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SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019
主要な事業の内容

預 金 商 品 の ご 案 内

商　 品　 名 お預入れ期間 お預入れ金額 内　　　　容

決済用預金 定めはありません 1円以上 万一ペイオフ実施となった場合でも、預金保険制度により全額が保護される無利息型
の普通預金です。既存の普通預金を決済用預金に切り替えることもできます。

総
合
口
座

普通預金 定めはありません 1円以上 １冊の通帳に、預ける（普通預金）・貯める（定期預金）・受け取る（自動受取
り）・支払う（自動振替）・借りる（自動融資）の５つの機能をもった便利な口座
です。給与振込、公共料金、ローン返済、各種自動支払等、家計簿がわりに
お使いいただけます。

（ただし、エース預金は別冊扱いとなります。）

定期預金 1ヶ月以上10年以内 1円以上

エース預金
（ワイド型・スーパー型）

3年以上
（エンドレス型は積立期間の定めはありません） 1円以上

普通預金 定めはありません 1円以上 公共料金の自動支払いや年金のお受け取りなど、お財布がわり、家計簿がわ
りに使える便利な預金です。

貯蓄預金 定めはありません 1円以上 出し入れが自由で、まとまった資金の短期運用に最適な預金です。

通知預金 7日間の据置期間が必要です 1円以上 まとまったお金の短期運用にご利用ください。

当座預金 定めはありません 1円以上 代金決済に安全で便利な小切手利用のための預金です。

スーパー定期
（単利型・複利型） 1ヶ月以上10年以内 1円以上

1,000万円未満 大切な資金を安全・確実に増やす定期預金です。

ワイド定期 最長3年
（1年据置）

1円以上
300万円未満 1年複利の定期預金です。1年経過後必要額をお引き出しできます。

自由金利型定期預金
（大口定期） 1ヶ月以上10年以内 1,000万円以上 大きな資金の運用に適した定期預金です。

変動金利定期預金 1年以上3年以内 1円以上 6ヶ月ごとに金利が変動する定期預金です。

譲渡性預金 原則として、1ヶ月以上2年以下 5，000万円以上 大口資金の短期運用に最適です。

一般財形
（ワイド型・スーパー型）

3年以上のエンドレス積立とし、
積立期間の定めはありません 1，000円以上 給与やボーナスからの天引きで、積立を継続しながら残高の全額または一部

を随時払戻すことができる勤労者のための最適な積立です。

財形住宅
（ワイド型・スーパー型）

5年以上のエンドレス積立とし、
積立期間の定めはありません 1，000円以上 住宅の新築・購入・増改築などのための積立預金です。

財形年金とあわせて550万円まで非課税です。

財形年金
（ワイド型・スーパー型） 5年以上 1，000円以上 将来に備えて積立、満60歳以降年金タイプでお受け取りいただける預金です。

財形住宅とあわせて550万円まで非課税です。

確定拠出年金定期預金 スーパー型
１年・５年・10年 1円以上 確定拠出年金制度の運用商品としての定期預金です。

エース預金
（ワイド型・スーパー型）

3年以上
（エンドレス型は積立期間の定めはありません） 1円以上 毎月やボーナスからの積立に適した積立型預金です。

「エンドレス型」、「確定日型」、「年金型」、「エンドレス型（まとめ周期選択型）」があります。

１． 「据置型定期預金」、「納税準備預金」、「定期積金」について、新たなお取扱いは、現在行っておりません。
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SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019
主要な事業の内容

融 資 商 品 の ご 案 内

●無担保ローン
商品名 金利タイプ ご返済期間 ご融資限度額 内　　　　容

カーライフローン
変動金利 10年以内 1,000万円 自動車関係資金にご利用いただけます。

車庫建設・水上バイク・モーターボートの購入等にもご利用いただけます。固定金利

教育ローン
変動金利 20年以内 2,000万円 入学金・授業料だけでなく、学生生活にかかる敷金・権利金・家賃・生活費・受験

の交通費等、教育資金全般にご利用いただけます。（団体信用生命保険付）固定金利

奨学金借換ローン 固定金利 15年以内 1,000万円 奨学金の借換資金にご利用いただけます。

ナッ得・
エコ住宅ローン

変動金利 25年以内 2,000万円 太陽光発電、オール電化など環境配慮型住宅全般・耐震型住宅関連・バリアフリー住宅や、
他行住宅資金ローン借換にもご利用いただけます。（団体信用生命保険付）固定金利

