商品・サービスのご案内
■ キャッシュサービス

商 品・サ ー ビ ス の ご 案 内

カード１枚でお客さまの口座から現金の入出金・残高照会・お振込がで
きます。だいしんの本支店のほか、全国の提携金融機関および郵便局の
ＡＴＭでもご利用いただけますが、
１日当たりの出金利用限度額が原則
50万円になっています。大阪府下しんきんゼロネットサービスにより、大
阪府下に本店を置く７信用金庫の設置しているCD/ATMは、稼働時間中
の入出金は無料でご利用できます。さらに、デビットカードとしてお買い
物にもご利用いただけます。

■ 年金自動受取サービス

一度のお手続きで、国民・厚生・共済の年金が、毎回お客さまの預金口
座へ振り込まれます。年金お受取りの方を対象とした金利優遇商品もご
用意しています。

■ 給与振込サービス

毎月の給料やボーナスが、お客さまの預金口座に直接振り込まれま
す。全国の提携金融機関のＡＴＭコーナーで当日の朝からご出金いただ
けます。

■ＡＴＭ振込

お振込が、
だいしんのキャッシュカード１枚ですばやくできます。振込依
頼書への記入の手間もいらず、窓口扱いよりも手数料がお得です。なお、
キャッシュカードによるATM振込は、
１日当たりの利用限度額が原則50
万円になっています。一部店舗を除き現金でのお振込もご利用できます
が、犯罪収益移転防止法
（旧本人確認法）
により10万円を超える現金で
のお振込はご利用できません。

■ ファクシミリ振込

お客さまのファクシミリから直接お振込ができますので、
ご来店の手
間が省けます。毎月決められたお受取人さまなどへのお振込では、事前
に登録していただきますとさらに便利です。

■ テレホンバンキング

固定電話や携帯電話から直接お振込や口座の残高照会ができます。
操作も簡単ですので、
たいへん便利です。

■ ファームバンキング・ホームバンキング・

インターネットバンキング

■ 配当金の自動受取サービス

銀行振込指定制度を採用している会社の配当金が、毎期自動的に振り
込まれます。受取手続のわずらわしさや、期日忘れの心配がありません。

■ 自動集金サービス

だいしんが、あなたのお店
（会社）
にかわって販売先や集金先の代金を
回収するシステムです。家賃、賃貸料、購読料など集金業務の効率化に幅
広くご利用いただけます。

■ 公共料金等自動支払いサービス

ＮＨＫ、電気、
ガス、水道、電話料金の５大公共料金をはじめ、国税、地方
税、保険料、学費、各種クレジット、割賦代金などをご指定の口座から自動
支払いいたします。

■ クレジットサービス

しんきんＪＣＢ、近畿ＶＩ
ＳＡ、
ＵＣ、
ＤＣ、
アメックス、ダイナースクラブなど
の各種のクレジットの決済と、会員・加盟店へのご加入をお取次ぎいたし
ます。

■ ANSER
（通知・照会）
サービス

パソコン等の利用可能端末により事務所やご自宅にて総合振込・給与
振込・個別振込・振替等の資金移動や、口座の残高・入出金明細のご照会
等がご利用いただけます。

■ 外国為替インターネットバンキング

（だいしん外為Webサービス）

パソコンにより事務所から外国送金や輸入信用状の開設などが、簡単
な操作でご利用いただけます。

■ 貸金庫

証書・株券・権利証書・実印・貴金属等の重要書類などを災害からお守り
します。営業時間中はいつでもご利用いただけます。

■ 年金・経営・税務・法律相談等

だいしんでは、年金・経営・税務・法律等に関するご相談を無料で承って
おります。相談員は、社会保険労務士・税理士・弁護士など専門家が担当
いたします。

お客さまのご指定口座への振込・取立入金内容やご預金の残高などを
お客さまご自身で照会、
または、
コンピュータが直接電話・ファクシミリで
お知らせいたします。

■ 為替自動振込サービス

家賃・会費・仕送りなどあらかじめ決まった金額を、
ご指定の口座へ自
動的に送金いたします。

■ でんさいサービス

パソコンなどを利用して、手形に代わる新しい決済サービスをご利用
いただけます。

ますます充実！安全！

のインターネットバンキングサ ービス

インターネットバンキングの便利な機能を紹介

『だいしん投信インターネットサービス』

「投資信託」
の申込みが、
当金庫のホームページからできます。

＜投信インターネットでのセキュリティについて＞
お客さまの情報等を保護するために以下の
セキュリティ対策を行っていますのでご安心
いただけます。
❶TLSの暗号通信方式を採用
❷ 複数のパスワードで本人確認
❸ソフトウェアキーボードの導入
❹ 自動ログアウト方式を採用
❺ ログイン履歴表示
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だいしん外為Ｗｅｂサービス
事務所に居ながらにして外国送金や
輸入信用状の開設などの手続きが行
え、
たいへん便利です。
また、
お客さまの事務も省力化できます。
ホームページに体験版をご用意して
いますので是非お試しください。

