
商品・サービスのご案内

預金の種類 期　間 最低預入額 内容・特色

当座預金 定めはありません 1円以上 手形や小切手をご利用いただくための預金です。会社・商店のお取り引きに便利で
す。なお、預金保険制度により全額保護されます。

普通預金 定めはありません 1円以上
いつでも自由に出し入れができる預金です。給与・年金のお受取り、公共料金の自
動支払いなどができ、家計簿代わりにご利用できます。キャッシュカードをご利用いた
だくと、全国の信用金庫・銀行などでお引き出しができます。

無利息型普通預金 定めはありません 1円以上 決済用預金の3要件（無利息・要求払い・決済サービス）を満たした普通預金です。
なお、預金保険制度により全額保護されます。

総合口座 定めはありません 1円以上 1冊の通帳に普通預金と定期預金等をセット。イザという時には定期預金等の
90％、最高200万円まで自動的にご融資がご利用いただけます。

貯蓄預金 定めはありません 1円以上 普通預金の便利さと定期預金の有利さを兼ね備えた預金です。
お預け入れ残高に応じて金利がアップします。

通知預金 7日以上 1万円以上 まとまった資金の短期運用に便利です。
お引き出しのときは、2日前までにご連絡が必要です。

納税準備預金 定めはありません 1円以上 納税資金を計画的にご準備していただく預金です。

定
期
預
金

スーパー定期 1カ月～10年 1,000円以上 1,000万円未満の定期預金として資金運用ができます。

大口定期 1カ月～10年 1,000万円以上 大口資金の運用に適した定期預金です。

期日指定定期 最長3年 1,000円以上
300万円未満

1年複利で、お預け入れ後1年を経過すると、1カ月前のご連絡でいつでもお引き出
しになれます。

変動金利定期 1年・2年・3年 1,000円以上 市場金利の動向に合わせて、6カ月ごとに金利が変動する定期預金です。

年金定期 1年 1,000円以上
300万円以下

当金庫で年金を受け取っている方のみご利用いただける定期預金で、スーパー定
期1年ものの店頭金利に0.2％上乗せしてお預かりします。取り扱い期間は平成
30年3月30日まで。

ふれあい定期 1年 1,000円以上
300万円以下

老齢福祉年金や障害福祉年金等、一定の条件のもとに、スーパー定期1年ものの
店頭金利に0.20％上乗せしてお預かりします。
取り扱い期間は平成30年3月30日まで。

笑顔 6カ月 100万円以上
3,000万円以内

退職金専用の定期預金です。スーパー定期または大口定期6カ月ものの店頭金利
に1.00％上乗せしてお預かりします。
取り扱い期間は平成30年3月30日まで。募集枠10億円に達した時点で取扱い終
了とさせていただきます。

積立定期 定めはありません 1,000円以上 目的に合わせ、いつでもお好きな金額を積み立てる預金です。

定
期
積
金

スーパー積立 6カ月～5年 1,000円以上 大きな目標に向けて、毎月積み立てていく預金です。

財
形
預
金

一般財形預金 3年以上 1,000円以上 貯蓄目的は自由です。課税対象になります。

財形年金預金 5年以上 1,000円以上 豊かな老後を実現するための個人年金預金です。財形住宅預金と合算して元金
550万円までのお利息に税金がかかりません。

財形住宅預金 5年以上 1,000円以上 住宅の取得や増改築の資金を貯める預金です。財形年金預金と合算して元金
550万円までのお利息に税金がかかりません。

主な預金商品のご案内

当金庫は、お客様の資産運用目的、知識、経験および財産
の状況に照らして、適正な情報の提供と商品説明をい
たします。

当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事
実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、
研修を通じて役職員の知識の向上に努めます。

当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場
所での勧誘は行いません。

金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づ
きの点がございましたら、窓口までお問合せください。

金融商品の選択・ご購入は、お客様ご自身の判断によっ
てお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適
正な判断をしていただくため、当該商品の重要事項に
ついて説明をいたします。

1. 3.

4.

5.

2.

