
業務のご案内

さまざまなニーズにお応えする商品を取り扱っております。

≪当金庫商品の預金保険制度対象について≫
全額･･･預金保険制度により決済用預金として全額保護の対象となります。
一部･･･預金保険制度の付保対象商品です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。

（当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。）
対象外･･･預金保険制度の対象外商品です。� （平成30年6月現在）

お客さまの資産を増やすお手伝いをいたします。

預金積金商品

預金積金商品

商品名 内容と特色 お預け入れ期間 お預け入れ金額 預金保険制度の対象

普通預金 公共料金等の自動支払および給与・年金等の自動受取
がご利用いただけます。

随時お預け入れ、
お引き出しできます。

1円以上
1円単位 一部

普通預金（無利息型） 利息がつきません。預金保険制度により決済用預金とし
て全額保護の対象となります。

随時お預け入れ、
お引き出しできます。

1円以上
1円単位 全額

当座預金 手形・小切手がご利用いただけます。預金保険制度によ
り決済用預金として全額保護の対象となります。

随時お預け入れ、
お引き出しできます。

1円以上
1円単位 全額

貯蓄預金 お預け入れ残高に合わせて段階別金利を適用いたします。随時お預け入れ、お引き出しできます。
1円以上
1円単位 一部

納税準備預金 租税納付目的で払い戻した場合は税金がかかりません。 随時お預け入れ、
お引き出しできます。

1円以上
1円単位 一部

通知預金 一時的な運用に適しております。 預入日から7日間の
据置期間が必要です。

1万円以上
1円単位 一部

定
期
預
金

大口定期預金 1,000万円からの、まとまった資金を運用いただけます。 1カ月～5年 1,000万円以上
1円単位 一部

スーパー定期預金
余裕資金をプランに合わせて運用いただけます。 1カ月～5年

500円以上300万円未満
１円単位

一部
スーパー定期預金300 300万円以上

１円単位

期日指定定期預金 1年の据置期間経過後は、いつでもお引き出しできます。 最長3年 500円以上300万円未満
1円単位 一部

変動金利定期預金 6カ月ごとに適用金利を見直しいたします。 1年～3年 500円以上
1円単位 一部

年金福祉定期500 当金庫で年金を受け取られている方、受取予約をされた
方に、金利を優遇いたします。 1年 1人500円以上

500万円以下 一部

定
期
積
金

スーパー積金 毎月計画的に積み立てていただく積金です。 6カ月～5年 1,000円以上
1,000円単位 一部

100万円積金 満期時契約額が100万円以上となる積金です。 1年～5年 1,000円以上1,000円単位
ただし契約金額100万円以上 一部

特典いろいろ積金 当金庫と提携する店舗での買物、旅行、食事等の割引特
典が受けられる積金です。 3年～5年 2万円以上

1,000円単位 一部

旅の生きがい
大学積金

当金庫が毎年実施している『旅の生きがい大学』をご案
内いたします。 1年～5年 1,000円以上1,000円単位

ただし契約金額100万円以上 一部

外
貨
預
金

外貨普通預金
米ドル、ユーロ、オーストラリアドルの通貨からお選びい
ただけます。毎月のお取引内容をステートメント（受払照
合表）でお知らせいたします。

随時お預け入れ、
お引き出しできます。

1通貨単位以上
（例えば米ドルの場合1ドル）

1補助通貨単位
（例えば米ドルの場合1セント）

対象外

外貨定期預金 米ドル、ユーロ、オーストラリアドルの通貨からお選びい
ただけます。自動継続もお取り扱いしております。 1カ月～1年

100通貨単位以上
（例えば米ドルの場合100ドル）

1補助通貨単位
（例えば米ドルの場合1セント）

対象外

譲渡性預金（NCD） 5,000万円以上の大口資金を短期間運用いただけるほ
