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■商品・サービスのご案内

　マイホームの新築、増改築または購入、マン
ションやマイホーム建設用地の購入など幅広い
ニーズにご利用いただけます。

 ポイント１ ｜ ゆとりの大型ローン

融資額は最高 1億円以内、返済期間は 5年以上 35
年以内でご利用いただけます。

 ポイント２ ｜ 選べる商品・制度

①変動金利型
　年 2回、金利の見直しを
行い、その時々の金利状
況に応じて変動します。

②固定金利選択型
　借り入れ時より3年 5年 
10年のいずれかを「固定
金利期間」として特約す
ることができます。

※アレンジプランにより、現
在ご利用の商品から他の商
品への変更も可能です。

 ポイント 3 ｜ 団体信用生命保険をセット

保険料を〈ろうきん〉負担で「ろうきん団体信用生命保
険」にご加入いただけます。

※その他、金利割引プランや自治体との提携融資制度もご
ざいます。詳しくは、〈ろうきん〉のホームページ、または最
寄の営業店までお問い合わせ下さい。

　マイプランは、便利で安心なカードローンです。
いろいろな目的に、自由自在にご利用いただけます。

 ポイント１ ｜ 繰り返し利用が可能

お申込み限度額の範囲であれば、何度でも
繰り返してご利用いただけます。

 ポイント２ ｜ カードの提示だけで優待割引

「マイプランクラブ」加盟の遊園地・ホテル・飲食店などで
カードを提示いただくと割引などのサービスが受けられます。

※一部施設では、予約または、あらかじめ割引券や優待
券が必要な場合があります。

住宅ローン 無担保ローン『役立宣言』シリーズ

　お客様の多様なライフプランに合わせてご利
用いただける４商品をご用意しています。

 ポイント 1 ｜ さまざまなシーンをサポート

自動車購入、教育、住宅リフォーム、
冠婚葬祭、レジャー等、目的により、
オートローン、教育ローン、無担保
住宅ローン、ライフローンのいずれ
かの商品をご利用いただけます。

 ポイント 2 ｜ ゆとりの大型ローン

融資額は最高1,000万円、返済期
間は最長10年（教育・住宅資金は最
長15年）でご利用いただけます。

 ポイント 3 ｜ うれしい金利設定

〈ろうきん〉ならではの魅力ある金利
設定となっています。また返済期間
に応じて、「固定金利」・「変動金利」
のいずれかをご選択いただけます。

カードローン「マイプラン」

対象商品 ：オートローン『役立宣言』、教育ローン『役立宣言』、
無担保住宅ローン『役立宣言』

取扱期間 ：2013 年 9月30日融資実行分まで

2013年3月1日に迎えた
〈静岡ろうきん〉創立60周年の

感謝の意を込め、
「60周年プレミアム金利」にて

お取扱いしております。

　「フラット35」は長期間の返済において、将来
にわたり安定した返済をご希望の皆様に最適な、
最長35年間固定金利の住宅ローンです。返済期
間（20年以内・20年超）に応じて、それぞれ金利
を設定します。
　住宅ローン利用総額の50％以上を、〈ろうきん〉
の他の住宅ローンで、残りを「フラット35」で組
み合わせてご利用いただいた場合の金利制度
（ミックスプラン）もございます。

ろうきん＜住宅金融支援機構＞
提携ローン「フラット35」
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　〈ろうきん〉からお知らせする「残高のお知らせ」
などを書面による郵送に替えてインターネット
を通じてご確認いただけるサービスです。

 ポイント１

時間を気にせず、休日でも24時間ご利用できます。
※メンテナンス等によりご利用いただけない日・時間帯があ
りますのでご了承ください。

 ポイント２

インターネットに接続できるパソコン
や携帯電話・スマートフォンがあれば、
どこからでもご利用可能です。

 ポイント３

手数料がかかりません。
※パケット代、通信費等はお客様の負担になります。
※「ポイントアッププレゼントのご案内」など、Ｗｅｂお知ら
せサービスの対象とならない通知もございます。詳しくは、〈ろ
うきん〉のホームページ、または最寄の営業店までお問い
合わせください。

　他の金融機関（銀行・信用金庫・JAバンク・ゆう
ちょ銀行等）のATM等で、〈ろうきん〉のキャッシュ
カード、マイプランカードをご利用いただいた場合
のお引出し利用手数料を、全てのお客様にご利用
口座ごと月10回までお戻しします。

