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皆さまの大切な財産を安全かつ有利にお預かりするとともに、様々な貯蓄目的や生活設計に合わせた各種タイプの預金をご用意
しています。

■預金業務

総
合
口
座

普通預金

期日指定定期預金〈エコー〉

貯蓄預金

スーパー定期

スーパー定期

大口定期預金

スーパーⅤ
ファイブ

スーパーⅤ
ファイブ

300

変動金利定期預金

池田年金定期預金

譲渡性預金（NCD）

財
形
預
金

当座預金

通知預金

納税準備預金

決済用普通預金

年金予約定期
「リザーブⅠ（アイ）」

各種定期預金

普通預金・決済用普通預金

積立定期預金〈エコー〉
〈ワン・ツー・ラブ〉

一般財形預金

財形住宅預金

財形年金預金

300

預金の種類 内　　　　　　容 お預け入れ期間 お預け入れ金額

「貯める」「支払う」「受け取る」に加えて、「借りる」機能を備えた暮
らしにかかせない便利な口座です。いざというときに、各種定期預
金の合計額の90％以内で最高200万円までお借入ができます。

（以下の各商品欄をご参照ください）

1円以上

1万円以上

出し入れ自由の便利な預金。 お出し入れ自由 1円以上

1年複利でふえる有利な預金。お預け入れ後1年たてば、いつでも
お引出しは自由です。

最長3年
（据置期間1年）

100円以上

お出し入れ自由で便利なうえに、金利が普通預金より有利な預金。
基準残高に満たない場合も普通預金金利を適用、残高が増えるに従
って、金利もアップします。

お出し入れ自由 1円以上

そのつど、金融情勢に応じて金利を決定しますので、有利に運用で
きます。

満58歳以上65歳未満の方で、当行に年金のお受け取りをご予約い
ただける方または制度上公的年金受給資格をお持ちでない在日外
国人の方にご利用いただける有利な定期預金です。

1ヵ月・2ヵ月・3ヵ月・6ヵ月・1年・
2年・3年・4年・5年・7年・10年
1ヵ月超5年未満で満期日を決め
るタイプもあります

100円以上

300万円以上

1,000万円以上

お預け入れから6ヵ月経てば、ご解約は自由。
お預け入れ期間が長いほど有利な利率で運用いただける、半年複利
の有利な定期預金です。

最長5年
100円以上300万円未満

300万円以上1,000万円以内

一定の基準により計算した、その時々の金利を適用する定期預金。
半年ごとに金利が変動。

1年・2年・3年 100円以上

当行で公的年金もしくは特定の手当をお受取いただいている方、ま
たは、制度上公的年金受給資格をお持ちでない65歳以上の在日外国
人の方にご利用いただけるとっても有利な（スーパー定期店頭表示
レート＋0.3％）定期預金です。

1年・2年
お一人さま
500万円以内

余裕資金の短期運用に最適。満期日以前に譲渡することができます。 2年以内 5,000万円以上

複利でふえる有利な期日指定定期預金でお預かり。
①満期日を決めないコースと、②あらかじめ満期日を決めるコース
とがあります。
〈ワン・ツー・ラブ〉は、ファミリアのオリジナル専用通帳でお預りします。