金融商品に係る勧誘方針
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ローンの種類 ご融資金額 ご融資期間 お使いみち・特色

住
宅
ロ
ー
ン

住宅ローン 10,000万円以内 35年以内 住宅の新築、購入や住宅建築用土地購入、借換えにご利用いた
だけます。

リフォームプラン 1万円以上
1,000万円以下 15年以内 住宅の増改築・補修資金として不動産担保不要でご利用いただ

けます。

フラット35 100万円以上
8,000万円以下 35年以内

住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用した全期間固
定金利型の住宅ローンです。住宅の建設資金、新築住宅の購
入資金または中古住宅の購入資金としてご利用いただけます。

カ
ー
ド
ロ
ー
ン

しんきん
カードローン

10万円以上
100万円以下 3年（自動更新）

カードで必要なときにATMからローンが受けられます。お使いみ
ちは自由です。（ただし、事業性資金、借入金返済資金等は除き
ます。）

カードローン
きゃっする

50万円以上
500万円以下 3年（自動更新） お使いみち自由でパソコン・スマートフォン・携帯電話・FAXでカン

タン申込みができます。（ただし、事業性資金は除きます。）

教育カードローン 50万円以上
300万円以下

5年以内
（1年毎の更新）

教育に関する資金に幅広くご利用いただけます。お借入範囲内
であれば何度でもお借入が可能です。在学期間中は利息のみ
の返済も可能です。

暮
ら
し
の
ロ
ー
ン

個人ローン 1万円以上
500万円以下 10年以内 お使いみち自由です。

（ただし、事業性資金、借入金返済資金等は除きます。）

教育プラン 1万円以上
1,000万円以下 10年以内 お子さまの入学金、授業料などの学費のほか、制服、教科書等の

購入資金にも幅広くご利用いただけます。

みやぎっこ
応援ローン

10万円以上
200万円以下 10年以内 出産や子育てに必要となる資金全般にご利用いただけます。

（みやぎ子育て世帯支援総合融資）

カーライフプラン 1万円以上
1,000万円以下 10年以内 マイカー購入から免許取得費用まで幅広くご利用いただけます。

しんきん
シニアライフローン

1万円以上
100万円以下 10年以内 当金庫で年金をお受取りされている方を対象に（お受取りの手続

きをされた方も含む）、ご利用いただけます。

フリーローンモア 10万円以上
500万円以下 10年以内 お使いみち自由です。（ただし、事業性資金は除きます。）

スーパークイックⅡ 10万円以上
500万円以下

7年以内
（300万円超は10年以内）

お使いみち自由です。
（事業性資金、新規開業資金にもご利用いただけます。）

ローンの種類 ご融資金額 ご融資期間 お使いみち・特色

一般のご融資 皆様の事業の発展のために一般の融資がご利用できます。
割引手形・手形貸付・証書貸付・当座貸越があります。

事業者カードローン 1,000万円以内 1年または
2年毎に更新 事業資金がカード1枚でご利用いただけます。

地方公共団体制度融資 県・市町村の中小企業向け制度資金がご利用できます。

代理貸付 日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、信金中央金庫等の代理貸付がご利用できます。

ビジネスサポート
ローン 500万円以内 5年以内（運転）

7年以内（設備）
商工会会員（宮城県商工連合会加盟）の経営安定ならびに発
展に資する資金としてご利用いただけます。

災害関連融資 災害復興住宅ローン、防災集団移転専用住宅ローン、災害復旧ローンを、お取扱い中です。

個人向けローン

事業者向けローン

主な融資商品のご案内
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サービスの種類 特色・内容

法人インターネット
バンキング

パソコンからインターネットを通じて、利用口座に関する資金移動、照会、総合振込・給与振込、税金・各
種料金払込などのお取り引きができます。

個人インターネット
バンキング

お手持ちのパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて、利用口座に関する資金移動、照会、
Eメール通知などのお取り引きができます。

ホーム・ファーム
バンキング ご家庭や事務所にいながら、端末機を利用して取引照会や総合振込・給与振込などの手続きができます。

しんきん
電子記録債権サービス

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決済サービスです。インターネット（PC）
等を通じて、電子記録債権を、記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、
安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

しんきんATM
ゼロネットサービス

全国の信用金庫が提携し、北海道から沖縄まで、各地に設置されているATMのご利用手数料が、平日
8：45～18：00（入出金）、土曜日9：00～14：00（出金）は、無料でご利用いただけます。

みやぎネットサービス
提携7金融機関（石巻信用金庫、七十七銀行、仙台銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信
用金庫、気仙沼信用金庫）のATMが平日8：45～18：00までカードによるお引き出し手数料が無料で
ご利用いただけます。

