
取扱業務のご紹介（2022年6月末現在）

●主な預金商品
種　類 内容と特色 期　間 預入金額

普通預金
給与、年金の自動受取り、公共料金の自動支払、キャッシュ
カードのセットでATMからの出し入れも自由にでき、大変便
利な預金です。 出し入れ

自由 1円以上

 無利息型
普通預金 預金保険制度により全額保護されますが、お利息はつきません。

総合口座
便利な普通預金と有利な定期預金・定期積金を1冊の通帳でご
利用になれます。しかも、お預入れ定期性預金残高の90％、
最高200万円まで自動的に融資され、イザという時安心です。

－

普通預金
1円以上
定期性預金
10,000円以上

当座預金 商取引等に必要な資金管理と、手形や小切手のお支払がご利用
になれます。

出し入れ
自由 1円以上

通知預金 まとまった資金の短期間運用に適しています。 7日以上 10,000円以上

スーパー定期 個人の方で3年以上の複利型を選択すると一部解約も可能です。
安心・有利に運用できます。

1ヵ月以上
5年以内 1,000円以上

大口定期預金 財産運用に有利な預金です。 1ヵ月以上
5年以内 1,000万円以上

スーパー積金 一定金額を一定期間、毎月または隔月に積み立てていく商品で、
お客さまの貯蓄プランをお手伝いします。

6ヵ月以上
5年以内 10,000円以上

財形貯蓄 お勤め先との提携による財形制度で、給与・ボーナスからの天
引き積立で無理なく貯められます。

一般財形
3年以上

年金・住宅財形
5年以上

1,000円以上

教育資金贈与
専用預金
＜孫心口座＞

直系尊属（曽祖父母、祖父母、父母等）から贈与契約書により
教育資金を受贈した30歳未満の個人の方（お1人1口座でかつ
1金融機関の1支店限定）に限りお預けできます。

口座開設可能期間は、
2023年3月31日

まで

1円以上
1,500万円以内

後見支援預金
後見制度をご利用の被後見人の財産を安全に保護・管理するた
め、家庭裁判所の「指示書」によって、後見人が利用できる普
通預金です。

家庭裁判所の
「指示書」に基づき

出し入れ可能
1円以上

がましんオープン
外貨定期預金

ご利用は個人の方に限ります。お取扱い通貨は、米ドルとユー
ロです。自動継続扱いで便利です。

1ヵ月、3ヵ月、
6ヵ月、1年

1,000米ドル以上
10万米ドル未満
10,000ユーロ以上
10万ユーロ未満

預金業務
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●主な融資商品
商品名 お使いみち 融資金額 利用期間