①1年以上エンドレス
②4ヵ月～10年

100円以上

お勤めの方の財産づくりのための有利な預金。毎月の給与あるいは
ボーナスから天引でお積み立ていただけます。

3年以上

100円以上
住宅取得を目的とした預金。財形年金預金と合わせて元本550万円
（元加利息を含む）まで非課税扱いとなります。

5年以上

6ヵ月・1年・2年・3年・4年・5年
6ヵ月以上5年未満で満期日を決
めるタイプもあります

「個人年金」の時代にぴったりの年金づくりの預金。財形住宅預金と
合わせて元本550万円（元加利息を含む）まで非課税扱いとなります。

商取引に必要な手形・小切手を安全、便利にご利用いただけます。 お出し入れ自由 1円以上

まとまったお金を1週間以上お預けいただくための預金です。 7日以上 5万円以上

税金のお支払いに備える預金。お利息は非課税です。

預金保険制度により全額が保護される無利息の普通預金。

ご入金は自由、お引出しは納税時

お出し入れ自由

1円以上

プラス愛“投信プラン”
投資信託25万円購入と一緒に円定期預金をお預け入れされますと、
円定期預金が特別金利となります。

6ヵ月
100円以上

投資信託購入金額まで

プラス愛“外貨プラン”
外貨定期25万円相当額と円定期預金をご一緒にお預け入れいただ
きますと、円定期預金が特別金利となります。

3ヵ月
100円以上

外貨定期預入金額まで

退職金一時預りプレミアムプラン
ゆとりあるセカンドライフに向けて退職金を特別金利で有利にお預
かりします。

1ヵ月・3ヵ月
1万円以上

退職金受取額の範囲まで

1円以上

お一人さま
500万円以内

ネットプラス定期 通帳を発行しないインターネット専用の定期預金。特別金利でお
預けいただけます。 1年・3年・5年 50万円以上

すみれの花定期預金 毎月の抽選で宝塚歌劇のペアチケットが当たる定期預金。インタ
ーネット支店を通じて、全国からご預金いただけます。 1年 100万円以上100万円単位
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■融資業務
皆さまのゆとりある生活設計をお手伝いするために、住宅ローンなどの個人向けローンをご用意しています。また、企業や個人事業
主の方々の資金需要にお応えするために、事業者向けローンなども取り揃え、事業の安定と堅実な発展をお手伝いしてまいります。

「じんそく」

「じんそく2」

「スマートじんそく」

「スーパーじんそく」

「じんそくアルファ」

5,000万円～1億円以内中小企業の資金ニーズにスピード審査・無担保で応えるローン（保
証協会保証付）です。 7年以内

ビジネス
ローン
「じんそく」
シリーズ

ローンの種類 お使いみち・特色 ご融資期間 ご融資額

住
ま
い
の
た
め
に

住宅（中古住宅・マンションを含む）の購入、住宅の新築にご利用いただけます。
ご希望に応じて変動金利型と固定金利選択型（固定金利期間/3年・5
年・7年・10年・15年・20年）のいずれかをお選びいただけます。

1年以上35年以内
（ただし、固定金利選択型は固定金利期間以上）

1億円以内住宅ローン

最長35年、ご完済までの金利が確定します。計画的なご返済ができて
安心。住宅金融支援機構との提携により長期固定金利を実現しました。 15年以上35年以内 100万円以上8,000万円以内

長期固定金利型
住宅ローンと同額

長期固定金利型
住宅ローン

住宅ローンの長期固定金利型と変動金利型をミックス。それぞれ
のメリットをひとつにセット。 35年以内金利ミックスプラン

女性のためのおトクな住宅ローン。マイホームの一時的な応急修理
に「住まいの現場急行サービス」もセットされています。

35年以内
（ただし、固定金利選択型は固定金利期間以上）

1億円以内レディース住宅ローン
“LbeA レビア”

