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毎月の給与や一時金、厚生年金・国民年金・各種共済年金の
お受取りに東海ろうきんの普通預金口座をご指定いただく
ことができます。　※お勤め先によりご利用いただけない場合があります。 

給与振込・年金自動受取サービス

東海ろうきんのキャッシュカードは、全国13の〈ろうきん〉をはじめ、MICS加盟金融機関（都銀・地銀・信金・信組・JA等）や
ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行ならびにコンビニのATM・CDでもご利用いただけます。

（注1） 平日8：30以前は当日予約、平
日15:00以降および土日祝は
翌営業日の予約となります。一
部ご利用いただけないMICS
加盟金融機関もございます。お
振込にはATM設置金融機関所
定の振込手数料が必要です。

（注2） 「入金ネット」に加盟している金
融機関（第二地銀・信金・信組）
の一部自動機ではご入金いた
だけます。

（注3） カードローンのご利用はでき
ません。

キャッシュサービス

提携先金融機関やコンビニATM・CDで東海ろうきんのキャッシュカードをご利用いただいた場合の「お引出し手数料・
時間外手数料・休日手数料」を、お客さまのご利用口座に即時全額キャッシュバックいたします。

キャッシュバックの回数に制限はありません。何度ご利用いただいても利用手数料は実質0円です。

フルキャッシュバックサービス

スマートフォン決済サービス「LINE Pay」およびスマー
トフォン決済サービス「J-Coin Pay」において、東海ろうき
ん普通預金口座の登録およびチャージができます。

LINE Pay・J-Coin Payチャージサービス

㈱労金カードサービスの発行する「ろうきんUCカード」は、
VISA・マスターとの提携により、国内・海外のUC、VISA、マス
ターの加盟店で、ショッピング等にご利用いただけます。
※㈱労金カードサービスとは、ろうきんの出資によってつくられたクレジットカード会社です。

ろうきんUC（VISA/マスター）カード

定期的な支払いも忘れずに送金することができます。
定期自動送金サービス

住宅金融支援機構、日本政策金融公庫等の代理業務を取
扱っています。

代理業務サービス

相続手続きが発生したご家族の方や、将来の円満相続を
お考えの方に、「遺言信託・遺産整理」業務を行う提携信託
会社へ東海ろうきんがお取次ぎを行います。

遺言信託・遺産整理取次業務

東海ろうきんのキャッシュカードなら、「J-Debit（ジェ
イデビット）」マークのある加盟店で、そのままお買い物等
のお支払いができます。お申込み等の手続きは不要で、今
お持ちのキャッシュカードでご利用いただけます。一日あ
たりのご利用限度額は50万円で、ご利用代金はご利用口
座から即時に引き落とされます。

デビットカードサービス

電気、ガス、水道、電話等の公共料金をはじめ、各種税金、
保険料、クレジットカード等の支払日にご指定の普通預金
口座から自動的にお支払いいたします。
※収納機関によりお取扱いできない場合があります。

公共料金等の自動引落サービス

住宅ローン契約時に火災共済・火災保険のお手続きも行
うことができるので、手続きの手間が省けます。

共済代理業務・損害保険窓口販売業務

病気等で入院する可能性は誰にでもあります。そんな予
想外の出費があった時に、お金の心配をせず、治療に専念
できる状況を作ってくれるのが医療保険です。

生命保険窓口販売業務

ホームページ

ろうきんダイレクト

取扱商品・サービス、キャンペーン情報をはじめ、店舗や預金・ローン金利等の基本情報、東海ろうきんのニュースリリー
ス等を掲載しているだけでなく、様々なサービスをご利用いただけます。

　東海ろうきんの窓口やATMに行かなくても、インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマートフォン、携帯
電話（注1）などから各種お取引きがご利用いただけます。ろうきんダイレクトだけのお得がいっぱい！セキュリティ（注2）も
万全ですので、安心してご利用いただけます。