◎主な預金関連商品
商

品

総合口座

金

特

色

普通預金に定期預金を担保とする当座貸越機能をセットした総合口座は、
「貯める」
「支払う」
「借りる」
の３つの機能
をもった便利な一冊です。
※貸越限度額は、定期預金合計額の90％相当額です。
（最高200万円）

名

特

色

ゆうゆう2000
健康サポート定期

当金庫で公的年金をお受取りいただいている方や、公的年金のお受取りを新たにご指定いただいた方がお預入
いただける金利優遇スーパー定期です。

夢いっぱい積金

当金庫で公的年金をお受取りいただいている方や、公的年金のお受取りをご指定いただいた方がお預入いただ
ける金利優遇スーパー積金です。

資産運用プラン
「ニューダブルパック」
「ニューダブルパックワイド」

定期預金と投資信託を同時にお預けご購入いただきますと
（個人の方に限ります）
、金利優遇スーパー定期がご
利用いただけます。

ネットDE定期預金

インターネットバンキングをご利用いただいているお客さまは(個人の方に限ります)、金利優遇スーパー定期が
ご利用いただけます。

教育資金一括贈与専用
普通預金
「ひとり立ち」

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
の適用
（2021年３月３１日まで）
を受けるための専用口座です。
祖父母さまなど
（直系尊属）
から教育資金の贈与を受けられる30歳未満のお客さまが対象となります。

まいど子でも定期預金

大阪府の
「関西子育て世帯応援事業」
に参画の一環として、3人以上のお子さま
（18歳未満のお子さまが一人以
上）
がいらっしゃる保護者の方を対象に、お子さまの人数に応じて金利を上乗せするスーパー定期です。

来店不要型だいしん定期
「センス」

日本国内に住所を有する２０歳以上のお客さまは
（個人の方に限ります）
、金利優遇スーパー定期がご利用いただ
けます。

◎主な個人向けローン
種

（2019年7月1日現在）

類
ミニ

ミニセットプランA・Ｂ
カードローン

やすらぎＡ
ＤＯカードローン※
カードローン１０００※
きゃっする900※

特

色

使いみちが自由で、
カードを使って簡単に反復してご利用できます。
しんきん保証基金保証付の個人ローン、住宅ローン利用者と、当金庫で基金保証付以外の住宅ローンを利用され
ている方がご利用できます。
「ミニ」
をグレードアップした商品で優遇金利を適用しています。
パート・アルバイト等の方もお申込できます。
お使いみちは自由
（事業資金は除きます）
なカードローンです。
使いみちが自由で、
カードを使って簡単に反復してご利用できます。

だいしんシルバーきゃっする

60才以上69才以下の年金を受け取っておられる方を対象としたカードローンです。

全国保証カードローン

全国保証保証付住宅ローン申込と同時申込、同時回答のお手軽カードローンです。

住宅ローン
住宅ローン

無担保住宅ローン

商 品・サ ー ビ ス の ご 案 内

預

（2019年7月1日現在）

名

宅地、建物のご購入、新築、増改築、
マンション購入などの長期ライフサイクルに合わせてご利用できます。
居宅のリフォーム資金、少額の居宅購入費用に対応した商品です。

無担保住宅ローン1500

借換資金にリフォーム資金もプラスした無担保で比較的簡便なお手続きで対応します。

無担保住宅ローン2000

自宅の住宅ローン借換資金に比較的簡便なお手続きで対応します。

※印の商品は、当金庫ホームページから申込ができます。ご相談など詳しくは、営業店窓口もしくはフリーダイヤル
（0120-880-568）
で承っています。
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商品・サービスのご案内
◎主な個人向けローン
種

（2019年7月1日現在）

類

ご家庭ローン
ＤＯ教育ローン※
ＤＯマイカーローン※
暮らしのローン

商 品・サ ー ビ ス の ご 案 内

ＤＯリフォームローン※
ＤＯフリーローン※

特 徴・お 使 い み ち
使いみちは自由(事業性資金は除きます）
個人インターネットバンキングのご契約されている方は金利が優遇されます。
入学金、授業料、下宿代など教育に関連するニーズに対応する商品です。
自家用車の購入資金、車検、修理、
カー用品購入等のニーズに対応する商品です。
ご自宅のリフォーム関連資金、
リフォーム資金の借換に対応する商品です。
使いみちは自由です。(事業性資金を除く)手続きも簡単でスピーディにご利用できます。

