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種　　類 お預け入れ期間 お預け入れ金額 し く み と 特 色

当座預金 自由 1円以上 小切手や手形が利用でき、商取引における効率的な資金管理に
最適です。

普通預金 自由 1円以上 出し入れ自由。お財布、家計簿代わりにご利用ください。

決済用普通預金 自由 1円以上 預金保険制度による「全額保護」をご希望の方にご用意しまし
た。①出し入れ自由、②決済機能付き、③無利息です。

総合口座 普通預金と定期預金を1冊の通帳にセットした個人専用の口座です。貯める・ふやす・支払う・借りる、が1冊の通
帳で管理できます。

貯蓄預金 自由 1円以上 出し入れ自由。年金、公共料金等の自動受入、自動支払口座とし
てはご利用いただけません。

通知預金 7日以上 5,000円以上 7日間以上の短期間の資金運用に便利です。解約は、2日前までに
通知が必要です。

納税準備預金 入金は自由 1円以上 納税のための預金。お利息は原則非課税となります。

スーパー定期 1ヶ月以上5年以内
複利型3・4・5年（半年複利）

100円以上
300万円未満

一定期間の資金管理や資金運用にご利用いただける、市場金利
を反映した自由金利型の定期預金です。スーパー定期300 1ヶ月以上5年以内

複利型3・4・5年（半年複利）
300万円以上
1,000万円未満

大口定期預金 1ヶ月以上5年以内 1,000万円以上

年金優遇定期預金 1年（自動継続） 100円以上
1,000万円以内

ほくしんで年金をお受け取りいただいているお客様に、
最高1,000万円まで金利を優遇いたします。

相続定期預金 1年・3年・5年 100万円以上
相続により取得された大切な資金を優遇金利でお預かりいたしま
す。
組合員加入で、さらに金利がお得になります。

積立定期預金 5年以内 1円以上 目標に向かって自由に積立できる定期預金。計画的な資金づくり
に最適です。

スーパー積金 6ヶ月以上7年以内 1,000円以上
目標を決めてお金を貯める。最長7年までで、自動振替での貯蓄
も可能。毎月一定額を積み立て、計画的な貯金のお手伝いをしま
す。

預金業務� （令和3年6月30日現在）

種　　類 お預け入れ期間 お預け入れ金額 し く み と 特 色

利付国債
（毎月販売） 2年・5年・10年 1口5万円以上 個人・法人を問わずお求めになれます。

個人向け3年国債
（毎月販売） 3年 1口1万円以上 個人の方のみを対象とした、安心・手軽な国債です。

満期までの3年間、当初の利率は変わりません。

個人向け5年国債
（毎月販売） 5年 1口1万円以上 個人の方のみを対象とした、安心・手軽な国債です。

満期までの5年間、当初の利率は変わりません。

個人向け10年国債
（毎月販売） 10年 1口1万円以上 個人の方のみを対象とした、安心・手軽な国債です。

半年ごとに利率が変動する変動利付国債です。

証券業務（国債の窓口販売業務）� （令和3年6月30日現在）

種　　類 し く み と 特 色

住宅火災保険
（しんくみ安心マイホーム）

住宅ローンをご利用の方に、ご納得のいただける保険料で、充実した保証内容の火災保険をお取り扱いしており
ます。

保険窓販業務� （令和3年6月30日現在）
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商 品 名 称 特 徴 ・ お 使 い み ち 等 ご 融 資 金 額 ご 融 資 期 間