●主なサービスのご案内
● 残高照会　● 振込（注3）　● 振替　● 一般財形の支払（注4）　● 定期預金の口座開設・入金・支払・解約　● 繰上返済（試算照会）
● 入出金明細の照会　● 住所変更（パソコンのみ）（注5）　● 公共料金自動引落登録（パソコンのみ）（注6）
● 税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」（注6）　● ローンの資料請求　● 投資信託の口座開設・購入・解約・定時定額買付

●ろうきんダイレクトだけの「おトク」
（1）ろうきんダイレクト定期預金

ろうきんダイレクト（インターネット・モバイル・テレフォンバンキング）でお預入れいただいた定期預金（スーパー
定期預金・大口定期預金）は、店頭表示金利に金利が上乗せされますので、より良い資産運用が可能です。

（2）インターネットバンキング投資信託
来店不要でインターネットバンキングからいつでも好きなタイミングで、投資信託の口座開設、ファンド購入・解

約、定時定額買付、保管残高や取引履歴などの各種照会ができます。購入手数料が無料のインターネット専用ファンド
をご購入いただけます。

（3）振込手数料が安い
例えば、窓口で他の金融機関に10万円をお振込する場合、振込手数料は880円必要です。しかし、ろうきんダイレク

トでお振込すれば、振込手数料はなんと275円！1回あたり605円もお得になります。

ろうきんアプリ
❶残高・明細がいつでも・どこでもスマートフォンから確認いただけます。
❷ろうきんアプリからろうきんダイレクトにログインできます。（注1）

❸ペイジー・モバイルレジ対応の納付書をスマートフォンのカメラ機能で撮影して、簡単に税金・公金のお支払いができます。（注2）

❹通帳アプリ「かんたん通帳」（注3）と連携して、通帳と同じように入出金の明細を確認いただけます。
❺メインの口座1つ（普通預金）、サブ口座4つ（普通預金・貯蓄預金・カードローンから選択）の合計5つまで普通預金

口座を登録できます。
❻ろうきんからの新着情報・お役立ち情報が届きます。

（注1）ろうきんダイレクトのログインには、ろうきんダイレクトの利用申込みが必要です。
（注2）税公金支払は国庫金・地方公共団体への振込が対象になります。収納可能な機関はろうきんダイレクトのホームページをご確認ください。
（注3）「かんたん通帳」は株式会社マネーフォワードの商標登録であり、株式会社マネーフォワードが提供する通帳アプリ「かんたん通帳」と連携することで利用が可能になるサービスです。
※ろうきんアプリおよびかんたん通帳は、無料でご利用いただけます。　※アプリのダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

お申込から融資金受取りまで、ご来
店いただくことなく、インターネット
と郵送で完結できるWeb申込と、無
担保ローンの利用を検討しており、希
望金額の借入れが可能かどうか確認
できるWeb事前審査があります。

無担保ローン
Web申込受付サービス

お客さまの基本情報を入
力するだけで、簡単に収
入支出のバランス、老後
の生 活等についてのシ
ミュレーションができま
す。

ライフプラン
シミュレーション

お申込もご契約もWeb
で完結。
限度額、利用額にかかわ
らず一律金利です。

カードローン
Web申込

お借入金額や返済期間
等の基本情報を入力する
だけで、簡単に毎月の返
済額や総返済額のシミュ
レーションができます。

ローン
シミュレーション

住宅ローンを検討したく
ても、忙しくて店舗に足
を運ぶ時間がないお客
さま必見！現状で希望す
る融資額の借入れがで
きるのか確認できます。

住宅ローン
Web事前審査

ローンの試算や資料請求のほか、インターネット・モバイルバンキングにもアクセスできます。

コミュニケーションアプリ「LINE」上で利用できるモバ
イル送金・決済サービスです。銀行口座やチャージに対応
するコンビニエンスストアのレジ、ATM等から事前に
チャージした残高を「LINE」の友だち同士での送金や、