だいしんおまかせ500※

簡便な手続きで事業性資金にも対応します。

おまとめONE'S LOAN※

ローンのおまとめだけでなく、使いみち自由な商品です。

だいしんフリーローン1000※
だいしん Ｊローン

大型化する資金需要にタイムリーに対応します。
使いみちは自由です。(事業性資金は除きます）
金利３．
９％のフリーローンです。

リバースモーゲージ
「悠々自適」 豊かな老後を送るための資金にご利用できます。お住まいの居宅を担保提供いただき当座貸越で反復利用が出来ます。
だいしん 先進医療ローン

重粒子線がん治療にかかる医療費にご利用できます。大阪府の利子補給制度の利用が決定している専用の商品です。

※印の商品は当金庫ホームページから仮審査の申込ができます。ご相談は、営業店窓口もしくはフリーダイヤル
（0120-880-568）
で承っています。

◎創業者及び事業者向けファンド
種

類

（2019年7月1日現在）

特 徴・お 使 い み ち

だいしん創業支援ファンド
この街のホームドクター

これから創業・第二創業を目指される方、創業後間もない方に出資いたします。
（株式会社または株式会社設立予定者が対象）

おおさか社会課題解決ファンド

大阪地域で社会課題の解決に取組む事業の創業を目指される方、事業者に出資いたします。
（対象企業のビジネス具体例：環境・福祉・健康・農
林水産・災害・観光・まちづくり空き家対策・スポーツ文化・人材雇用関連、IoT・AI・ビッグデータ・ロボット等新技術を活用したビジネスなど）

※ご相談は、地域産業振興部
（06-6772-1592）
で承っています。お気軽にご相談ください。

◎主な事業者向けご融資
種

（2019年7月1日現在）

類

働き方改革支援融資
「いきいき」
ＣＳファンドＲ保証ニュー大阪湾Ｒ
ＣＳジョイント保証ニューＬアシスト
商工会議所連携
「タイアップ」
ビジネスローン
金融機関連携型創業関連保証
「誕生３」
開業サポート資金（地域支援ネットワーク型）
個人事業者ローン
「おおきに」
だいしんビジネスローンじんそく
大阪応援融資
（当金庫提案型）

特 徴・お 使 い み ち
「働き方改革」
にかかる認定を受けた中小企業を支援します。
大阪信用保証協会保証による事業資金融資に対してスピーディに対応します。
（財務内容の良好な企業）
大阪信用保証協会保証による事業資金融資で諾否の回答を最短３日でいたします。
（当金庫で二期以上財務登録している企業）
商工会議所会員様企業に対して運転・設備資金をご融資します。

創業・第二創業を目指す創業予定者にご融資します。
営業地区内の個人事業主、特に零細事業主に対する小口資金をスピーディにご融資します。
営業地区内の個人事業主、中小企業法人、
ならびに法人代表者に対する小口資金をスピーディにご融資します。
経営相談などにより、
外部の意見を積極的に経営に取り入れようとする中小企業の方がご利用できます。

介護ビジネス応援融資
（当金庫提案型） 今後成長が見込まれる介護ビジネス事業者の方がご利用できます。
エコカンパニー
設備投資応援融資
（当金庫提案型）
設備投資応援融資（大阪府制度融資型）

一定の条件を満たす環境に対する意識の高い事業者の方に、通常より有利な金利でご融資します。
設備投資により、
事業の発展を目指す中小企業者を支援します。

インバウンド事業応援融資（当金庫提案型） インバウンド事業を展開する事業者を応援します。
３ＤプリンターやＣＡＤ等の高度技術を導入される中小企業を応援します。
イノベーション設備応援融資（当金庫提案型） ＩｏＴ、

事業性評価対応融資
（当金庫提案型）
農業事業者向け融資

中小企業の強み
（事業性）
を評価して成長を支援します。
営業地区内の農業事業者へ
「大阪府農業信用基金協会」
の保証を得てご融資します。
（ＪＡ組合員に限ります）

海外取引事業者応援融資

海外事業を計画または実施している事業者を応援します。

悠々自適ビジネスローン

営業地区内の個人事業主、中小企業法人の資金需要に臨機応変にご融資します。

※詳しくは、お近くの営業店窓口もしくは担当者にご相談ください。
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