ほくしん住宅ローン 住宅の購入・新築・建替え・住宅ローンの借換に。
マイホームプランのお手伝いをします。

100万円以上
10,000万円以内 35年以内

無担保住宅ローン
（移住促進・住替え）

移住促進・住替えに。無担保で住宅ローンをご利用いただけま
す。

10万円以上
1,500万円以内 20年以内

無担保
住宅借換ローン

現在ご利用中の住宅ローンを、無担保ローンで借換えいたしま
す。

50万円以上
2,000万円以内 20年以内

New
リフォームローン

住宅の増改築、キッチン・浴室等のリフォーム、住宅設備機器購
入の他、同時に住宅ローンの借換えにもご利用いただけます。

10万円以上
1,500万円以内 20年以内

NEWエコ
リフォームローン

省エネ改修、バリアフリー改修、太陽光発電設備、
オール電化システム等、環境にやさしくするための資金に。

10万円以上
1,500万円以内 20年以内

マイカーローン マイカーの購入、車検、修理等のほか、
自動車ローンの借換えにもご対応できます。

10万円以上
1,000万円以内 10年以内

安心ロードサービス付
マイカーローン

マイカーローンご利用期間中は、24時間安心ロードサービスを
お使いいただけます。

10万円以上
1,000万円以内 10年以内

教育ローン 受験、入学費用、学費等のほか、
教育ローンの借換えにもご対応できます。

10万円以上
1,000万円以内 10年以内

教育ローン�
『フルパック』

教育期間中にかかる、あらゆる費用をサポートします。
在学期間中の返済元金の据置きも可能です。

10万円以上
1,000万円以内

6ヶ月以上
16年10ヶ月以内

カードローン�
アラカルト

お使いみち自由な個人向けカードローン。
ご融資額の範囲で、必要に応じて繰り返しご利用いただけます。

30万円以上�
500万円以内��９段階 1年毎の自動更新

職域目的ローン 当組合と職域優遇に関する協定を締結した企業・事業所にお勤
め（勤続1年以上）の方がご利用いただける、目的ローンです。

10万円以上
500万円以内 10年以内

職域フリーローン 当組合と職域優遇に関する協定を締結した企業・事業所にお勤
め（勤続1年以上）の方がご利用いただける、フリーローンです。

10万円以上
500万円以内 10年以内

ほくしん
生活応援目的ローン

旅行、結婚、メモリアル他生活に関わるあらゆる場面での利用が
可能です。お見積書をご用意ください。

10万円以上
500万円以内 10年以内

フリーローン
まとめるベアー

お使いみち自由な個人向けローン。
消費資金、借換え資金などに。

10万円以上
500万円以内 10年以内

フリーローン
がんばるベアー

個人事業者・経営者（法人役員）向けの個人ローン。
事業資金にお使いいただけます。

10万円以上
500万円以内 10年以内

フリーローン
レインボー

お使いみちが自由で、お見積書は不要です。借換え資金にも対
応いただけます。

10万円以上
500万円以内 10年以内

シルバーライフローン 健康で文化的な生活を営むための資金に。
満60歳以上、完済時80歳以下の方がご利用いただけます。

10万円以上
100万円以内

5年以内（6ヶ月単位）
隔月返済も可

空き家解体・�
活用ローン

空き家の解体、再活用、賃貸用への増改築等にかかる資金にご
利用いただけます。

10万円以上
500万円以内 10年以内

※ご融資には所定の審査があります。
※審査の結果、担保・保証人が必要となる場合があります。

個人ローン� （令和3年6月30日現在）

■全信組連は、全国の信用組合が設立した系統中央機関です。
■全信組連の役割
　�●信用組合間の資金調整　　　●信用組合の余裕資金の効率運用
　●信用組合の金融業務の補完　●信用組合業界の信用力維持・向上
■信用組合のバックアップ制度
　●全国信用組合保障基金制度
　　�　信用組合業界では、合併等を行う信用組合に対して資金援助を
行うなど、業界の信用保持を図ることを目的に、約1,000億円の「保
障基金」を設けており、全信組連がその運営を行っています。

　●信用組合経営安定支援制度
　　�　全信組連は、今後も信用組合が経営の健全性を確保し、皆様か
ら信頼される金融機関であり続けるために、「モニタリング制度」、

「監査・指導制度」及び「資本増強支援制度」の3つの制度で構成
される「信用組合経営安定支援制度」を運営しています。

　　Ⅰ　モニタリング制度
　　　　�　信用組合から経営資料の提出を受け、経営内容を分析し経

営上の問題点の有無等をチェックします。
　　Ⅱ　監査・指導制度
　　　　�　信用組合業界の経営指導・監査機関として「全国信用組合監

査機構」を設け、必要に応じて信用組合への実地監査を行い、
適切な助言・指導を行います。

　　Ⅲ　資本増強支援制度
　　　　�　必要に応じて信用組合への資本増強支援を行い、自己資本

比率の向上を図ります。

信用組合のサポーター　全信組連（全国信用協同組合連合会）
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種　　類 特徴�・�お使いみち等 ご融資金額 ご融資期間

一般のご融資

割引手形　…　一般商業手形の割引をいたします。
手形貸付　…　仕入資金等短期運転資金をご融資いたします。
証書貸付　…　設備資金等長期の資金需要にお応えいたします。
当座貸越　…　約定金額まで当座決済資金をご融資いたします。

