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商品・サービスのご案内

　当金庫では、地元でお預かりしたご預金
を地元の中小企業や個人のお客さまにご
利用いただける融資商品をご用意してい
ます。平成25年10月1日に債務返済支
援保険（しんきんグッドサポート）に「8大
疾病ワイドプラン」を追加しました。また、カーライフ・教育プ
ラン等の個人消費資金はインターネットとスマートフォンでの
お申込みも可能です。さらに、公的制度融資や日本政策金融
公庫等の代理貸付業務も取り扱っています。

融資商品

個人消費資金

●住宅ローン　●リフォームプラン
●カーライフプラン　●教育プラン　
●しんきん個人ローン　●フリーローン「いざっと」　
●カードローン

事業性資金

●事業者カードローン　●ビジネスアップ５０００　
●ビジネスサポート１０００　●しんきんスクラム２０００
●動産担保融資荷車一番
●ＡＯＳジャンプアップローン

　将来のライフプランを考えるうえで、年金は老後の生活費
としてとても重要であり、お客さまの公的年金への関心は高
まっています。
　足利小山信用金庫は、地域住民の生活を支援するため、皆
さまのお近くの営業店で無料の「年金相談会」を開催してい
ます。
●  平成25年度実施回数：64回　●  参加人数：263名
●  平成26年度も年間約60回の相談会を予定しています。

　当金庫では、地域の皆さまの財産形成と生活設計にお役に
立てるよう、さまざまな預金商品をご用意しています。
　当座預金・普通預金・貯蓄預金などの流動性預金から、まと
まった資金を有利に運用する定期預金、計画的に資金を積み
立てる定期積金などの定期性預金と豊富
な預金商品をラインアップしています。
　平成26年1月6日に教育資金贈与専
用の普通預金の取り扱いを本店営業部
と小山営業部で開始しました(～平成27
年12月30日)。

退職金専用定期〈ゆとり定期預金〉

●  通常の定期預金よりも金利がお得な退職金専用の定期預
金です。
●  年金の受取口座を当金庫にご指定いただきますとさらに
金利がお得になります。
●   資産運用ニーズに合わせて期間1年・2年・3年をご用意し
ています。

その他の預金商品 
●  当座預金　●  普通預金　●  決済用預金　●貯蓄預金
●  通知預金　●納税準備預金　●  財形預金
●  定期積金（スーパー積金）
●  定期預金（スーパー定期、期日指定定期、大口定期、変動金利
定期、年金ゴールド定期）

　年金のお受取口座を当金庫にご指定いただきますと、自動
的に「足利小山しんきん年金友の会（会費無料）」の会員とな
り、以下の特典を受けることができます。

７つの特典

① ご契約プレゼント 
② 定期預金の金利上乗せ 
 金額：300万円以内 
 期間：１年・2年・3年・5年 
 金利： 店頭表示金利に最大0.25％上乗せ
  （平成26年6月末現在）
③ 国内旅行のご案内 
 年1回（1泊2日）バス旅行を実施しています。
 平成25年度旅行先：飛騨高山温泉
 平成26年度旅行先：浜名湖（静岡県）方面
④  「しんきん寄席」無料ご招待 
 平成25年度実施：林家正蔵師匠ほか
 足利3回公演　小山1回公演
 参加人数：2,829名
⑤ 誕生日プレゼント
⑥ ご紹介プレゼント
⑦ 団体傷害保険制度のご案内

融資 年金相談会

預金

足利小山しんきん年金友の会

毎月第一土曜日開催
ローンプラザ足利   １０：００～１６：００  TEL：０２８４-２１-８１４２
城東支店※  9：００～１2：００  TEL：０２８5-２4-6001

その他店舗においても実施中
　各店舗の相談会開催予定日等についてはお近くの店舗窓
口または下記フリーダイヤルにお問い合わせください。
　当金庫では、お忙しいお客さまの代わりに年金の調査・お手
続きを行うことができます。専門スタッフがお近くの店舗また
はご自宅にお伺いします。

足利地区  0120-21-8106 小山地区  0120-02-8526

年金友の会7つの特典

「しんきん寄席」
林家正蔵師匠

※平成26年9月6日（土）より、宮本町出張所へ移転するローンプラザ小山
　にて開催します。
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　お客さまのライフプランにあった資産運用をご提案いたし
ます。
　平成26年1月6日に投資信託「しんきん世界アロケーショ
ンファンド」と「しんきんJリートオープン（1年決算型）」の取り
扱いを開始しました。