返済支援保険付
住宅ローン

リフォームローン

カードローン〈クイック〉

カードローン〈エコー〉

カードローン〈パッとサッと〉

スピードローン

フリーローン〈エコー〉

教育ローン

〈I.O〉ハイテクローン

大型フリーローン

マンションローン

マイホーム活用ローン

マイホーム活用カードローン

ニュー
ビジネス
カードローン

シャトルローン

ビジネスローン

1億円以内

10万円以上1,000万円以内

極度額 30万円・50万円
100万円・150万円・200万円

極度額 30万円・50万円
100万円・200万円

極度額 10万円・30万円

10万円以上300万円以内

10万円以上500万円以内

100万円以上1億円以内

5億円以内

ご融資枠
合算で最高1億円

（ただし、カードローンは最高1,000万円まで）

500万円
500万円・1,000万円

100万円以上1,000万円以内

極度額 500万円～3億円

1,000万円以内

1年以上35年以内
（ただし、固定金利選択型は固定金利期間以上）

1年以上10年以内

極度額の範囲なら
何回でも。

6ヵ月以上7年以内

6ヵ月以上10年以内
（6ヵ月以上4年以内の元金返済据置も可）

6ヵ月以上7年以内
（6ヵ月単位）

1年以上30年以内
（1年単位）

1年以上30年以内

満61歳の誕生日まで
1年ごとに自動更新

1年ごとに更新
1年自動更新
2年ごとに更新

1年ごとに更新

病気やケガなどの「もしもの時」に、保険金により最長3年間のご返
済をカバー。マイホーム計画にゆとりと安心が加わりました。

ご自宅の増改築・改装、それにともなうシステムキッチン、家具等
の住宅に関連した資金にご利用いただけます。

お使いみちご自由。カード1枚で当行・全国の提携金融機関のCD・
ATMでご利用いただけます。
（カードローン〈パッとサッと〉は便利な自動融資機能付）

結婚資金・旅行資金・マイカー購入資金など、暮らしのための資金
なら、お使いみちはご自由です。

小中学校、高校、専門学校、短大、大学などの入学金、授業料など
にご利用いただけます。

パソコン、テレビ、カーナビゲーションシステム、24時間風呂、
CATVへの加入などのハイテク商品やマイカーの購入、マイカーロ
ーンのお借換えにご利用いただけます。

お使いみちご自由な大型ローン。

賃貸マンション・アパートの建築、増改築、購入に。

お使いみちご自由。ご融資枠の範囲内なら何度でも、ご利用いただけます。

お使いみちご自由。ご融資枠の範囲内なら何度でも、カード1枚で
手軽にご利用いただけます。

急に資金が必要になってもカード1枚ですぐ借りられます。

必要な資金を必要なとき何回でも借りられる当座貸越型。

タイムリーな、中・長期の運転資金や設備資金にご利用いただけます。

セカンドハウスローン 1億円以内35年以内2戸目の住宅のご購入にご利用いただけるローンです。

暮
ら
し
の
た
め
に

資
産
の
活
用
に

事
業
の
た
め
に

信用扱い

有担扱い

保証協会付

住宅金融支援機構とあわせてご利用いただける住宅ローンです。 1年以上35年以内
（ただし、固定金利選択型は固定金利期間以上）

5,000万円以内住宅金融支援機構と〈池田〉の
すまい・るパッケージローン

「すまい・るパッケージローン」ご利用の方向けの住宅購入諸費用支
払専用ローンです。 1年以上15年以内 300万円以内グッドすまいるローン

TKCの会員会計士や税理士の顧問先企業を対象とした、スピード審
査・無担保・第三者保証人不要の中小企業向け運転資金融資です。 1年以内

“ニュービジネス”ローン 5,000万円以内
ニュービジネス事業・研究開発型事業を実際に商品化・事業展開を
行っていく際に必要な資金をご融資し、ニュービジネスの展開を支
援いたします。

7年以内
（2年以内の元金返済据置も可）

“産業クラスター計画”
補助金つなぎ融資 対象補助金の範囲内近畿経済産業局が推進する“産業クラスター計画”に協力し、補助金

交付までのつなぎ資金をご融資いたします。 1年以内

3大疾病保障付
住宅ローン 1億円以内

通常の「団体信用生命保険」に加え、「3大疾病保障特約」をセット。万一
の死亡・高度障害の場合はもちろん、3大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳
卒中）と診断された時にも、住宅ローン残高相当額が支払われます。

