽部行事として
経営セミナー、企業視察旅行、他金庫経営者の会との交流事業等も進
めていく予定です。

●各種相談業務
　弁護士や税理士、社会保険労務士との提携による職員向け相談窓口
「クイックレスポンス」を利用して、年金や相続・贈与、法人税、企業の後継
者問題、法律に関するご相談に対し、迅速に情報を提供いたします。

●お祭りグッズの無料貸出し
　皆さまにご利用いただける本格的漆塗りおみこしを本部に常設して
います。かき氷機、ポップコーン機、わた菓子機もご用意しております。
お気軽にお申し付けください。

　おんしんでは若手職員を中心に、新たな視点や発想で顧客サービスのブランド化および気づき力向上を目指した運動をおこなっています。
　職員全員でアイディアと情熱を集結し、オリジナリティ溢れる店舗づくりに工夫を凝らし、Smile運動の一環としておんしん内でコン
テストを実施し、活動継続のモチベーションアップにも繋がっています。
　窓口では職員紹介のネームプレートを手作りし、お客さまと心の込もったコミュニケーションをもとに多岐にわたるサービス提供を
することで、お客さまの満足度を最大化しSmile運動のさらなる進化を目指しています。

「Smile運動」の取り組み

「おんしんおむすび会」について
　平成２５年５月に、おんしんで公的年金をお受け取りいただいているお客さまを会員と
する「おんしんおむすび会」が発足しました。
　全体のイベントとして、おんしん講演会（宗像ユリックス）をはじめ、観劇バスツアーなど
地域ごとの様々な支店イベントを実施し、会員の皆さまとともに、当庫の役職員も、楽し
い時間を過ごすことができました。
　「おんしんおむすび会」の会員の皆さまには、たくさんの素敵な特典がございます。どう
ぞ、お気軽に皆さまのお近くの営業店窓口にお声をかけてください。

ねんきんアドバイザーの活動
　おんしんでは、当金庫独自の取組として、現在11名
のねんきんアドバイザーが各地区を担当してお客さま
のご相談をお受けしています。ちょっとした年金への疑
問をはじめ、年金請求手続き、もらい忘れ年金調査、資
産連用に関する相談、相続の悩みや相談など、年金に
関する事以外でもお受けしております。お気軽にお声
掛けください。
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　岡垣町在住の木版画家。
　おんしんの預金通帳やカレンダーのデザインを担当。
　作品は、ぶどうの樹（（株）グラノ24K）のワインラベル
のほか、東日本大震災復興事業を記念して発行された金
貨に採用されるなど、全国で活躍中です。

■えもときよひこさんのご紹介

　おんしんでは、えもとさんのデザインによる3種類のカ
レンダー（A1 1年物、A3 半年物、タテ長2か月7枚物）をご
準備しております。
　「えもときよひこ木版画の世界」をお楽しみください。

■おんしんカレンダー

　現在、海老津駅、岡垣サンリーアイ（野間）、岡垣町観光
ステーション（波津）に、えもとさんデザインのスタンプが
設置されています。これを機会に岡垣町を散策されては
いかがでしょうか？

■岡垣町でスタンプ集め

　さかいさん夫婦が2011年から、東日本大震災、ネパ
ール地震、熊本地震で被災した子供たちに絵本を贈り、
夢と希望を一緒にお届けする支援プロジェクトです。
　現在、被災地の信用金庫などの協力も得て、第10作
目を製作中です。
　尚、この活動は全国信用金庫協会の「信用金庫社会貢
献賞（Face to Face 賞）」に選ばれました。

■「絵本deえがお」プロジェクト

●1999年　自由国民社ホームページ絵本大賞で
Adobe賞受賞

●2006年　全国信用金庫ＰＲコンクールで最優勝賞受賞
●2011年　アプリ大会でサイバーエージェント賞受賞

■主な受賞歴

　遠賀町在住の絵本作家。
　おんしんのキャラクターの黒ネコメチャくん、おむすび
くんの作者です。

■さかいみるさんのご紹介

お二人の地元の芸術家をご紹介します。

ふれあいトピックス

地域の皆さまの笑顔が、私たちの喜びです。

総合口座通帳

総合口座通帳

　おんしん創立７０周年の記念事業として、創業の地であ
る遠賀郡に対し深い感謝の意を表すとともに、地域の文
化振興に役立てていただく目的として、遠賀郡4町の図
書館へ約１８０冊の図書と書架や放送機材などの寄贈を
おこないました。各町長より「大事に使わせていただきま
す、地域の金融機関としてますます繁栄してほしい」など、
多くの感謝のお言葉をいただきました。

遠賀郡4町への図書寄贈

　「あなたと　これからも」・・・・
創立７０周年を機に、新しいブランドスローガンを決定しました。
　「相互扶助を基本理念とする協同組織金融機関として、また地域に根差す町内
的金融機関として、おんしんはこれからもずっとお客さまのそばに寄り添い続ける
との強い思い」を込めています。

「おんしんブランドスローガン」のご案内

「ホームページ」のご案内

　おんしんの情報や各種ローン、インターネットバンキング
などのサービスはもちろん、地域イベントなど生活に密着し
た情報満載。ぜひおんしんホームページにアクセスしてくだ
さい。

■おんしんのホームページ

https://www.shinkin.co.jp/onga/

　令和2年1月から「おんしんアプリ通帳」の取扱いを始めました。
　スマートフォンに「しんきん通帳アプリ」をダウンロードし、口座情報を登録して
いただくだけで、残高や入出金明細が照会できます。
　また、「紙通帳」を利用しない「通帳レス」機能を追加して、アプリ内の「アプリ通
帳」へ切替えいただけます。
　詳しいサービス内容は、当金庫公式ウェブサイトでご確認下さい。

「おんしんアプリ通帳」のご案内

https://www.shinkin.co.jp/onga/benri/application.html