個人向け国債
　
個人向け国債の窓口での販売を行っています。

●  変動10年・固定5年・固定3年

投資信託

　お客さまのニーズに合わ
せた投資信託プランをご提
案いたします。

生命保険

　個人年金保険（定額）、学資
保険、終身保険、医療保険、
がん保険を取り扱っていま
す。

損害保険

　住宅ローン関連の長期火災保険、債務返済支援保険、傷
害保険、自動車保険を取り扱っています。

確定拠出年金保険

　個人型の確定拠出年金（401K）を取り扱っています。

　平成25年10月1日より、スマートフォンからの受付も可能
となりました。
　当金庫ホームページから、7つの個人ローンの仮審査申込
みが可能です。
●  カーライフプラン　
●教育プラン　
●リフォームプラン
●フリーローン「いざっと」　
●しんきん個人ローン
●しんきんカードローン
　「きゃっする」　
●しんきんカードローン
　（定時定額）

▶ホームページはこちら

 http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/

　ローンプラザでは、住宅ローンをはじめ、各種ローンに関す
るご相談・お申込みを承ります。土・日も営業していますので、
お気軽にお立ち寄りください。

●営業種目 住宅ローン、マイカーローン、教育ローン等各
種ローンの相談および申込み

●営業時間 平日・土・日 9：00～17：00
●定休日 水曜日・祝日
　

預かり資産

個人ローンのインターネット申込み

ローンプラザ

足利小山 検索

※平成26年8月3日（日）をもちまして城南支店内での営業を終了し、平成26年8
　月4日（月）から宮本町出張所内へ移転します。

　コンサルティングプ
ラザでは資産運用や相
続、事業承継対策など
のさまざまな金融相談
にお応えしています。

コンサルティングプラザ足利
●住所 足利市今福町341-11（今福出張所内）
●電話 0284 - 21-1117
●営業時間 平日 9：00～17：00
●定休日 水曜日・祝日

コンサルティングプラザ小山
●住所 小山市宮本町2-3 -8（宮本町出張所内）
●電話 0285 -32 -7103
●営業時間 平日 9：00～15：00※

●定休日 祝日

コンサルティングプラザ

※ 平成26年8月4日（月）より、宮本町出張所内に移転するローンプラザ小山の営業
開始に伴い、営業時間を平日・土・日 9：00～17：00に拡大します。

ローンプラザ足利 
足利市今福町341-11
（今福出張所内）
電話 0284-21- 8142

ローンプラザ小山※

小山市東城南5-6 -11
（城南支店内）
電話 0285 -31-0208
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商品・サービスのご案内

 個人用インターネットバンキング  
　
足利小山信金WEBバンキングでは、個人のお客さまにイ

ンターネットを介したオンラインでの振込・振替等のサービス
をご提供しています。

ご利用いただけるサービス
●  都度振込　●  残高照会
●  入出金明細照会　●  取引状況照会

ご利用手数料

契約手数料 無料

基本手数料 無料

振込手数料
（3万円未満）

同一店宛 本支店宛 本支店宛

無料 無料 216円

振込手数料
（3万円以上）

同一店宛 本支店宛 本支店宛

無料 無料 324円

 法人用インターネットバンキング  

　足利小山信金WEB-FBでは、法人・事業主のお客さまにイ
ンターネットを介したオンラインでの振込・振替等のサービス
をご提供しています。

ご利用いただけるサービス
●  総合振込　●給与・賞与振込　●都度振込　●口座振替
●残高照会　●入出金明細照会　●取引状況照会

　三井住友銀行との提携により、同行が提供している外貨宅
配サービスの取り扱いをしています。当金庫ホームページか
らお申込みいただけます。

　現金をご用意しなくてもデビットカード加盟店で買い物等の
お支払いが、当金庫のキャッシュカードでご利用いただけます。

　株式会社セブン銀行との提携により、全国のセブン銀行の
ATMで現金の預け入れおよび引き出し、残高照会がご利用
いただけます。

　株式会社ビューカードとの提携により、JR東日本の駅の
ATM（VIEW ALTTE）で現金の引き出しおよび残高照会が
ご利用いただけます。

　盗難・偽造キャッシュカードを使用した不正取引などからお
客さまの大切な資産をお守りし、安心してご利用いただくた
めに、1日あたりのキャッシュカードのお支払い限度額を50
万円としています。
　また、キャッシュカードの暗証番号は、窓口だけでなく、当
金庫のATMで変更可能ですので、他人から推測されやすい
暗証番号（生年月日、電話番号など）をお使いの場合には、速
やかに変更されることをお勧めします。
　また、ICキャッシュカードを発行していますので、さらなる
安全対策の強化を図るため、切り換えをお勧めします。

　当金庫のキャッシュカードは、全国約2万台のしんきんATM
で、所定時間内のご利用手数料が無料です。

インターネットバンキング 外貨宅配サービス

デビットカード

セブン銀行との提携

ビューカードとの提携

盗難・偽造キャッシュカードへの対応

しんきんゼロネットサービス

　インターネットバンキングをご契約のお客
さまは、「Pay-easy(ペイジー)」をご利用いた
だけます。ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金などの支
払いを金融機関の窓口やコンビニのレジに並ぶことなく、パ
ソコンや携帯電話等から支払うことができるサービスです。