個
人
向
け
住
宅
関
連

住宅ローン
住宅の新築、購入（中古も含む）
増改築、マンション、住宅用地の
購入・借換等

1億円以内 35年以内

住宅購入諸費用ローン （1）住宅の取得に必要な諸費用
（2）住宅購入資金の一部資金

（1）50万円以上
　  300万円以内

（2）50万円以上
　  500万円以内

・融資金額200万円以内
　　6ヵ月以上10年以内
・融資金額200万円超500万円以内
　　6ヵ月以上15年以内

耐震あんしんローン 住宅の耐震補強工事等 10万円以上
700万円以内

6ヵ月以上10年以内
（5年超は融資金額200万円以上の

場合）
がましん無担保住宅借換
リフォームローン

「2000万円口」

他金融機関の住宅融資の借換え及
びリフォーム資金

10万円以上
2,000万円以内

（自営業者は1,000万円以内）
6ヵ月以上20年以内

個
人
向
け
消
費
関
連

しんきん「フリーローン」 お使いみち自由です
（事業資金にも利用可能）

500万円以内 3ヵ月以上10年以内

カードローン
「ワイド500」

お使いみち自由です
（事業資金・旧債返済を除く）

100万円・200万円
300万円・400万円
500万円の5コース

1年

カードローン
「きゃっする」

お使いみち自由です
（事業資金を除く）

50万円以内・100万円
以内・200万円以内・

300万円以内・400万円
以内・500万円以内の 

6コース

3年

カーローン
「マイカーローン」

新車、中古車の購入（二輪車含む）、
車検、修理費用、免許取得費、他
金融機関等の借換資金、カー用品
購入資金、残価設定型ローン借換
資金等

10万円以上
1,000万円以内 6ヵ月以上10年以内

フリーローン
「パワフル1000」

お使いみち自由です
（事業資金・旧債返済を除くが、他の金融
機関・信販系・クレジット等の借換資金も
利用可能）

10万円以上
1,000万円以内

（専業主婦・パートの方は30万円以内）
10年以内

フリーローン
「オールマイティー」

お使いみち自由です
（事業資金・他金融機関等の借換資金にも
利用可能）

10万円以上
500万円以内

（1万円単位）

6ヵ月以上10年以内
（1ヵ月単位）

学資ローン
（レギュラータイプ）

入学時、在学時に必要とする
教育費用等 1,000万円以内 3ヵ月以上16年以内

事
業
者
関
連

セイフティライン
（貸付専用型当座貸越） 事業用の運転・設備資金 100万円以上

2億8,000万円以内
1年または
2年契約

ビジネスカードローン 事業用の運転・設備資金 100万円以上
2,000万円以内

1年または
2年契約

創業支援ローン「飛翔」 開業資金（運転資金、設備資金） 3,000万円以内
運転資金  7年以内
設備資金 15年以内

（但し、無担保の場合はいずれも5年以内）

ECOビジネスローン

環 境 保 全 に 関 す る 設 備 資 金、
「ISO14001」 認 証 取 得 資 金、
「ISO14001」等認証取得済企業の
運転・設備資金

5億円以内
運転資金  7年以内
設備資金 10年以内

（但し、無担保の場合はいずれも5年以内）

ABL「動産・売掛金担保融資」
（貸越専用型当座貸越） 事業資金（旧債返済資金も可） 100万円以上

3,000万円以内 1年

一般のご融資について…………商業手形の割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越につきましては資金のお使いみち、ご返済計
画に合わせてご利用ください。

各種ローン等の…………………
ご利用にあたって

ご契約上の規定、金利、返済方法、利用額にご留意ください。また、金利には変動金利型と固
定金利型の2種類があります。ローンによって金利変動のルールが異なる場合がありますので、
お申込みの際に十分ご確認ください。尚、これら商品へのご質問は当金庫本支店の窓口や渉外
係にお気軽にご相談ください。

融資業務
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　以下の外国為替業務を取扱い、国際化ニーズにお応えしております。

●外貨両替…………………… 海外旅行に必要な米ドル通貨の販売及び買取のお取扱いをしております。

●貿易取引…………………… 輸出手形の買取・取立・輸出金融、信用状の開設・輸入手形の決済・輸入金融、先物為替予約＊などを
お取扱いしております。

●貿易外取引………………… ご親族等への生活費や学費などの海外への送金及び海外からの資金の受取をお取扱いしております。

●外貨預金…………………… 普通預金と定期預金（米ドル、ユーロ）をお取扱いしております。
＊外貨預金は預金保険の対象外となっております。

●外貨融資…………………… 外貨によるご融資をお取扱いしております。

●外貨宅配サービス………… ご注文いただいた外国紙幣をご自宅に宅配するサービスです。

●外貨郵送買取サービス…… 外国紙幣を郵送していただくと日本円に両替できるサービスです。

●貿易･投資相談等 ………… 海外ビジネスサポートデスクにおいて、貿易、海外進出、海外投資についてのご相談をはじめ、海外金
融情報などを提供しております。また、スタンドバイ・クレジット、会員の海外子会社への直接貸出を
お取扱いしております。

◆外国為替のお取扱い���� 各営業店にてお取次ぎいたします。
◆両替取扱店�������� 本店営業部、豊橋支店

その他の店舗でもお取次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。

国際業務

　証券業務を通じた資金運用・調達のニーズにお応えしております。

●公共債の窓口販売………… 公共債（利付国債、個人向け国債、あいち県民債）を窓口でお取扱いしております。

●投資信託の窓口販売……… 投資信託を窓口でお取扱いしております。
NISA（少額投資非課税制度）口座・ジュニアNISA口座・つみたてNISA口座のお取扱いをしております。

●私募債の受託業務………… 私募債発行の受託会社として、企業の資金調達をお手伝いしております。

証券業務

●生命保険…………………… より豊かな生活設計づくりをお手伝いするため、個人年金保険、一時払終身保険、定期保険、がん保険、
医療保険、介護保険、学資保険等をお取扱いしております。

●損害保険…………………… 住宅ローンのご利用者を対象に住宅火災保険と債務返済支援保険、すべてのお客さまを対象に、万一の
ケガに備える傷害保険、他に事業者向けの業務災害総合保険等もお取扱いをしております。

保険業務

相続信託・暦年信託の信託代理店業務をお取扱いしております。

信託代理店業務

個人型確定拠出年金（iDeCo）のお取扱いをしております。

確定拠出年金業務

　公共機関等の代理貸付業務のお取扱い、お取次ぎをしております。

信金中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、
独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構

代理貸付業務

＊用語についてはP.71「用語のご説明」をご参照ください。

取扱業務のご紹介（2022年6月末現在）
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◇地域の皆さまの金融機能サービスに対するニーズは多様化・高度化してきており、
　こうしたニーズにお応えできるようサービス業務の充実に努めております。

