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おすすめ商品・サービスのご案内

各種業務・サービス

種　類 内　容

生体認証付ICキャッシュカード 口座情報や手のひら静脈情報をICチップ内に暗号化して記録し、高度なセキュリティを実現した
カードです。ご預金をしっかりと守ります。

キャッシュサービス

1枚のカードで、全国の信用金庫および提携金融機関のキャッシュコーナーをご利用になれます。
当金庫キャッシュコーナーでは、平日はもちろん土曜日・日曜日・祝日にも「 入出金 」や「 振替 」、

「 振込 」※等ができます。また、全国の信用金庫のキャッシュコーナーでは、利用手数料が無料とな
る「 しんきんゼロネットサービス 」※をご利用いただけます。
※ご利用できない場合がございます。19ページもご覧ください。

自動支払い 電気・電話・NHK受信料・ガス料金・水道料金のほか、税金・保険料・各種クレジットなどの支払
を、ご指定の預金口座から自動支払いいたします。

自動受取り 給与、ボーナス、各種年金や配当金が自動的にお客様の口座に振込まれ、安全、確実で便利です。

たんしん通帳アプリ 記帳・繰越不要、通帳紛失の心配もなく、アプリで残高・明細をどこでもチェックできる便利な通
帳レス口座をご利用いただけます。来店いただかなくてもスマートフォンでお手続きができます。

貸金庫 便利な全自動貸金庫が本店、八鹿、竹田、姫路、豊岡西、豊岡北、姫路北、延末、福知山支店でご
利用いただけます。本店、八鹿は土日祝日も含め365日、8:00 ～ 20:00までご利用いただけます。

夜間金庫 当金庫の営業時間終了後、お店の売上金などをその日のうちにお預かりしますので、防犯上、安全
確実です。

デビットカードサービス
当金庫のキャッシュカードでショッピング代金のお支払いができるサービスです。全国の

「J-Debit」加盟店でご利用できます。ただし、キャッシュアウトを取扱う加盟店では当金庫のキャッ
シュカードはデビッドカードとして利用できません。

クレジットカード しんきんVISA・JCB・セゾンアメックスカードをはじめ各種クレジットカードを取扱っております。
また、UC法人カードなど法人向けカードも取扱っております。

マルチQRコード決済サービス
「StarPayAplus」

株式会社アプラスの提供する加盟店向けマルチQR決済サービスです。アプリひとつで複数のQR決
済サービスに対応可能です。

インターネットバンキング パソコンや携帯電話のインターネットを通じて、振込、残高照会、定期預金の契約等がご利用いた
だけます。個人・法人向けがあります。

マルチペイメント収納サービス
個人及び法人インターネットバンキングにより税金等の支払いが行えます。（Pay-easy（ ペイジー）
マークのついた請求書・納付書に限ります ）また、自動車整備事業者の方は自動車重量税及び自動車
検査登録手数料でも利用が可能です。

ネット口座振替受付サービス
ご指定の口座を引落口座として、提携企業の各種支払いをインターネット上で締結するサービスで
す。「 預金口座振替依頼書 」の書類記入やお届け印の押印を行うことなく、インターネットに接続
できるパソコンや携帯電話によりご利用いただけます。

たんしんアンサー通知サービス 振込や入出金があった場合、指定されたファクシミリへ自動で通知いたします。

たんしん
アンサー振込・照会サービス

お客様の端末機と当金庫のコンピュータを直接結ぶことで、会社や家庭に居ながらにして、取引照
会や資金の振込・振替ができます。経理事務の合理化・省力化、資金の効率運用にお役立て下さい。