　電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供す
る手形などに代わる新しい決済サービスです。

Pay-easy（ペイジー）

しんきん電子記録債権サービス

インターネットバンキングおよびペイジーのご利用時間
●平日 8：45～23：00　●土曜日 9：00～22：00　
●日曜・祝日 9：00～21：00
※サービスによりデータ受付時間が異なりますので別途お問い合わせください。

※ 上記以外の時間帯および日曜、祝休日にATMをご利用される場合には、所定の手
数料が必要です。

※ 本サービスの対象とならない、しんきんATMが一部ございます。

ゼロネットサービスタイム
平日 8：45～18：00の入出金
土曜 9：00～14：00の入出金
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その他のサービス

種類 内容・特色

給与振込
大切な給与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。住宅ローン、その他ローンの
店頭表示金利からの金利引き下げ等のサービスも受けられます。

年金振込
厚生年金、国民年金等の受給年金がご指定の預金口座へ自動的に振込まれます。定期預金の店頭表示金利
への金利上乗せ等のサービスも受けられます。

ICキャッシュカード
カード1枚で預金の出し入れに、たいへん便利です。当金庫の本支店ほか全国の信用金庫や提携金融機関、
郵便局およびコンビニエンスストア（セブン銀行）のＡＴＭでご利用いただけます。

ATM振込
ＡＴＭで現金またはキャッシュカードによりお振込がご利用いただけます。また、窓口の営業時間終了後でも
お振込がご予約いただけます。振込手数料も窓口で行うよりお安くなっています。

ATM記帳 栃木県内に本店のある信用金庫すべてのATMで当金庫の通帳記帳ができます。

内国為替
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・手形等のお取立を確実かつス
ピーディにお取り扱いいたします。

自動振込 毎月の家賃や仕送り等を、ご指定日にご指定の口座へ自動的にお振込みいただけます。

公共料金自動支払い 公共料金の自動支払い手続きを一度行うことにより、ご指定の口座から自動的にお支払いいただけます。

スポーツ振興くじ｢toto｣払戻し
スポーツ振興くじ｢toto｣（サッカーくじ）払戻業務をお取り扱いしています。（取扱店：本店、南支店、邑楽支店、
小山営業部、野木支店、城南支店、石橋支店）

夜間金庫 窓口営業終了後でも、売上金などを専用バッグにてお預けいただけます。

貸金庫 お客さまの貴重品、重要書類などを専用金庫にて、安全に保管いただけます。

振込手数料 （1件につき）

振込先 金額 会員
非会員 窓口

ATM テレホン
バンキング HB・FB

インターネットバンキング

カード 現金 法人 個人

同一支店

3万円未満 会員／非会員 216円 無料 無料 無料 無料 無料 無料

3万円以上
会員 324円 無料 216円 無料 無料 無料 無料

非会員 432円 216円 216円 無料 216円 216円 無料

本支店宛
3万円未満

会員／非会員
324円 108円 108円 108円 108円 108円 無料

3万円以上 540円 324円 324円 324円 324円 324円 無料

他金庫宛
他行宛

3万円未満
会員／非会員

648円 432円 432円 432円 432円 432円 216円

3万円以上 864円 648円 648円 648円 648円 648円 324円

両替手数料 
両替枚数 1～49枚 50～300枚 301～500枚 501～1,000枚 1,001枚～1,500枚 1,501枚～2,000枚

窓口扱い 無料 108円 216円 432円 648円

両替機扱い 無料 100円 200円 300円
（注）窓口扱いについて： 持ち込みの合計枚数または受け取り希望枚数のいずれか多い枚数を対象とします。

 2,001枚以上の場合は、1～1,000枚増加ごとに432円加算します。

硬貨取扱手数料 
硬貨取扱枚数 1～300枚 301～500枚 501～1,000枚 1,001～2,000枚

無料 216円 432円 648円
（注） 硬貨による入出金時に、硬貨枚数に応じた手数料がかかります。

2,001枚以上の場合は、1～1,000枚増加ごとに432円加算します。

キャッシュ・コーナー（ご利用）手数料 

当金庫キャッシュコーナー 全国の信用金庫キャッシュコーナー
※一部信用金庫を除く

他行キャッシュコーナー
※金融機関により異なります セブン銀行（セブン-イレブン等）

平日・土曜日 所定時間内　無料　
所定時間外  108円 ＊入金無料

所定時間内  無料
所定時間外  108円

所定時間内  108円～216円
所定時間外  216円～324円 一律　108円

日曜・祝日 108円 ＊入金無料 108円 216円～324円

（注）当金庫発行カードをご利用いただいた場合の手数料です。
＊［所定時間内  平日8：45～18：00  土曜日9：00～14：00］  ［所定時間外  平日7：00～8：45  平日18：00～21：00  土曜日14：00～21：00  日曜日9：00～21：00］
＊一部金融機関においては、上記所定時間と異なる場合がございます。

各種手数料については、平成26年6月末現在のものであり消費税8％を含んでおります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