無担保住宅ローン
変動金利 25年以内 2,000万円 新築、購入、増改築、改修、外構工事などにご利用ください。

（団体信用生命保険付）固定金利

住宅つなぎローン 固定金利 1年以内 5,000万円 当金庫の住宅ローンのつなぎ資金として、本体融資決裁金額の90％以内でご利用いただけます。
3,000万円 住宅金融支援機構融資・社内住宅融資等のつなぎ資金にご利用いただけます。

福祉ローン
変動金利 10年以内 1,000万円 医療・介護・育児・災害復旧関連資金にご利用いただけます。固定金利

フリーローン
変動金利 10年以内 1,000万円 多目的にご利用いただけます。固定金利

サポート100 固定金利 10年以内 100万円 多目的にご利用いただけます。

エール100 変動金利 10年以内 100万円 多目的にご利用いただけます。
当金庫が運営管理機関となるiDeCo（個人型ＤＣ）ご加入者（運用指図者は除く）が対象となります。

新一斉積立ローン 固定金利 5年以内 100万円 新一斉積立残高の１０倍以内で、多目的にご利用いただけます。

一本太助α 変動金利 10年以内 500万円 他行（銀行・信販会社・消費者金融）からの借換えにご利用いただけます。
当金庫の住宅ローンを新規にお申込みいただいた方または既にご契約いただいている方が対象となります。

おまとめローン 変動金利 10年以内 1,000万円 組織労働者および会員管理職限定で、他行・信販・消費者金融からの
借換資金にご利用いただけます。

負債整理ローン 変動金利 10年以内 1,000万円 多重、多額の債務整理・借換を目的とするローンです。

継続支援ローン 固定金利 5年以内 100万円 自己破産等の法的整理、弁護士等に委任し任意整理した会員組合員、またはろうきんの負債整理融資により整理した
方に対する無担保融資です。（教育資金を含む場合は、融資限度額が２００万円、返済期間は１０年以内となります。）

ネット・カーローン
変動金利 10年以内 500万円 インターネットを通じて、車関連資金のローン申込ができます。固定金利

ネット・フリーローン
変動金利 10年以内 300万円 インターネットを通じて、多目的な資金のローン申込ができます。固定金利

モアローン
（Webフリー）

変動金利 10年以内 300万円 インターネットを通じて、多目的な資金のローン申込ができます。固定金利

日本学生支援機構
奨学生入学金融資 固定金利 第１回奨学金

支給日まで 50万円 当金庫に奨学金受取口座を指定された方で所定の基準を満たす
学生の方がご利用になれます。

求職者支援資金融資 固定金利 10年以内 240万円 雇用保険を受給できない人に対して、厚生労働省が実施する
「求職者支援制度」に規定する訓練を受ける対象者の生活費のための融資です。

技能者育成資金融資 固定金利 10年以内 300万円 成績が優秀で、かつ経済的な理由により職業能力開発総合大学校および
公共職業能力開発施設の行う訓練を受けるのが困難な訓練生のための融資です。
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主要な事業の内容

●カード系ローン
商品名 金利タイプ ご返済期間 ご融資限度額 内　　　　容

教育ローン（カード型） 変動金利 20年以内 2,000万円 入学金・授業料だけでなく、学生生活にかかる敷金・権利金・家賃・受
験の交通費等、教育資金全般にご利用いただけるカードローンです。