「LINE」提携サービス・店舗での決済に利用いただけます。

●LINE Payとは

※MICS加盟金融機関のご利用は個人のお客さまのみとなります。　※ご利用時間・お取引内容は、ATM・CDによって異なります。

株式会社みずほ銀行が提供する、QRコードを活用したス
マートフォン決済サービスです。アプリ同士で「送る」「送っ
てもらう」、QRコードで「支払う」といったお金に関する機能
がスマートフォン上で完結することに加え、金融機関の預金
口座との入出金（チャージ・戻入れ）についても、当アプリを
使って「いつでも・どこでも・無料」でできるサービスです。

●J-Coin Payとは

主なサービスのご案内
● 残高照会　● 入出金明細の照会
● 入出金明細の定期的な通知　● ろうきんダイレクトへのログイン　● 税公金の支払い
● 通帳アプリ「かんたん通帳by Moneyforward」との連携　● ろうきんからの情報の受取り

https://tokai.rokin.or.jp/東海ろうきん
ホームページアドレス

2019年10月
サービス開始!

いつでもどこでも提携先ATM利用手数料を即時全額キャッシュバック！実質0円！

全国の〈ろうきん〉

MICS加盟金融機関

ゆうちょ銀行

セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・イオン銀行

VIEW ALTTE（JR東日本の駅ATM）（注3）

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会  ● お振込（注1）

● お引出し  ● ご入金（注2）  ● 残高照会  ● お振込（注1）

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会

● お引出し  ● 残高照会

（注1）一部機種からは、ご利用いただけない場合があります。
（注2）詳細につきましては東海ろうきんホームページをご確認ください。
（注3）お振込のご利用には所定の手数料がかかります。
（注4）お勤め先により、ご利用いただけない場合があります。

（注5）財形貯蓄をご契約いただいている方は、別途住所変更手続きが必要となります。
（注6）収納機関により、お取扱いできない場合があります。
※ご利用には所定の手続きが必要です。
※メンテナンス等によりご利用いただけない日・時間帯があります。
※通信に関わる費用はお客さまのご負担となります。

営 業 の ご 案 内

各種サービス・システムのご案内
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毎月の給与や一時金、厚生年金・国民年金・各種共済年金の
お受取りに東海ろうきんの普通預金口座をご指定いただく
ことができます。　※お勤め先によりご利用いただけない場合があります。 

給与振込・年金自動受取サービス

東海ろうきんのキャッシュカードは、全国13の〈ろうきん〉をはじめ、MICS加盟金融機関（都銀・地銀・信金・信組・JA等）や
ゆうちょ銀行、セブン銀行、イオン銀行ならびにコンビニのATM・CDでもご利用いただけます。

（注1） 平日8：30以前は当日予約、平
日15:00以降および土日祝は
翌営業日の予約となります。一
部ご利用いただけないMICS
加盟金融機関もございます。お
振込にはATM設置金融機関所
定の振込手数料が必要です。

（注2） 「入金ネット」に加盟している金
融機関（第二地銀・信金・信組）
の一部自動機ではご入金いた
だけます。

（注3） カードローンのご利用はでき
ません。

キャッシュサービス

提携先金融機関やコンビニATM・CDで東海ろうきんのキャッシュカードをご利用いただいた場合の「お引出し手数料・
時間外手数料・休日手数料」を、お客さまのご利用口座に即時全額キャッシュバックいたします。

キャッシュバックの回数に制限はありません。何度ご利用いただいても利用手数料は実質0円です。

フルキャッシュバックサービス

スマートフォン決済サービス「LINE Pay」およびスマー
トフォン決済サービス「J-Coin Pay」において、東海ろうき
ん普通預金口座の登録およびチャージができます。

LINE Pay・J-Coin Payチャージサービス

㈱労金カードサービスの発行する「ろうきんUCカード」は、
VISA・マスターとの提携により、国内・海外のUC、VISA、マス
ターの加盟店で、ショッピング等にご利用いただけます。
※㈱労金カードサービスとは、ろうきんの出資によってつくられたクレジットカード会社です。