＜他行ATM利用手数料返戻サービスのご注意＞
●対象となる利用手数料は、毎月1日～末日までの1
カ月間のうち、日付・時刻の早い順に10回までです。
●対象の利用手数料は、翌月20日（休業日の場合は
翌営業日）に1ヵ月分をまとめて、対象となるカード
の普通預金口座（複数口座の場合
はそれぞれ）へご入金します。
● 21時以降の利用手数料は返戻
の対象となりません。

　〈ろうきん〉では、ご退職金などのお預け先として、
金利を上乗せした定期預金をご用意しております。
　期間中に限り、通常の定期預金金利（店頭でのご
案内）に金利を上乗せしてお預かりします。

●資産運用専用定期
　〔取扱期間：2014年3月31日預入分まで〕
　　〈ろうきん〉で新規に投資信託・個人向け国債・個人
年金保険をお申込いただいた方にご利用いただけます。

●年金定期
　〔取扱期間：2014年4月30日預入分まで〕
　　公的年金や企業年金のお受取口座を〈ろうきん〉に
ご指定いただいている方にご利用いただけます。

※上乗せ金利利率などの詳細は、最寄の営業店、または〈ろ
うきん〉フリーダイヤルまでお問い合わせください。

　〈ろうきん〉なら、インターネッ
トバンキングの年間利用手数料は
かかりません。さらに、お振込手
数料は、窓口やATMを利用する
場合に比べお安くなっています。
　また、〈ろうきん〉の窓口に行かなくても、定期
預金、エース預金の入金・支払いや、お勤め先によっ
ては一般財形の支払いなどのサービスを、自宅の
パソコンや携帯電話（モバイル）・スマートフォンで
ご利用いただけます。
　詳しくは、〈ろうきん〉のホームページ、または
最寄の営業店までお問い合わせください。

●日曜のんびり相談会
　毎週日曜日（9:00～12:00、13:00～16:00）県
内10ローンセンターにおいて各種ローンの相談会を
開催しています。また、浜松中央・静岡中央・富士の
３ローンセンターでは毎週土曜日（9:00～12:00、
13:00～16:00）も開催しています。
　平日にお時間の取れない方はぜひご来場ください。
※事前にご予約のうえ、ご来場ください。
※一部開催しない日もございます。
※佐鳴台相談センターでは開催しておりません。

●水曜よりみち相談会
　毎週水曜日の夕方（17:00～19:00）、県内す
べての営業店にて、ローンの相談はもちろん、ご
預金に関するお手続き
や、資産運用の相談も
うけたまわります。
　お勤め帰りにぜひ
お立ち寄りください。
※水曜日が祝日等非営業
日の場合はお休みさせ
ていただきます。
※ご予約を優先させてい
ただきます。
※混雑状況により当日の
ご相談をお受けできな
いこともございます。

他行ATM利用手数料返戻サービス

ろうきんインターネットバンキング

各種相談会のご案内

Webお知らせサービス

期間限定金利上乗せ定期預金

他行ATMでのお引出し利用手数料を
翌月20日にお戻しします。

なります
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■商品・サービスのご案内

●預金のご案内

日常の家計管理に　

自由に使いながら有利にふやす

ボーナスなど、大切な資金を確実にふやす　

目標に合わせて計画的に積み立てる

その他の預金

預ける・貯める・支払う・借りるの４つの機能を１冊にセットした通帳です。普通預
金の便利さを活かし、更に自動融資（定期預金・エース預金合計額の 90％以内・最
高300万円まで）が受けられます。公共料金の自動支払や年金のお受取りなど、お
サイフがわり、家計簿がわりに使える便利な通帳です。マイプランをセットすれば更
に便利です。また、普通預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」
という３要件を満たした決済用預金（全額保護）での取扱いも可能です。　※定期預
金・エース預金をご利用いただく場合は、手続きが必要です。

通帳を発行しない普通預金です。通帳のかわりに「取引明細表」を定期的にご自宅に
無料で郵送しますので、通帳の記帳の手間を省くことができます。日常のお引出しや
お預入れはカードでのお取引となります。