か、満期日前の譲渡が可能です。 ２週間～２年 5,000万円以上

1,000万円単位 対象外

財
形
預
金

一般財形預金 給与からの天引きで支払使途制限のない預金です。 3年以上 1,000円以上
1,000円単位 一部

財形年金預金 豊かな老後に備える、非課税特典のある預金です。 ５年以上 1,000円以上
1,000円単位 一部

財形住宅預金 住宅資金に備える、非課税特典のある預金です。 ５年以上 1,000円以上
1,000円単位 一部

通帳名 内容と特色

総合口座通帳 普通預金と定期預金を1冊の通帳でご利用いただけます。「受け取る」「貯める」「支払う」機能のほか、「借りる」機能として
定期預金の90％かつ500万円以下の範囲で当座貸越がご利用いただけます。

自由金利定期預金通帳「大河」 大口定期預金、スーパー定期預金、変動金利定期預金が1冊の通帳でご利用いただけます。「さいしんゴールドカード」と
セットで、定期預金の90％かつ1,000万円以下の範囲で当座貸越がご利用いただけます。

定期預金通帳 スーパー定期預金、変動金利定期預金、期日指定定期預金が1冊の通帳でご利用いただけます。当座貸越機能はござい
ません。
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融資商品

融資商品

◆主な事業者向け融資
地元企業・事業主のお客さまを応援する融資商品です。

商品名 お使いみちと特色 ご融資期間 ご融資額
《さいしん》サポートローン
「応援宣言」〈開拓者〉

ご融資取引がないお客さまを対象に、運転資金・設備資金にご利用いただけ
ます。また、代表者保証免除のお取扱いも可能です。

運転5年以内
設備10年以内 100万円以上3,000万円以内

《さいしん》VIPファンド 運転資金・設備資金にご利用いただけます。 運転5年以内
設備10年以内 1億円以内

《さいしん》サポートローン「応援宣言」 2年以上同一事業を営む法人および個人事業主のお客さまに、無担保で運転
資金・設備資金にご利用いただけます。

運転5年以内
設備10年以内 100万円以上1億円以内

《さいしん》サポートローン「応援宣言」
＜ドクターα＞＜ドクターβ＞＜ドクターγ＞

医療業を営む個人事業主、医療法人、また医療業を開業する個人の方が、運転
資金・設備資金にご利用いただけます。

6カ月以上25年以内 100万円以上

※各商品ごとに異なりますのでご相談ください。

《さいしん》成長基盤強化
応援ファンド

当金庫の定める11の成長基盤分野に該当し、成長基盤強化に資する運転資
金・設備資金にご利用いただけます。

運転1年超5年以内
100万円以上15億円以内

設備1年超25年以内

《さいしん》創業支援融資
チャレンジサポートローン

県内において独立して新たに開業する方を対象に、無担保で運転資金・設備
資金にご利用いただけます。 5年以内 500万円以内

《さいしん》
アパートマンションローン 賃貸用住宅の新築・購入・増改築・修繕資金にご利用いただけます。

最長35年 原則3,000万円以上

※固定金利選択型10年を希望する場合は5,000万円以上

《さいしん》
コミュニティサポートローン

「特定非営利活動法人」の法人認証を受け、地域の課題解決など公益活動に取
り組むNPO法人のお客さまにご利用いただけます。

運転5年以内
設備10年以内 3,000万円以内

制度融資 埼玉県および各市町村の制度融資をお取り扱いしております。

代理貸付 住宅金融支援機構、日本政策金融公庫、信金中央金庫、中小企業基盤整備機構、環境再生保全機構、勤労者退職金共済機構、福祉医療機構など

◆その他

商品名 お使いみちと特色 ご融資期間 ご融資限度額 担保・保証機関

しんきん住宅ローン
住宅購入、新築増改築、住宅用土地購入、借換資金にご利用いただけます。も
しもの時の大きな安心、「就業不能保障・3大疾病保障付住宅ローン（団体信用
生命保険）」が選べます。