マイプラン 変動金利 1年毎の自動更新 300万円 使いみち自由なカードローンです。

R・プラン300 変動金利 1年毎の自動更新 300万円
（100万円以上）

「住宅ローン、カーライフローン、教育ローン利用者」または「給与振込指定かつ
財形預金またはエース預金契約者」限定の、使いみち自由なカードローンです。

R・プラン500 変動金利 1年毎の自動更新 500万円
（300万円超）

勤続5年以上または年収500万円以上の会員組合員
および会員管理職限定の、使いみち自由なカードローンです。

一本太助 変動金利 1年毎の自動更新 500万円
（50万円以上）

他行（銀行・信販会社・消費者金融）からの借換えにご利用いただける、
会員組合員および会員管理職限定のカードローンです。

ネット・カードローン 変動金利 3年毎の自動更新 300万円 インターネットを通じて申込できる、使いみち自由なカードローンです。

●有担保ローン
商品名 金利タイプ ご返済期間 ご融資限度額 内　　　　容

キャップ住宅ローン 変動金利
（上限金利付） 40年 1億円 借入当初に選択した期間（10年、15年、20年）に応じて、上限金利が設

定されているので、金利の上昇に対応できる安心な住宅ローンです。
固定金利選択型
住宅ローン

変動金利
（固定金利期間付） 40年 1億円 3年、5年、10年、15年、20年の固定金利期間が選択できる住宅ローンです。

ミックス住宅ローン
変動金利

（上限金利付・固定
 金利期間付ミックス）

40年 1億円 キャップ住宅ローンと、固定金利選択型住宅ローンを併用するタイプのローンです。
（キャップ住宅ローン50%以上が条件となります。）

有担保住宅ローン
変動 40年 1億円 新築・増改築・住宅購入などマイホームの実現にご利用いただけます。固定

有担保フリーローン
変動 40年 1億円 多目的な資金にご利用いただけます。固定

負債整理
有担保ローン 変動 20年 2,000万円 負債整理資金専用のローンです。住宅資金が含まれる場合は、

上限5,000万円以内、返済期間40年以内となります。

ろうきんフラット35 固定 15年〜35年 8,000万円 長期固定金利の住宅ローンです。

預金担保ローン 固定 預金満期日以内
または10年以内

担保預金残
高の範囲内

かつ1億円以内
多目的な資金にご利用いただけます。

●自治体・企業等各種提携ローン
商品名 金利タイプ 内　　　　容

住宅資金 ①　変動金利
県・市町村や企業等との提携ローンです。
提携先により、融資限度額、返済期間、制度、利率、条件等が異なりま
すので、最寄りの営業店へお問い合わせ下さい。

生活資金 ②　固定金利選択型（有担保貸付）

教育資金　等 ③　固定金利



36

SHIKOKU ROKIN DISCLOSURE 2019
主要な事業の内容

有 価 証 券 投 資 業 務
　業務上の余裕金の一部について、確実性、流動性、収益性に留意して有価証券投資を行っています。
　詳しくは61頁以降に掲載しています。

有 価 証 券 業 務
業務の種類 期　間 申込単位 特　徴　・　留　意　点

国
債
窓
口

販
売
業
務

個人向け国債
10年

１万円 国が発行する個人のお客さまを対象とした債券です。５年
３年

投資信託窓口販売業務

　多くのお客様からお預かりした資金をひとつにまとめ、運用の専門家である投
資信託会社が、複数の株式や債券などの多くの金融商品に投資（運用）し、そ
の成果をお客様に還元する商品です。
※投資信託は株式・債券・不動産など値動きのある資産に投資しますので、元本
が保証されるものではありません。

共 済 代 理 業 務
　こくみん共済ｃｏｏp（全国労働者共済生活協同組合連合会）の代理店として、「ろうきん専用住まいる共済」およ
び「住まいる共済」の代理募集の取り扱いを行っています。

損 保 窓 口 販 売 業 務
　損害保険代理店として、「ろうきん住宅ローン総合保険」の代理店業務を行っています。

生 保 窓 口 販 売 業 務
　生命保険代理店として、「医療保険」・「終身保険」の代理店業務を行っています。

内 国 為 替 業 務
　給与振込などの国内のお客様の間での資金の送金（送金為替）、公共料金引き落としなどの取立ての仲介（代金取立）
業務を行っています。
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附帯・サービス業務のご案内
種　　類 内　　　　　　　　容

キャッシュバックサービス
〈ろうきん〉カードでゆうちょ銀行・銀行（MICS加盟金融機関）・コンビニエンスストア等のATM・CDを利用して
お引き出しをした場合、所定の利用手数料がかかりますが、この利用手数料を〈ろうきん〉が即時・全額キャッ
シュバックします（利用回数の制限はありません）。