しんきん自動集金サービス
（元請契約） 全国の金融機関との提携により、お客様の集金業務を自動振替によって合理化できるサービスです。

投資信託の窓口販売 投資信託のご購入は本支店窓口にお申し出下さい。（ 価額変動のある金融商品ですので、元本割れ
のリスクがあります。）

国債の窓口販売 個人向け国債（ 期間10年、５年、３年 ）を取扱っております。

兵庫県民債の窓口販売 兵庫県民債、のじぎく債を取扱っております。

生命保険の窓口販売 豊かな老後の生活を実現するための「 個人年金・終身保険 」と万一の場合に家族の生活をお守りす
る「 ガン・医療保険 」を取扱っております。

損害保険の窓口販売
住宅ローンをご利用のお客様へ、長期住宅火災保険「 しんきんグッドすまいる 」「THEすまいの保
険 」と、病気やケガで働けなくなった期間の返済をバックアップする債務返済支援保険「 しんきん
グッドサポート 」を取扱っております。住宅ローンをお申込みいただく際にご利用下さい。また、
ケガに備える標準傷害保険や自動車損害保険「 おとなの自動車保険 」の取扱いを行っています。

確定拠出年金（企業型）
企業（ 厚生年金適用事務所 ）が自社の年金制度として利用できます。掛金を拠出するのは企業です
が、従業員（ 加入者 ）が自分で年金資産を運用し、その運用成果に応じて将来受取る年金額が変動
する新しい年金制度です。

確定拠出年金（個人型：iDeCo）
公的年金に上乗せして老後の資産を築いていく新しい年金制度です。加入資格者は、国民年金に加
入している自営業者・会社員・公務員・専業主婦（ 会社員・公務員の配偶者 ）です。掛金の拠出・
運用は加入者である個人です。

でんさいネット（電子債権）
サービス

手形・振込に代わる新たな決済手段を提供するものであり、手形等の決済手段と比較して、支払事
務の削減、印紙税・手形郵送料等の削減、取立手続きの不要など管理負担を軽減し、分割して譲渡
や割引を行うことが可能になるなどのメリットがあります。

メールオーダーサービス メールオーダー（ 郵送 ）による住所変更届、公共料金口座振替依頼書、各種ご相談サービス依頼書
の受付を取扱っております。

信託商品の取扱 ご自分の将来やご家族の未来のために、必要となる資金をあらかじめ準備できる「 相続信託 」、お
子さまへ、お孫さまへ、ご家族へ、生前贈与をサポートする「 暦年信託 」を取り扱いしております。
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投資信託・保険関係

信託商品

次世代にご資産を「わたす」「おくる」ための信託商品を取扱っています。

ご自分の将来やご家族の未来のために、
必要となる資金をあらかじめ準備できます。

お客様
ご
活
用
の
例

ご
活
用
の
例

「しんきん相続信託」の概要

「しんきん暦年信託」の概要

媒介

信託契約

ご本人が万が一のとき
▼

簡単な手続きで
資金をお受け取り

ご家族の資金の受取方法は、
一時金と定時定額金から選択できます。

⃝信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫（略称：信金中金）が、
信託財産を安全に管理・運用し、元本を保証します。

⃝本商品は、預金保険の対象です。

⃝信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫（略称：信金中金）が、
信託財産を安全に管理・運用し、元本を保証します。

⃝本商品は、預金保険の対象です。

信託金額 100 万円以上 3,000 万円以下
信託期間 5 年以上 30 年以内（1 年単位で指定）

信託金額 500 万円以上

信託期間 5 年以上 30 年以内（1 年単位で指定）

贈与を受ける方の候補 3 親等以内の親族から指定（最大 9 名）

お受取人 受取方法
ご家族用 一時金 推定相続人から指定（複数可） 受取金額、受取割合を指定

ご家族用 定時定額金 受取金額、受取割合、受取サイクル、
受取日（15 日または末日）を指定ご自分用 定時定額金 お客様

ご自分用定時定額金として
計画的に受け取ることもできます。

贈与する方は、贈与を受ける方の
お名前と贈与金額を書面により指定

信用金庫
（信託契約代理店）

お子さまへ、お孫さまへ、ご家族へ、
生前贈与をサポートします。

信金中金

信金中金

お受取人
（ご家族）

お子さま、
お孫さまなど

（贈与を受ける方）

お客様
（贈与する方）

目的・期間・金額など、お客様のライフサイクルに応じた商品の提供に努
めています。
資産運用をお考えのお客様への投資信託商品や個人年金、終身保険、そして

傷害保険・ガン・医療・自動車保険等の保障性商品の取扱いをしております。

※ご契約時には以下の手数料（ 消費税別 ）が必要となります。詳しくは、窓口または担当者お問い合わせください。
・契約時事務手数料…信託金額×1.00％（ 上限100,000円 ）　・追加信託時事務手数料…追加信託金額×1.00％（ 上限100,000円 ）

