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融資 預かり資産

個人ローンのインターネット申込み

預金

　当金庫では、地元でお
預かりした預金を地元の
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27年
7月1日に「職域サポートローン」の取り
扱いを開始しました。（職域サポートサービ
ス協定先に限ります）

融資商品

個人消費資金

◦住宅ローン
◦カーライフプラン
◦しんきん個人ローン　
◦シニアライフローン 
◦カードローン

◦リフォームプラン
◦教育プラン
◦フリーローン「いざっと」
◦フリーローン「きゃっする」
◦職域サポートローン

事業性資金
◦事業者カードローン　
◦ビジネスサポート１０００
◦動産担保融資「荷車一番」
◦AOSジャンプアップローン

◦ビジネスアップ５０００
◦しんきんスクラム２０００

　お客さまのライフプランに合った資産運用をご提案します。
　平成27年5 月1日に投資信託「ＤＩＡＭ新興資源国債券ファ
ンド（愛称：ラッキークローバー）」「しんきんＪＰＸ日経４００オー
プン」「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」
「ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）」「新光
ＵＳ-ＲＥＩＴオープン（愛称：ゼウス）」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。

　ＰＣやスマートフォンからローン仮審査申込みができます。
● カーライフプラン
●教育プラン
●リフォームローン
●フリーローン「いざっと」
●フリーローン「きゃっする」
●しんきん個人ローン
●カードローン「きゃっする」
●しんきんカードローン
　（定額返済）
▶ホームページはこちら
足利小山 検索

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

　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取り
揃えています。

退職金専用定期〈ゆとり定期〉

● 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３ヶ月・６ヶ月・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）

商品・サービスのご 案 内
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年金相談会

足利小山しんきん年金友の会

コンサルティングプラザ

ローンプラザ
　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。

　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ます。

コンサルティングプラザ足利
足利市今福町341-11　　
TEL： 0284-21-1117　
●定休日：水曜日、土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始

コンサルティングプラザ小山
小山市宮本町2-3-8　　
TEL： 0285-32-7103
●定休日：水曜日、土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始

ローンプラザ足利
足利市今福町341-11　　
TEL： 0284-21- 8142
●定休日：水曜日、祝日、振替休日、年末年始

ローンプラザ小山
小山市宮本町2-3-8　　
TEL： 0285-22 -1512
●定休日：水曜日、祝日、振替休日、年末年始

　将来のライフプランを考えるうえで、年金は老後の生活資
金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27年度開催回数：70回　●参加人数：331名
● 平成28年度も年間72回の相談会を予定しています。

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
ローンプラザ小山  9：００〜１６：００  TEL：０２８5-22 -1512

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。

6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：500万円以内
　期間：1年・2年・3年・5年
　金利：店頭表示金利に最大年0.25％上乗せ
   （平成28年6月末現在）
③ 国内旅行のご案内
　年1回バス旅行を実施しています。
　平成27年度旅行先：瀬波温泉（新潟県）方面
　平成28年度旅行先：気仙沼温泉（宮城県）方面 
④「しんきん寄席」無料ご招待
 平成27年度実施：
 林家正蔵  林家三平師匠ほか
 足利3 回公演  小山公演　
  （小山公演は台風18号災害により中止）

 参加人数：2,064名
⑤ ご紹介プレゼント
⑥ 団体傷害保険制度のご案内

「しんきん寄席」
林家正蔵	師匠
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Pay-easy（ペイジー）

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 当金庫
本支店宛

他金庫宛
他行宛

無料 無料 216円

振込手数料
（3万円以上）

同一店宛 当金庫
本支店宛

他金庫宛
他行宛

無料 無料 432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。

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

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

しんきんゼロネットサービス

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

しんきん電子記録債権サービス
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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のほか、提携信用金庫の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：本店営業部、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

同一店宛

3万円未満
会員 216円 無料 108円 無料 無料 無料 無料

非会員 216円 108円 108円 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

当金庫
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 432円

両替手数料 
両替枚数 1〜49枚 50〜100枚 101〜500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28年6月末現在のものであり消費税8％を含んでおります。

その他のサービス
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