35年以内

がん診断給付金特約付
住宅ローン 5,000万円以内「がん」と診断された場合に給付金にて住宅ローンが全額返済とな

ります。住宅ローンに万一の場合の“安心”をセットしました。
35年以内

（ただし、固定金利選択型は固定金利期間以上）

夫婦同時借入型住宅ローン
futari+（ふたりぷらす） それぞれ1億円以内

ご夫婦それぞれで住宅ローンをお借入れの場合に便利な商品とな
っております。保証料が不要であるほか、お子様の人数に応じて金
利が優遇される特典があります。

35年以内

100万円以上1,000万円以内TKC戦略経営者ローン

住まい諸費用ローン 500万円以内1年以上35年以内住宅ローンご利用の方向けの住宅購入諸費用支払専用ローンです。

5年以内
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■国際業務
皆さまの国際的ニーズに対応するご要望に積極的にお応えするため、国際業務の一層の拡充に努めています。輸出入取引や外
貨両替、旅行小切手、海外送金、外貨預金、外貨建融資など、各種外為サービスをご用意しています。

皆さまの資金運用・調達ニーズの多様化、及びリスク管理にお応えするため、総合金融サービス機能を強化しています。
■証券業務

項　　　　目 内　　　　　　　　容

公共債の窓口販売
長期利付国債（期間10年）、中期利付国債（期間2・5年）、個人向国債（期間5年・10年）などの新規発行債のお取扱いをしてい
ます。

既に発行済の国債などの売買や債券の現先取引をお取扱いしています。ディーリング業務

企業の資金のニーズにお応えするため、社債の受託業務を行っています。社債受託業務

企業の短期の資金ニーズにお応えするため、CPの引受及び売買業務を行っています。
国内CP（コマーシャルペーパー）
取扱業務

私募債の斡旋を行っています。

野村證券株式会社と提携し、有価証券の募集・売出しや売買の媒介等を行っています。
みずほ証券株式会社と提携し、特約付債券の販売を行っています。

私募の取扱業務

証券仲介業務

項　　　　目 内　　　　　　　　容

■証券投資信託業務
皆さまの資産形成に関するご要望に幅広くお応えするために、一層の機能充実を図っています。

取扱ファンド 国内外問わず、株式・債券・為替等、あらゆるニーズにお応えできるよう、全37商品を揃えております。

全店（出張所を除く）に販売窓口を設置しております。また、全店に約950名のFC（ファイナンシャル・コンサルタント）を
配置し、資産運用に関するあらゆるご相談を承っております。

販売店舗等

毎月一定額をご指定の預金口座から自動引落しして、ご指定のファンドを買い付ける、「〈池田〉天引積立投信」を取扱いし
ております。

インターネットでもご購入、ご解約（買取）の取引が行えます。

サービス

インターネットホームページ上で、お取扱商品の運用状況の他、各種情報配信を行っております。
（※取扱ファンドの基準価額は携帯電話でもご覧いただけます。）

□提携運用会社：14社
大和証券投資信託委託、みずほ投信投資顧問、三菱UFJ投信、日興アセットマネジメント、フィデリティ投信
DIAMアセットマネジメント、新光投信、国際投信投資顧問、野村アセットマネジメント、ソシエテジェネラルアセットマネジメント
AIG投信投資顧問、HSBC投信、フォルティス・アセットマネジメント、中央三井アセットマネジメント

情報提供

項　　　　目 内　　　　　　　　容

外貨預金
米ドルなどの外国通貨建による預金です。種類は普通預金、定期預金など。利率は海外の金利を基準として決定しますの
で、通貨により、また期間・金額により異なります。先物為替予約を締結することにより、円ベースでの最終利回りを確定
することができます。

米ドルなどの外国通貨建によるご融資です。使途、期間は自由です。利率は海外の金利を基準として決定しますので、通貨によ
り、また借入期間により異なります。先物為替予約を締結することにより、円ベースでの最終利回りを確定することができます。