ろうきんUC（VISA/マスター）カード

定期的な支払いも忘れずに送金することができます。
定期自動送金サービス

住宅金融支援機構、日本政策金融公庫等の代理業務を取
扱っています。

代理業務サービス

相続手続きが発生したご家族の方や、将来の円満相続を
お考えの方に、「遺言信託・遺産整理」業務を行う提携信託
会社へ東海ろうきんがお取次ぎを行います。

遺言信託・遺産整理取次業務

東海ろうきんのキャッシュカードなら、「J-Debit（ジェ
イデビット）」マークのある加盟店で、そのままお買い物等
のお支払いができます。お申込み等の手続きは不要で、今
お持ちのキャッシュカードでご利用いただけます。一日あ
たりのご利用限度額は50万円で、ご利用代金はご利用口
座から即時に引き落とされます。

デビットカードサービス

電気、ガス、水道、電話等の公共料金をはじめ、各種税金、
保険料、クレジットカード等の支払日にご指定の普通預金
口座から自動的にお支払いいたします。
※収納機関によりお取扱いできない場合があります。

公共料金等の自動引落サービス

住宅ローン契約時に火災共済・火災保険のお手続きも行
うことができるので、手続きの手間が省けます。

共済代理業務・損害保険窓口販売業務

病気等で入院する可能性は誰にでもあります。そんな予
想外の出費があった時に、お金の心配をせず、治療に専念
できる状況を作ってくれるのが医療保険です。

生命保険窓口販売業務

ホームページ

ろうきんダイレクト

取扱商品・サービス、キャンペーン情報をはじめ、店舗や預金・ローン金利等の基本情報、東海ろうきんのニュースリリー
ス等を掲載しているだけでなく、様々なサービスをご利用いただけます。

　東海ろうきんの窓口やATMに行かなくても、インターネットに接続できるパソコン、タブレット、スマートフォン、携帯
電話（注1）などから各種お取引きがご利用いただけます。ろうきんダイレクトだけのお得がいっぱい！セキュリティ（注2）も
万全ですので、安心してご利用いただけます。

●主なサービスのご案内
● 残高照会　● 振込（注3）　● 振替　● 一般財形の支払（注4）　● 定期預金の口座開設・入金・支払・解約　● 繰上返済（試算照会）
● 入出金明細の照会　● 住所変更（パソコンのみ）（注5）　● 公共料金自動引落登録（パソコンのみ）（注6）
● 税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」（注6）　● ローンの資料請求　● 投資信託の口座開設・購入・解約・定時定額買付

●ろうきんダイレクトだけの「おトク」
（1）ろうきんダイレクト定期預金

ろうきんダイレクト（インターネット・モバイル・テレフォンバンキング）でお預入れいただいた定期預金（スーパー
定期預金・大口定期預金）は、店頭表示金利に金利が上乗せされますので、より良い資産運用が可能です。

（2）インターネットバンキング投資信託
来店不要でインターネットバンキングからいつでも好きなタイミングで、投資信託の口座開設、ファンド購入・解

約、定時定額買付、保管残高や取引履歴などの各種照会ができます。購入手数料が無料のインターネット専用ファンド
をご購入いただけます。

（3）振込手数料が安い
例えば、窓口で他の金融機関に10万円をお振込する場合、振込手数料は880円必要です。しかし、ろうきんダイレク

トでお振込すれば、振込手数料はなんと275円！1回あたり605円もお得になります。

ろうきんアプリ
❶残高・明細がいつでも・どこでもスマートフォンから確認いただけます。
❷ろうきんアプリからろうきんダイレクトにログインできます。（注1）

❸ペイジー・モバイルレジ対応の納付書をスマートフォンのカメラ機能で撮影して、簡単に税金・公金のお支払いができます。（注2）

❹通帳アプリ「かんたん通帳」（注3）と連携して、通帳と同じように入出金の明細を確認いただけます。
❺メインの口座1つ（普通預金）、サブ口座4つ（普通預金・貯蓄預金・カードローンから選択）の合計5つまで普通預金