ボーナスなどのお預入れにぴったりの定期預金です。

300万円以上のお預入れ金額を対象とする定期預金です。

1,000万円以上のお預入れ金額を対象とする定期預金です。　

1年複利の定期預金です。お預入れ期間は最長3年で、1年経過後は、期日を指定
して必要とする日にお引出しができます。また、元金の一部（1万円以上）をお引出し
いただけます。

6ヵ月ごとに金利が変動する定期預金です。お預入れ期間3年のものは、6ヵ月複
利型もご利用いただけます。

半年複利の定額預金です。お預入れ期間は最長 5年で、6ヵ月経過後は、いつで
もお引出しができます。

300万円以上のお預入れ金額を対象とする定額預金です。6ヵ月経過後は、いつ
でもお引出しができます。また、300万円を超える部分について元金の一部（1万
円以上）をお引出しいただけます。

いろいろな目的に合わせ自由に使えるフリースタイルの預金です。

ご自分の生活設計に合わせて、年金タイプでお受取りになれる有利な積立預金です。
退職後も利子非課税の特典が受けられます。

会員単位でまとまって定期的に積立する預金です。積立は原則退職時までですので
退職金の上乗せ分としてもご利用いただけます。

積立期間、積立額が目標に合わせて自由に決められる積立預金です。
目標日指定型・年金型は、3ヵ月以上の据置期間が必要となります。

代金決済に安全で便利な小切手利用のための預金です。

満期日前に譲渡して資金化もできる、有利な短期余裕資金の運用プランです。

3ヵ月以上
5年以内
7年・10年

1ヵ月以上
5年以内
7年・10年

1ヵ月以上
5年以内
7年・10年

500円以上
300万円未満スーパー定期

300万円以上
1,000万円未満スーパー定期300

1,000万円以上自由金利型定期預金

財形貯蓄

500円以上
300万円未満

ワイド定期
（期日指定定期預金）

最長3年
（うち据置期間１年）

500円以上変動金利定期預金 １年以上
３年以内

1万円以上
300万円未満ハイパーΣ定期 最長5年

（据置期間6ヵ月）

ハイパーΣ300定期 最長5年
（据置期間6ヵ月）

300万円以上
1,000万円未満

一般財形 3年以上 1,000円以上

財形年金 5年以上 1,000円以上

財形住宅 5年以上 1,000円以上

いっせい積立（エース預金）
一斉積立

退職時まで
原則5,000円

以上

ーーーー 100円以上エース預金

7日以上 5,000円以上通知預金

ーーーー ーーーー当座預金

1日以上
10年以内

5,000万円以上譲渡性預金（NCD）

定期預金

エース預金

普通預金 出し入れ自由 1円以上

総合口座
（パレット
キューブ）

貯蓄預金

出し入れ自由 1円以上普通預金（無通帳型）

該当の定期預金に準じます

該当のエース預金に準じます

期　間 お預入れ額種　　類 特　　徴

お引出し自由で、預金残高に応じて金利が段階的にアップする預金です。 出し入れ自由 1円以上

据置期間は7日間です。まとまった資金の短期運用にご利用下さい。
お引出しの場合は、お引出し日の2日前までにご通知下さい。

マイホームのご計画に合わせた住宅資金づくりに最適な積立預金です。財形年金と
合わせて元本550万円までの利息に対して非課税の特典が受けられます。
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　当金庫では、給与振込などの国内のお客様間の資金の送金（送金為替）、お取立ての仲介（代金取立）業務を行っています。

　　当金庫では、余裕資金の一部について、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。詳しくは資料編54 頁に掲載しています。
　なお、　当金庫では、商品有価証券売買業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務、金融先物取引等の受託業務、信託業務は行っていません。

●有価証券のご案内

●内国為替のご案内

●共済・保険のご案内

●確定拠出年金のご案内

減収・離職された方のために

住まいづくりに

豊かなくらしに

●融資のご案内

ローンご利用にあたっての留意点☞
1. ローン商品はご利用の目的、返済計画に合わせて多様な商品をご用意して
おります。契約条件（返済方法、期間、金利等）を確認の上、ご利用下さい。
2. 当金庫では、ご返済に無理のないよう返済基準を設けております。ライフ
プランに合わせた資金計画をお立て下さい。

3. 融資利率は、ご利用時期により異なる場合がございます。
4. ご利用中の利率変更ならびに新規の融資利率の変更につきましては、市場
金利の状況により見直しさせていただきます。