外貨建融資
（インパクトローン）

輸出信用状の通知、輸出手形の買取り・取立てなどをお取扱いしています。輸出業務

輸入信用状の開設、輸入手形の決済、輸入ユーザンスなどをお取扱いしています。なお、信用状の開設や条件変更の依頼
をインターネットで行う「Web外国為替サービス」や、依頼書を当行が代理作成する「L／Cオープン登録サービス」があり
ます。

輸入業務

外国への送金および国内の外貨建送金をお取扱いしており、種類は電信送金と送金小切手があります。なお、送金の依頼
をインターネットで行う「Web外国為替サービス」や、依頼書を当行が代理作成する「外国送金登録サービス」があります。

外貨送金

被仕向送金 外国からの送金を受領するお取扱いをしています。

米ドル現金（紙幣）の売買および米ドルと円の旅行小切手の売買をお取扱いしています。その他の通貨については香港上
海銀行と「外貨宅配サービス」、「外貨買取サービス」を提携しています。

両替
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皆さまの資産に関する多様なニーズにお応えいたします。
■信託代理店業務

項　　　　目 内　　　　　　　　容

年金信託（適格退職年金信託、厚生年金
基金信託）

企業が将来の年金・退職一時金の支払原資を事前に積み立てる制度で、この制度を利用すると資金負担の平準化が図れ
るとともに、拠出された掛け金は社外に確保され、全額損金になります。

土地信託
土地を手放さずに有効利用したいという土地所有者のニーズに応えるため、信託銀行が、土地所有者に代わって土地の
有効活用に関する事業計画の立案と事業の運営を行い、土地所有者に運用の成果を配当いたします。

特別障害者（重度心身障害者）の生活の安定を図ることを目的とし、その親族などが金銭等の財産信託銀行に信託するも
ので、信託銀行が、財産の管理・運用を行い、生活費や療養費を定期的に交付します。

特定贈与信託

個人や企業が、学問、文化、環境保護などの様々な分野への助成活動を目的として信託銀行に財産を信託し、信託銀行
が顧客にかわって目的に沿った公益活動を行う社会貢献型の信託です。

公益信託

車両・機械設備などの製造業者・販売業者等が製品を信託し、信託銀行がその製品をユーザーに賃貸または売却する信
託です。

動産信託

企業や団体等、いわゆる機関投資家が信託銀行に金銭を信託し、信託銀行は投資家の指図に基づいて、有価証券への投
資を行います。

特定金銭信託
特定金外信託

企業が保有する金銭債権（売掛債権、手形債権、リース債権等）を信託銀行に信託し、取得した受益権を機関投資家等に譲
渡することにより資金調達を図る信託です。

金銭債権信託

企業が保有する有価証券等を拠出して将来の退職者等への退職給付を目的とする他益信託を設定し、その信託財産から
生れる配当金や信託財産の売却代金を退職給付・企業年金掛金の支払に充てる信託です。

「遺言信託」「遺産整理業務」「資産承継プランニング」の3つの商品を通じ、遺言書の作成、保管、執行、あるいは円滑
な資産承継のためのコンサルティングを行います。

□所属信託会社：2社
みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行

□信託代理店業務は次の11カ店でお取り扱いしています。
本店営業部、豊中支店、千里中央支店、江坂支店、千里丘支店、大阪支店、梅田支店、淡路支店、川西支店、宝塚支店、逆瀬川支店
上記以外の店舗では、お近くの取扱店への取り次ぎとなります。

退職給付信託

相続関連業務

＜提携保険会社＞
□生命保険…9社と提携
明治安田生命保険相互会社（代理申請会社）、
日本生命保険相互会社、第一生命保険相互会社、T＆Dフィナンシャル生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、
アイエヌジー生命保険株式会社、アリコジャパン、アメリカンファミリー生命保険株式会社、大和生命保険株式会社