35年以内 8,000万円 不動産担保
しんきん保証基金

全国保証住宅ローン
「住まいる いちばん ネクストV」

住宅購入、新築増改築、住宅用土地購入、借換資金にご利用いただけます。も
しもの時の大きな安心、「就業不能保障・3大疾病保障付住宅ローン（団体信用
生命保険）」が選べます。

35年以内 １億円 不動産担保
全国保証

《さいしん》女性向け住宅ローン
「シャイナス」

住宅購入、新築増改築、住宅用土地購入、借換資金にご利用いただけます。出
産・育児、お子さまの就学、介護など、さまざまなライフシーンにあわせてご
返済方法を見直すことができます。

30年以内 8,000万円
不動産担保
しんきん保証基金
または全国保証

しんきん無担保住宅ローン 住宅購入、新築増改築資金にご利用いただけます。もしもの時の大きな安心、
「就業不能保障・3大疾病保障付住宅ローン（団体信用生命保険）」が選べます。 20年以内 2,000万円 しんきん保証基金

全国保証住宅ローン
「住まいる いちばん セレクト」

住宅ローンの借換資金にご利用いただけます。もしもの時の大きな安心、「就
業不能保障・3大疾病保障付住宅ローン（団体信用生命保険）」が選べます。 20年以内 1,500万円 全国保証

リフォームプラン 住宅増改築、エクステリア等の修繕費用にご利用いただけます。 15年以内 1,000万円 しんきん保証基金

マイカーローン マイカー・バイク購入資金、免許取得費用、車検・修理費用、借換資金等（営業
車両を除く）にご利用いただけます。 10年以内 1,000万円 しんきん保証基金

教育ローン 入学金、授業料、学校納付金、教育関連資金にご利用いただけます。 16年以内 1,000万円 しんきん保証基金

リピートプラン

マイカーローンを繰り返しご利用いただくお客さまにお得なプランです（ご
利用条件がございます）。 10年以内 1,000万円 しんきん保証基金

教育ローンを繰り返しご利用いただくお客さまにお得なプランです（ご利用
条件がございます）。 16年以内 1,000万円 しんきん保証基金

リフォームプランを繰り返しご利用いただくお客さまにお得なプランです
（ご利用条件がございます）。 15年以内 1,000万円 しんきん保証基金

教育カードローン 入学金、授業料、学校納付金、教育関連資金にご利用いただけます。ご融資金
額コースの限度額まで何度でもATMでのお借入が可能です。

・貸越期間
4年10カ月以内
・返済期間
10年以内

100万円～
500万円 しんきん保証基金

クイックローン 旅行、結婚、医療資金等のフリー資金にご利用いただけます。 10年以内 500万円 しんきん保証基金

個人カードローン お使いみちは自由（事業資金等を除く）です。
持っていて安心、急な出費をしっかりサポートします。 3年更新 10万円～

100万円 しんきん保証基金

カードローン
「With住まいる」

お使いみちは自由（事業資金等を除く）です。
全国保証住宅ローンをご利用中のお客さま限定となります。 3年更新 50万円～

200万円 全国保証

《さいしん》フリーローン
「自由自彩」

お使いみちは自由です。暮らしに彩りを、思いのままに。
携帯電話（モバイル・スマートフォン）からも、お申込みできます。 10年以内 500万円 クレディセゾン

《さいしん》カードローン
「自由自彩」 お使いみちは自由です。必要な時に身近なATMでご利用いただけます。 3年更新 50万円～

900万円 信金ギャランティ

空き家活用ローン 居住用の空き家についての改築・改装費用をはじめ、解体や防災・防犯対策費
用など幅広くご利用いただけます。 10年以内 500万円 ジャックス

◆主な個人向け融資
住宅ローン、マイカーローンやお使いみち自由なカードローンなど、あらゆるニーズにお応えいたします。

（平成30年6月現在）
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