※2013年3月末現在

ご融資限度額 ご融資期間種　　類 特　　徴

オートローン 『役立宣言』

無担保住宅ローン 『役立宣言』
ライフローン 『役立宣言』

教育ローン 『役立宣言』

自治体との提携教育ローン

受験・入学費用や授業料、下宿代・資格取得費用などにご利用いただけます。

自治体との提携による低利な教育ローンです。

1,000万円

10年以内

15年以内

10年以内

100万円 5年以内

15年以内
（据置5年以内を含む）

年金ローン 年金受取をろうきんに指定していただいている方がご利用いただけます。
200万円もしくは、
公的年金の年間受給
金額の低い方

5年以内

マイプラン（カードローン） レジャー・買い物等お使いみちは自由です。
お取引きの状況によって、ご融資金利を軽減させていただきます。

300万円
1年ごとの
自動更新

育児支援ローン
育児期間中（妊娠から小学校入学前まで）のお子様がいる方にご利用いただけます。
2人以上の育児期間中のお子様がいる場合は、200万円までお借入れいただけます。
※2013年12月30日融資実行分をもってお取扱いを終了させていただきます。

それぞれの自治体によります

自動車やオートバイの購入、車検・修理費用などにご利用いただけます。

リフォームや増築、太陽光発電の設置費用などにご利用いただけます。

電化製品やピアノの購入、旅行・レジャー費用などにご利用いただけます。

お客様から集めた資金を１つのファンド（基金）としてまとめ、投資の専門家である投資信託委託会社が複数の株式
や債券などに分散投資して運用する商品です。
なお、投資信託は元本保証がなく、預金のようにあらかじめ一定の利回りをお約束するものではありません。

 種　　類 特　　徴
・個人のお客様向け　個人向け国債（3年・5年・10年）の窓口販売を行っています。
・団体のお客様向け　利付国債（2年・10年）の窓口販売を行っています。国債窓口販売

投資信託窓口販売

確定拠出年金 ・企業型は労働金庫連合会の「総合型ろうきんDCプラン」と「労働金庫連合会定期預金」を販売しています。
・個人型は「静岡県労働金庫個人型確定拠出年金プラン」を提供しています。

 種　　類 特　　徴

 種　　類 特　　徴

労金住宅ローン専用
火災共済・一般火災共済

「全労済」の火災共済です。火災や風水害など充実した保障で暮らしを守ります。自然災害共済とセットで加入す
ることにより地震・風水害から盗難まで強力にバックアップする共済です。住宅ローンご利用の方は「労金住宅
ローン専用火災共済」にご加入いただくことができます。

ろうきん住宅ローン
総合保険

個人年金保険（定額）

住宅ローンご利用の方が契約できる（株）損保ジャパンを引受幹事保険会社とする「共同保険契約」の「火災保険」
です。火災や風水害・落雷・盗難など充実した保障で暮らしを守ります。地震保険とセットで加入することにより、
地震等を原因とする火災等も補償される保険です。

資産運用・年金受取・万一の保障の機能がひとつになった生命保険商品です。日本生命保険相互会社を引受保険
会社とし、お客様のライフプランに応じて、年金受取方法をお選びいただけます。

̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶
勤務先の事情あるいは自然災害などにより給与・ボーナス等が減少した方や、離職
された方を対象に、返済中のろうきんローンの返済条件の緩和、又は生活費・教育
資金の新規融資について、個別に相談させていただきます。

勤労者生活支援
特別融資制度［ささえ］

1億円

6,000万円
35年以内

自治体との提携による低利な住宅ローンです。

新築・増改築費用、土地・住宅の購入資金、住宅ローンの借換にご利用いただけます。住宅ローン

自治体との提携住宅ローン

3大疾病保険・障害特約付ローン 死亡・高度障害時の保障に加え、3大疾病（がん、急性心筋梗塞、脳卒中）、障害により所
定の支払事由に該当した場合に保険金をお支払いする特約が付帯された住宅ローンです。