□損害保険…5社と提携
東京海上日動火災保険株式会社（代理申請会社）
ニッセイ同和損害保険株式会社、あいおい損害保険株式会社、株式会社損害保険ジャパン、富士火災海上保険株式会社

生命保険会社及び損害保険会社の代理店として、下記保険商品の取扱いを行っております。
■保険業務

項　　　　目 内　　　　　　　　容

幅広くお客様のニーズにお応えできるよう、変額年金保険7商品・定額年金保険3商品・外貨建定額年金保険2商品・一時
払終身保険5商品・医療保険2商品・がん保険2商品・介護保険1商品をラインナップしております。

生命保険

個人年金保険商品・一時払終身保険商品・第三分野保険商品をお取扱いしております。

全店に販売窓口を設置、販売資格を有した行員により、お客様のニーズにあった商品のご提案を行っております。

住宅ローン関連の長期火災保険をお取扱いしております。

損害保険
お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、ベーシックな補償商品からオールリスク商品まで、3つのランク・5つの
商品をお取扱いしております。いずれの商品も、割引制度を利用した保険料でご利用いただくことができます。

全店のご相談窓口で、販売資格を有した行員により、ご提案を行っております。販売体制

取扱商品

取扱保険種目

販売体制

取扱保険種目

取扱商品

当行は、地域金融機関として地域の皆さまへの安定した資金の供給が

使命であるとの考え方に立って、融資業務に取り組んでまいりました。

個人のお客さまには、ゆとりある生活設計をお手伝いするため、住宅

ローンをはじめ教育資金、自動車の購入資金などライフステージに合

わせた商品をご用意しております。また、中堅・中小企業、個人事業

主のお客さまには、事業の健全な発展をお手伝いするため、お客さま

の資金計画に合わせた独自の融資に加え、各種制度融資などを取りそ

ろえております。

今後とも当行は、高度化・多様化するお客さまのニーズにお応えでき

るよう、より一層商品・サービスの充実に努め、地域経済の成長・発

展のお役に立てる貸出運営を図ってまいりたいと考えております。

■貸出運営について
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皆さまのご家庭の家計管理をはじめ、事業者の方にもご満足いただけるよう、各種サービスの向上に努めています。
■その他の主なサービス

項　　　　目 内　　　　　　　　容

自動受取り お給料やボーナスをはじめ、各種年金・株式配当などが、直接お客さまの口座に振込まれます。

電気やガスなどの公共料金やクレジットカードご利用代金・各種税金・保険料などを、お客さまの預金口座から自動的に
お支払いします。

自動支払い

月々の購入代金を日割にした一定金額で、金地金を毎日自動的に購入し積み立てていく商品です。純金積立

「生体認証」と「複数口座機能」を一体化した“安心”と“便利”の両機能を備え持つICキャッシュカードです。＋Sa－ica（プラスサイカ）

IC乗車券（PiTaPa）機能、クレジットカード機能、生体認証付きICキャッシュカード機能の3つの機能がひとつになった、
多機能ICキャッシュカードです。

スタシアサイカ

デビットカードサービス
キャッシュカードでお買い物やご飲食などの代金支払いができます。（〈ジェイデビット〉のマークがあるお店でご利用いた
だけます。）利用にあたってのお申込みや手数料は一切必要ございません。

キャッシュカード又はバンクカードがあれば、各種取引が土・日・祝日もご利用いただけます。
平日のお引出は、最長午前7時から午後11時まで。急なご出費にも安心です。

A
T
M
機
能

当行の本支店、他行口座へのお振込もＡTMでできます。現金だけでなくキャッシュカードもお使いいただけますし、窓
口扱いより手数料もお得です。

店頭よりも有利な金利にてお預かりいたします。又、総合口座定期預金へのお預入は、キャッシュカードだけでもご利用
いただけます。なお、土・日・祝日もご利用いただけます。