お見積りは代理店にご用命・ご照会ください
お見積り・お申込みに必要な書類等をご用意いただき、下記の取扱代理店にご用命・ご照会ください。

※新たに取得したお車の場合は、車検証もしくは売買契約書をご用意ください。また2台目以降のお車の場合は、あわせて1台目のお車の保険証券
をご用意ください。

お見積りに必要なもの

車検証 運転免許証

累計走行距離の値
（オドメーター値）

クレジットカード
（クレジットカード払の場合）

メールアドレス
（携帯アドレスも可）

現在ご加入の自動車保険証券

インターネットでお申込みの場合※1、保険始期日の前日※2までに契約者ご本人がお申込みくだ
さい。
※1 お電話でお申込みの場合は、保険始期日の当日までとなります。
※2 他社のご契約の満期日をもって「おとなの自動車保険」に切り替えてお申込みされる場合は「現在のご契約の満期日の前日」となります。

ご契約時までの1年間にお車が走行した距離が次のいずれの区分に該当するか伺いますので、あらかじめ
ご確認ください。初めて自動車保険を契約する場合や中断証明書を使用して契約する場合は、以下の5区
分とは異なる「新規契約区分」となります。

保険料のお支払いは、クレジットカード払※1・払込票払※2からご選択いただけます。
※1 クレジットカード払は、「一括払」（1回払・2回払・リボ払）と「分割払」（12回払）があります。
※2 払込票は、コンビニエンスストア、または郵便局・ゆうちょ銀行でご利用いただけます。払込手数料はかかりません。

お見積り・お申込みに必要なもの＜お手元にご用意ください＞

お申込期限

保険料の払込方法

前年走行距離区分

15,000km超
10,000km超
15,000km以下

5,000km超
10,000km以下

3,000km超
5,000km以下3,000km以下

●届出をした損害保険募集人が損害保険を取扱っています。
●損害保険募集人は、損害保険契約の締結の媒介を行っており、保険契約締

結の代理、保険料の領収、告知の受領、契約内容が変わった場合の通知の
受領などの権限はありません。

●商品・保険金の詳細については、おとなの自動車保険重要事項等説
明書またはホームページ等で必ずご確認ください。●引受条件に合致
しない場合はお取扱いできないことがあります。●インターネットまた
は電話を通してご申告いただいた内容を記録・録音・保存しています。
●お見積り・ご契約いただいた際に告知いただいた内容は、取扱代理
店へ提供されます。●自動車保険契約に関する個人情報を保険契約の
引受判断・履行（保険金支払等）および各種サービス等の案内または提
供のために利用します。●事故対応に際し、損保ジャパンの全国ネット
ワークと連携して解決にあたります。●「おとなの自動車保険」の正式名
称は「セゾン自動車保険」です。

SA2019-1166（2020.2）（20030062） 504331 -0300損保推進 [305871] 2020年4月1日以降保険始期用

※1 事故率の低い40・50代の保険料が本商品内、同条件・他世代との比較において割安となっています。
※2 全国の40-50代40,000人を対象に、2019年8月にインターネットによるアンケートを実施し、ダイレクト自動車保険に2019年1月から

2019年8月の期間中に新規または他社から変更して契約したと回答した方829人の中での件数（調査主催：セゾン自動車火災保険、調査機関：
（株）インテージ、契約始期：2019年1月～2019年8月、おとなの自動車保険契約件数163件、都道府県別の人数は、国勢調査の割合に準じて
調査機関の保有する会員から無作為に抽出）

※3 分割払の場合は、年間9,960円の割引となります。
※4 2020年3月末時点

安心の
事故対応力

保険料は
走った分だけ

ネット型だから、
もちろん安い！

合理的でうれしい
保険料

ダイレクト自動車保険
40代・50代＜新規契約数＞

5年連続����※2

※3

新規でも継続でも、ネット割引10,000円

※4

おとなの
自動車保険

うれしい割安、しっかり安心。※1
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