それぞれの自治体によります
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キャッシュサービス

入金ネット提携サービス

定期預金お預入れサービス

振込サービス

通帳記帳サービス

通帳繰越サービス

デビットカードサービス

公共料金等
自動支払いサービス

ろうきんUC
（マスター・VISA）カード

外貨宅配サービス

インターネット（モバイル）
バンキングサービス

ZATTS
（財形預金・エース預金電話振替サービス）

W eb お知らせサービス

インターネットホームページ

ポイントアッププレゼント

情報誌提供サービス

メールオーダーサービス

お問い合わせご相談
フリーダイヤル

全国のろうきん・セブン銀行・ゆうちょ銀行の現金自動機では手数料がかからないでカードによる入金がで
きます。加えて、第二地銀・信用金庫・信用組合の『入金ネット』提携金融機関の自動機でもカードによる入
金ができます。

静岡ろうきんと全国のろうきんの現金自動機では、総合口座通帳（パレットキューブ）、定期預金通帳および
エース預金通帳に、定期預金をお預入れいただけます。（平日のみ）

振込サービスのご利用時間は、平日の8:45～ 15:00となります。それ以外の時間では、インターネットバ
ンキングのご利用をお願いします。

静岡ろうきんと全国のろうきんの現金自動機で通帳記帳ができます。
（定期預金通帳およびエース預金通帳への記帳は平日のみとなります。）

総合口座通帳セット4型（パレットキューブ）は、〈静岡ろうきん〉の各営業店に併設されている現金自動機、
および静岡県下の一部を除く営業店舗外現金自動機で通帳繰越ができます。

「J-Debit」マークのあるお店ならろうきんキャッシュカードでお支払いができます。
（ご利用可能時間7:00～ 23:00（特定日除く））

電気、電話、ガス、水道、NHK受信料などの5大公共料金や税金その他のお支払いを、お客様の総合口座
より自動的に引き落とします。

国内、海外のUCマスター・UC VISA加盟店で、ショッピングにお食事にサインひとつでご利用いただけま
す。またカード付帯の各種サービスや情報提供が受けられます。

円貨から外貨への両替を行い、指定場所に外貨を宅配するサービスです。あらかじめ各種の紙幣がパック化
されたものを購入できます。

口座残高やお取引き明細の照会、振替、振込などのお取引きがパソコンや携帯電話・スマートフォンでご利
用いただけるサービスです。

電話一本で一般財形、エース預金を払戻してご指定口座へご入金します。また、財形貯蓄・エース預金の残
高照会も可能です。なお、〈ろうきん〉の休業日のお取引きは予約扱いとなり、指定口座への入金は、翌営業
日となります。

〈ろうきん〉からお客様にお届けしている「残高のお知らせ」などの通知類を、パソコンや携帯電話を通じてご
確認いただけるサービスです。

ホームページ上でローンシミュレーションやローン仮申込み、ライフプランシミュレーション、資料請求が
できます。
●ホームページアドレス　http://shizuoka.rokin.or.jp

お取引きに応じてポイントが付き、貯まったポイントをご希望の景品と交換できるサービスです。

一定のご預金をお預けいただいている方や、ろうきん住宅ローンをご利用いただいている方等には「ろうきん
からのお知らせ」、会員役員の方には「ミーツ」など話題満載の情報誌を無料でお届けします。また、メルマ
ガ会員登録をいただいた方には、商品やサービスに関わるタイムリーな情報などを配信する「メールマガジン
配信サービス」を行っています。

住所変更のお手続きや、インターネット（モバイル）バンキングサービス申込みなどを、郵送によりお受けす
るサービスです。ろうきんキャッシュサービスコーナーに設置してある申込書を専用封筒で郵送していただ
くだけでお手続きができます。

フリーダイヤル（通話料無料）で〈ろうきん〉のご利用に関するお問い合わせ、ご相談を受付しています。

●0120-609-123　平日9:00～ 18:00

現
金
自
動
機
（
A
T
M
）

カード１枚で預金のお引出し・お預入れできます。普通預金のお引出し、マイプランカードによるローンは、
静岡ろうきんをはじめ、全国のろうきん、銀行、信用金庫、農協、信用組合、信託銀行、ゆうちょ銀行、セ
ブン銀行、イオン銀行の現金自動機でもご利用いただけます。同一口座に対し家族ペアでカードをご利用
いただけます。
《カードによる1日あたりのお引出し等ご利用限度額について》
キャッシュカード・マイプランカードのご利用限度額は50万円とさせていただきます。
お客様のご希望により、最高200万円（マイプランは100万円）まで、変更が可能です。
ご利用限度額の引き上げは窓口で、引き下げは自動機で手続きをお願いします。

 種　　類 特　　徴

●サービスのご案内
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