地方公共団体制度融資 北海道・市および町による中小企業の皆様向けの各種制度融資をお取扱しております。

代理貸付業務 政府系金融機関等の取扱窓口として各種代理業務をお取扱しております。
（全国信用協同組合連合会・㈱商工組合中央金庫・㈱日本政策金融公庫等）

しんくみアシスト7
（セブン）

北海道内7つの信用組合が、地域の中小事業者の皆様の
資金繰りをアシストいたします。
（保証：北海道信用保証協会）

（手形貸付・証書貸付）
1事業者
5,000万円以内

運転資金・・・7年以内
設備資金・・・10年以内
（うち据置1年以内）

農業サポートローン
「ハーベスト」

農業経営に必要な事業性資金にご利用いただけます。
（保証：北海道農業信用基金協会）

（手形貸付・証書貸付）
個人�3,600万円以内
法人・任意団体7,200万
円以内

短期・・・1年以内
長期・・・25年以内

ほくしん不動産担保付
カードローン「プレミア」

法人向けのカードローン方式によるご融資です。事前の
ご契約によりATMからのご出金でご利用いただけます。
（不動産担保の設定が必要です。）

（カードローン）
貸越極度額
100万円～500万円

1年毎の自動更新

ビジネスカーローン
「尽力車」（じんりきしゃ）

トラック、コンテナー、重機、社用車等、事業にお使いの
車両に係る資金に幅広くご利用いただけます。
（保証：北海道信用保証協会）

（証書貸付）
5,000万円以内 7年以内

ほくしん賃貸物件ローン

不動産賃貸経営に必要な事業性資金（下記の新築、中古
物件購入、他行ローン借換資金）としてご利用いただけ
ます。
※�アパート、テナントビル、ゲストハウス・ホテル、グループホーム、
老人ホーム、サービス付き高齢者住宅

（証書貸付）
100万円～3億円以内

30年以内
（但し、法定耐用年数以内）

種　　類 お使いいただける方 ご融資金額 ご融資期間
新型コロナウイルス
緊急対応資金

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた
中小企業および個人事業主

（手形貸付・証書貸付）
8,000万円以下

手形貸付・・・1年以内
証書貸付・・・10年以内

事業者向け融資� （令和3年6月30日現在）

■新型コロナウイルス緊急対応資金の取扱い
　当組合では、令和2年2月18日より「新型コロナウイルス感染拡大に伴う融資相談窓口」を各営業店に設置し、直接的・間接的に影響を受けられた中
小企業および個人事業主さまの資金繰り等のご相談に対して、「新型コロナウイルス緊急対応資金」を通じてきめ細かいサポートを進めております。

種　　類 サ　ー　ビ　ス　の　内　容

現金自動預払機（ATM）
カードでお引き出し、お預け入れができるＡＴＭを28ヵ店に設置しております。
平日� 8：30－17：00� （全店）
（土・日・祝日　12月31日～1月3日、5月3日～5日は休止しております。）

キャッシュサービス

キャッシュカードで、当組合の本支店をはじめSANCS加盟金融機関・全国MICS加盟金融機関の
キャッシュサービスコーナーでお引き出しができ、また、ゆうちょキャッシュサービスもご利用いただ
けます。※「しんくみお得ねっと」提携の信用組合でのお引き出しは、指定時間内にご利用いただけれ
ば、手数料が無料となっております。
また、北海道銀行との提携に伴い、ほくしんと北海道銀行の相互間で、ATMの入出金の他行利用手数
料が無料でご利用いただけるようになりました。（入金は終日無料、出金の時間外手数料はご負担いた
だきます。）

ほくしんビジネスバンキング 法人・個人事業者向けサービスです。お客様のオフィスで簡単に操作いただけます。

電子記録債権（でんさいネット） ｢でんさい（電子記録債権）」は手形に代わる新たな決済手段です。
電子記録の請求、開示、決済等を行えます。

デビットカード 当組合のキャッシュカードは、ジェイデビットマークのある加盟店でお買い物やご飲食の支払をその場
でお客様の預金口座から即時決済することが出来ます。

クレジットカード しんくみピーターパンカードをはじめ各種クレジットカードをご利用いただけます。
給与振込 毎月の給与やボーナスが、お客様のご指定の預金口座に自動的に振り込まれます。

年金自動受取
大切な年金が一度の手続きで、お客様のご指定の預金口座に自動的に振り込まれます。
当組合でお受け取りの組合員（または同居のご家族が組合員）のお客様は、定期預金金利の優遇がご
ざいます。

夜間金庫 事業所等の売上金やその他の入金の盗難防止、紛失防止に役立ち安心です。
貸金庫 お客さまの大切な書類、貴重品などを安全に保管いたします。
自動支払 公共料金・税金・クレジット代金等を毎月自動的にご指定の口座からお支払いいたします。
内国為替 全国どこへでもスピーディーにお振込・送金、手形・小切手のお取立てをいたします。

各種サービス・お取扱い� （令和3年6月30日現在）