その他の業務・各種サービス

●WEB完結ローン ………………… お申し込みから融資実行まで、ご来店することなく、インターネット上のお手続きだけでご契約
が完結する契約書不要のローンです。

●内国為替
　送金・振込…………………………
　代金取立……………………………
　為替自動振込………………………

当金庫の本支店をはじめ、全国の金融機関あてにお取扱いできます。
遠隔地支払の手形・小切手などを取立て、指定口座に入金いたします。
家賃や駐車場代、仕送り等、ご希望の指定日に指定金額を毎月自動的にお振込いたします。

●キャッシュサービス……………… がましんのキャッシュコーナーでのお預入れ、お引出、通帳記入、残高照会、お振込、お振替、
定期預金のお預入れ・解約、定期積金の掛込み、暗証番号変更のほか、全国の信用金庫、ゆう
ちょ銀行コンビニATM及び提携金融機関のキャッシュコーナーで現金のお引出ができます。

●ATM休日・時間外手数料 ………
　無料サービス

当金庫キャッシュカード及びローンカードを当金庫店舗内・店舗外ATMにおいて利用される場合、
全日稼動時間内のお引出、お預入れ手数料が無料でご利用できます。（キャッシュカードによる
お振込の場合、振込手数料のみかかります。）
稼動時間は一部の店舗を除き、全日 8：00～21：00です。

●しんきんゼロネット………………
　サービス

がましんのキャッシュカードで全国の信用金庫のＡＴＭを手数料無料でご利用できます。
（平日 8：45～18：00の入出金、土曜日 9：00～14：00の入出金）
＊一部の信用金庫では、時間帯によってこのサービスをご利用いただけない場合があります。

●デビットカードサービス………… がましんのキャッシュカードにて「デビットカードお取扱加盟店」でお買物ができます。代金は
お客さまの預金口座から即座に引き落としされます。

●自動受取・自動支払………………
　サービス

給与・賞与、年金、配当金などのお受取りや、公共料金、税金、各種代金などのお支払が自動的
に行われます。

●ファーム・ホーム…………………
　バンキングサービス

オフィスのパソコンなどから、お振込、お振替、残高照会、取引明細照会などができます。給
与・賞与やお取引先へのお振込も迅速・簡単にご利用できます。

●インターネット・モバイル………
　バンキングサービス

スマートフォンやお手持ちのパソコンからインターネットを通じて、お振込、お振替、残高照会、
取引明細照会などができ、口振振替やお取引先へのお振込も迅速・簡単にご利用できます。
ホームページ　https://www.gamashin.co.jp/

●しんきん通帳アプリ……………… スマートフォンに「しんきん通帳アプリ」をダウンロードし、口座情報を登録いただくだけで、
残高や入出金明細が照会いただけます。

●各種料金の電子収納………………
　サービス

インターネットバンキングを利用して、国庫への納付金、ＮＴＴドコモ、ＮＨＫなどの各種料金
を直接払込みできます。（マルチペイメントネットワークによる電子収納サービス）

●でんさいネットサービス………… これまでの手形や売掛債権等の問題点（紛失･盗難やコスト削減）を克服し、パソコン等を利用
して事業資金の決済手段の効率化・円滑化が図れます。

●貸金庫……………………………… 預金証書、株券、権利書、貴金属などを金庫室で安全にお預かりいたします。
●夜間金庫…………………………… 当金庫の営業時間後に売上金などをお預かりいたします。（夜間金庫取扱店のみ）
●売上金おまとめサービス…………「入金専用カード」で毎日の売上金をお近くのATMから入金できます。
●スポーツ振興くじの………………
　換金のお取扱い

スポーツ振興くじ（サッカーくじ）の当せん金の換金をお取扱いいたします。
（本店営業部、三谷支店、花田支店、小坂井支店）

●代理業務…………………………… 税金の公金収納、その他委託先からの業務をお取扱いいたします。

  サークル活動  
●年金友の会………………………… 当金庫で年金を受給していただいているお客さまの組織で、旅行・暮らしの学校・お誕生日プレ

ゼント等ゆとりある暮らしのお手伝いをしております。
●がましんニュービジネス…………
　クラブ（GNBC）

インクグロウ（株）と提携し、経営セミナー・商談会の開催・情報提供などビジネスチャンスを
サポートします。

  相談サービス  
●年金相談…………………………… 年金に関する様々なご相談、ご質問にお応えできるよう、相談日を設けてお受けしております。
●法律相談…………………………… 法律に関する諸問題について、相談日を設けてお受けしております。
●税務相談…………………………… 税金に関する諸問題について、相談日を設けてお受けしております。
●資産運用・ローン…………………
　休日相談プラザ

毎月第2・第4日曜日曙支店にて各種ローン、資産運用・活用のご相談をお受けしております。

※各種開催日、開催店をホームページに公表しておりますので、ご利用ください。
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