口座を登録できます。
❻ろうきんからの新着情報・お役立ち情報が届きます。

（注1）ろうきんダイレクトのログインには、ろうきんダイレクトの利用申込みが必要です。
（注2）税公金支払は国庫金・地方公共団体への振込が対象になります。収納可能な機関はろうきんダイレクトのホームページをご確認ください。
（注3）「かんたん通帳」は株式会社マネーフォワードの商標登録であり、株式会社マネーフォワードが提供する通帳アプリ「かんたん通帳」と連携することで利用が可能になるサービスです。
※ろうきんアプリおよびかんたん通帳は、無料でご利用いただけます。　※アプリのダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

お申込から融資金受取りまで、ご来
店いただくことなく、インターネット
と郵送で完結できるWeb申込と、無
担保ローンの利用を検討しており、希
望金額の借入れが可能かどうか確認
できるWeb事前審査があります。

無担保ローン
Web申込受付サービス

お客さまの基本情報を入
力するだけで、簡単に収
入支出のバランス、老後
の生 活等についてのシ
ミュレーションができま
す。

ライフプラン
シミュレーション

お申込もご契約もWeb
で完結。
限度額、利用額にかかわ
らず一律金利です。

カードローン
Web申込

お借入金額や返済期間
等の基本情報を入力する
だけで、簡単に毎月の返
済額や総返済額のシミュ
レーションができます。

ローン
シミュレーション

住宅ローンを検討したく
ても、忙しくて店舗に足
を運ぶ時間がないお客
さま必見！現状で希望す
る融資額の借入れがで
きるのか確認できます。

住宅ローン
Web事前審査

ローンの試算や資料請求のほか、インターネット・モバイルバンキングにもアクセスできます。

コミュニケーションアプリ「LINE」上で利用できるモバ
イル送金・決済サービスです。銀行口座やチャージに対応
するコンビニエンスストアのレジ、ATM等から事前に
チャージした残高を「LINE」の友だち同士での送金や、

「LINE」提携サービス・店舗での決済に利用いただけます。

●LINE Payとは

※MICS加盟金融機関のご利用は個人のお客さまのみとなります。　※ご利用時間・お取引内容は、ATM・CDによって異なります。

株式会社みずほ銀行が提供する、QRコードを活用したス
マートフォン決済サービスです。アプリ同士で「送る」「送っ
てもらう」、QRコードで「支払う」といったお金に関する機能
がスマートフォン上で完結することに加え、金融機関の預金
口座との入出金（チャージ・戻入れ）についても、当アプリを
使って「いつでも・どこでも・無料」でできるサービスです。

●J-Coin Payとは

主なサービスのご案内
● 残高照会　● 入出金明細の照会
● 入出金明細の定期的な通知　● ろうきんダイレクトへのログイン　● 税公金の支払い
● 通帳アプリ「かんたん通帳by Moneyforward」との連携　● ろうきんからの情報の受取り

https://tokai.rokin.or.jp/東海ろうきん
ホームページアドレス

2019年10月
サービス開始!

いつでもどこでも提携先ATM利用手数料を即時全額キャッシュバック！実質0円！

全国の〈ろうきん〉

MICS加盟金融機関

ゆうちょ銀行

セブン銀行・ローソン銀行・イーネット・イオン銀行

VIEW ALTTE（JR東日本の駅ATM）（注3）

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会  ● お振込（注1）

● お引出し  ● ご入金（注2）  ● 残高照会  ● お振込（注1）

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会

● お引出し  ● ご入金  ● 残高照会

● お引出し  ● 残高照会

（注1）一部機種からは、ご利用いただけない場合があります。
（注2）詳細につきましては東海ろうきんホームページをご確認ください。
（注3）お振込のご利用には所定の手数料がかかります。
（注4）お勤め先により、ご利用いただけない場合があります。

（注5）財形貯蓄をご契約いただいている方は、別途住所変更手続きが必要となります。
（注6）収納機関により、お取扱いできない場合があります。
※ご利用には所定の手続きが必要です。
※メンテナンス等によりご利用いただけない日・時間帯があります。
※通信に関わる費用はお客さまのご負担となります。
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