デビットカード デビット加盟店でのお買い物や、ご飲食の利用代金を、キャッシュカードでお客様の口座からお支払い
ができます。手数料や年会費は無料です。

ネット口座振替
受付サービス 携帯電話やパソコンでインターネットサイトにアクセスし、預金口座振替の契約申込ができます。

自動受取り 給料やボーナス、退職金・保険金・配当金・児童手当等が、ご指定の預金口座へ自動的に振り込まれます。

年金受取り 厚生年金、国民年金等の各種年金が、ご指定の預金口座へ自動的に振り込まれます。

自動支払い 公共料金や税金、授業料、保険料、各種クレジット等をご指定の口座から自動的にお支払いいたします。

貸金庫 預金証書等の大切な財産や貴重品を安全に保管し、火災等の災害からお守りします。

夜間金庫 当金庫の営業時間終了後や休日にお店の売上金などを安全にお預かりし、翌営業日にご指定の預金口
座にご入金されます。

税務相談 顧問税理士による税務相談をお受けしております。

各種サービスのご案内
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（会員の方には他金庫・銀行あて振込手数料および代金取立手数料を108円割引）
※同一店舗内の振込手数料は3万円未満108円、3万円以上324円となります。 ※会員の方の両替手数料は1,000枚まで無料です。

※住宅ローン含む

業務の種類 特色・内容

保険代理店業務 住宅関連長期火災保険等の損害保険窓口業務、個人年金保険、一時払終身保険、
医療保険、がん保険等の生命保険窓口販売を行っております。

証券業務　
　

個人向け国債 日本国政府が利子と償還金をお支払いする債券で、安全性の高い商品です。

投資信託

多様な運用ニーズに幅広くお応えできるように、いろいろなタイプの「投資信託」
を品揃えしています。元本保証はなく元本割れのリスクもある反面、運用収益分
配金が受け取れ、高い収益も期待できる商品です。（注）本商品は預金保険の対
象外です。

他金庫・銀行あて 当金庫内

振　込
手数料

電信
扱い

3万円未満 1件 540円
3万円未満※

216円
3万円以上※

432円

3万円以上 1件 756円

文書
扱い

3万円未満 1件 432円

3万円以上 1件 648円

ATM
3万円未満 1件 432円 108円

3万円以上 1件 648円 324円

代金取立
手数料

普通扱い 1通 648円
432円

至急扱い 1通 864円

その他
手数料

送金・振込組戻料 1件 648円 216円

取立手形組戻料 1通 648円 216円

不渡手形組戻料 1通 648円 216円

自己宛小切手発行料（1枚） 432円

証明書発行手数料（残高証明書等）（1通） 216円

再発行手数料（通帳、証書、カード）（1件） 1,080円

夜間金庫使用料（年額） 32,400円

貸金庫利用料（年額）
小 12,960円

中 16,200円

株式払込金取扱手数料 払込金額×2.5/1,000＋消費税

両替手数料

50枚以下 無料

51枚～1,000枚 324円※

1,001枚～2,000枚 648円

2,001枚～3,000枚 972円

3,001枚～4,000枚 1,296円

4,001枚～5,000枚 1,620円

5,001枚～6,000枚 1,944円

以降1,000枚毎に315円加算

不動産担保事務取扱
手数料（設定額）

3,000万円未満 10,800円

1億円未満 32,400円

1億円以上 32,400円

※
証
書
貸
付

期限前一部繰上償還
（対象個別残高100万円以上） 1回につき 3,240円

期限前完済
（対象個別残高100万円以上） 融資後3年以内 10,800円

期限前完済
（対象個別残高100万円以上） 融資後5年以内 5,400円

期限前完済
（対象個別残高100万円以上） 融資後7年以内 3,240円

期限前完済
（対象個別残高100万円以上） 融資後7年超 無料

事業者カードローン取扱手数料 1,080円

小切手帳（1冊50枚） 2,160円

約束手形（1冊50枚） 2,160円

為替手形（1枚） 108円

マル専手形口座開設料
（割賦販売通知書1通につき） 3,240円

マル専手形用紙（1枚） 540円

（平成28年6月30日現在）

保険代理店・証券業務のご案内

為替関係手数料

手数料一覧 （抜粋）

その他手数料・利用料

当座預金関係手数料 融資関連手数料

（平成29年6月30日現在）
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