オンラインキャッシュサービス
全国のろうきん・ゆうちょ銀行・イオン銀行・イーネット・ローソン銀行・セブン銀行のＡＴＭ・ＣＤで、ご入金・お支払・
残高照会ができます。ＭＩＣＳ加盟の他金融機関のＡＴＭ・ＣＤでは、お支払・残高照会ができます。また、入金
ネット加盟の第二地銀、信金、信組では、ご入金サービスがご利用いただけます。

ろ
う
き
ん
ダ
イ
レ
ク
ト

インターネットバンキング インターネットに接続されたパソコン・スマートフォンから、お振替、残高照会、定期預金等の口座開設、証書貸
付の償還、住所変更の届け出、公共料金の自動引落登録、税金や各種料金の払込み等ができます。

モバイルバンキング 携帯電話から、お振替、残高照会、定期預金等の口座開設、証書貸付の償還、税金や各種料金の払込み
等ができます。

テレフォンバンキング 電話から、財形・エース預金の残高照会、支払等の取引ができます。

Ｗｅｂお知らせサービス 当庫が発行する「お利息計算書」、「財形貯蓄残高のお知らせ」等の各種お知らせを、郵送等による通知に
代えて、本サービスから閲覧することができます。

公金収納 自動車税、市町村税、固定資産税、国民健康保険料等の払込み・納付ができます。
口座自動引き落し 公共料金（電話・電気・ガス・水道・NHK）やクレジットカードの利用代金、各種保険料の自動引き落しができます。
自動送金サービス 預金口座から定期的に一定額を自動的に引き落として、あらかじめ指定された預金口座に自動送金するサービスです。
給与振込 毎月の給与や一時金をお客様の口座に振込できます。
年金自動受取 厚生年金・共済年金・国民年金等の各種年金をお客様のご指定口座に振込むことができます。
代理業務 住宅金融支援機構・日本政策金融公庫等の公的機関の業務の代行ができます。
貸金庫 ろうきんの自動貸金庫が、お客様の大切な財産を火災や盗難から守ります（本店営業部のみ）。
クレジットカード ろうきんＵＣ（マスター／ＶＩＳＡ）カードの入会取次の他、ＣＤ・ＡＴＭでのキャッシュサービスを行っています。
デビットカード J−Debit加盟店で、端末にカードを差し込み、暗証番号を入力するだけで、お買物やご飲食のお支払いができます。
ファーム・バンキング

（FB）サービス
事務処理の効率化・省力化・経費の節減に最適なサービスです。振込や給与振込など大量にお取引される
場合に便利です。

LINE＠ スマートフォン等で簡単な登録をするだけ、お得なニュースが自動的に配信されるサービスです。

ローンセンターでの融資相談 ローンセンターは土曜日・日曜日も営業していますのでお休みの日にも融資などの相談窓口としてご利用できます。
（ただし、「徳島北ローンセンター・南国ローンセンター」は、土曜日を休業とさせていただいております。）

ホームページのご案内
預金・融資商品のご案内はじめ、ローンの予約申込みや資料請求コーナーを設け、情報提供しております。
アドレスは「http://www.shikoku-rokin.or.jp」、モバイルサイトURL「http://www.shikoku-rokin.or.jp/
m/」、スマートフォンサイトURL「http://www.shikoku-rokin.or.jp/sp/」

〈保護預りなどのサービスもございます。最寄りの店舗にお問い合わせ下さい。〉

そ の 他
　当金庫では、商品有価証券売買業務、外国為替業務、社債受託業務、金融先物取引等の受託等業務、信託業務は
行っていません。

【ろうきんｉＤｅＣｏの取り扱い】
　当金庫では、老後の安定的な資産形成をサポートするため、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の
１つである個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）の新プラン、「ろうきんｉＤｅＣｏ（個人型年金プラン）」の取
り扱いを行っております。
 

【医療保険の取り扱い】
　当金庫では、日本の少子高齢化が進む中、お客様の多様な保険ニーズに対応するため、「たんぽぽ認知症治
療保険」および「まごころの贈り物」（太陽生命保険）の取り扱いを行っております。