通帳の記帳欄が一杯になってもご安心ください。ＡTMにて新通帳への繰越ができます。（総合口座通帳に限ります。）

例えば、給与振込口座から引出し、貯蓄預金へ入金される場合、一旦現金を引出さなくても、出金口座のカードと入金口
座の通帳やカードをお持ちになれば、1回の操作でお振替操作が可能です。

当行と提携しているクレジット会社等のカードについては、キャッシングがご利用いただけます。

残高照会、お預入
お引出、通帳記帳

お振込

定期預金のお預入

通帳繰越

お振替

デビットカードの機能を希望されない場合にはATMで利用停止の手続きができます。（利用再開の手続きもできます。）デビット利用停止

ATMで暗証番号の変更ができます。暗証番号変更

盗難・偽造カードによる被害を最小限に抑えられるよう、ATMで1日のご利用限度額の引下げが行えます。ご利用限度額引下げ

キャッシング

預金証書・株券・貴金属など、お客さまの大切な財産を安全にお預かりします。カード1枚でスピーディにご利用いただけ
る全自動貸金庫を設置している支店もあります。

貸金庫
全自動貸金庫

夜間金庫 毎日の売上金などを、当行の閉店後や休業日でも安全にお預かりします。翌営業日には、お客さまご指定の口座にご入金します。

低価格なパソコンソフトを使い、インターネットにて当行コンピュータと接続いただくサービスです。
各種ご照会、お振込やお振替、総合振込などの一括データ伝送、幅広い機能をご利用いただけます。

インターネットにて当行ホームページにアクセスし、お取引いただけるサービスです。各種ご照会、お振込やお振替、総
合振込などの一括データ伝送、国庫金や税金の払い込み（ペイジーサービス）と幅広い機能をご利用いただけます。

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
バ
ン
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
向
け
サ
ー
ビ
ス

低価格なパソコンソフトを使い、電話回線にて当行コンピュータと接続いただくサービスです。
各種ご照会、お振込やお振替、総合振込などの一括データ伝送、幅広い機能をご利用いただけます。

お振込の連絡や預金残高などを、電話やファクシミリでお知らせします。

パソコン・携帯電話からお振込・お振替・残高照会などのお取引が24時間ご利用いただけます。

個人のお客さまで当行に普通預金（総合口座含む）をお持ちの方に限定したサービスです。

お手持ちの資産管理ソフトなどの通信機能を利用して、各種ご照会、お振込やお振替の機能をご利用いただけます。

企業にとって手間のかかる仕事のひとつである社員の地方税の納付事務を、コンピュータにより代行します。地方税納入サービス

お取引先からの代金を全国どこの銀行からでも預金口座振替により回収できます。集金代行サービス

口座の開設や住所の変更もご来店いただかなくても、郵便にてお取扱いいたしております。ＡTMコーナーなどにご用意
しておりますので、お忙しくて窓口営業時間中にご来店いただけない場合などに是非ご利用ください。

メールオーダーサービス

お客さまの手形・小切手の発行の際、登録された当座勘定印鑑票の署名判を手形・小切手用紙に事前印刷いたしますので、
発行事務の省力化およびお客さまのイメージアップにお役立ていただけます。

署名判印刷サービス

ホームバンキングサービス

複数の金融機関のインターネット取引を一元管理できます。ネット de ビューサービス

インターネットを通じて、24時間全国どこからでもお取引いただけるバーチャル店舗です。インターネット支店

インターネットバンキングサービス

個人のお客さま限定

テレホンサービス

ファクシミリサービス

パソコンサービス

インターネットEBプロ

コンビニ収納サービス 全国のコンビニ窓口で24時間365日、代金回収が可能となります。

天候デリバティブ 企業の天候リスクをヘッジする同商品の媒介提案を行っております。

法人向け　ビジネス情報web 金融・経済・経営・営業情報など、価値ある情報をタイムリーに提供いたします。

旅行から毎日のくらしまで充実の特典・サービスが無料でご利用いただけます。TOYROサービス

インターネットEB
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