営業のご案内

預金・資産形成・保険商品のご案内
お客さまの日々の暮らしに便利さを
種類

（2021 年 7 月1日現在）

商品内容

総合口座
（普通預金＋定期預金）
普通預金
（注1）
決済用預金
（注1）
流
動 (普通預金無利息型)
性
預
金
貯蓄預金

「預ける、受取る、支払う、借りる」の４つの機能を持ち、家計の中心口座とし
て最適です。急な出費でお金が足りないときでも、
お預入定期預金の90％
以内、最高300万円まで自動的にお借入できますので、定期預金を解約せ
ず、
お支払することができます。

お預入期間

お預入金額

以下参照

以下参照

いつでも出し入れできる便利な預金です。

出し入れ自由

①無利息、②要求払い、③決済サービスが受けられるという3条件を満
たす普通預金です。全額、預金保険制度の保護対象となります。

出し入れ自由

出し入れ自由でお預入れ残高に応じて金利設定されている預金です。
（注2）
いつ必要になるか分からない余裕資金のお預入にご利用いただけます。
出し入れ自由
もちろんATM利用手数料全額キャッシュバックの対象です。

1 円以上

（注1）通帳を発行しない「ろうきんスマート口座（普通預金（通帳不発行口座））」もございます。残高はろうきんダイレクト（インターネットバンキング）またはろうきんアプリから簡単にご確認いただけます。
（注2）2021年7月1日現在は一律金利です。

まとまった資金を安全・確実に
種類

スーパー定期
大口定期
ろうきんダイレクト定期
ATM 定期

（2021 年 7 月1日現在）

商品内容

お預入期間

まとまった資金を一括してお預かりいたします。
お預入期間1年以上のもので
1ヵ月～10年
条件を満たす場合は、
1年以上のお預入後に一部払戻もできます。
※大口定期は一部払戻不可

ろうきんダイレクト、ATM専用の定期預金です。店頭表示金利に上乗せ金利
を適用し、
お預かりいたします。

期日指定定期預金
（ワイド定期）

１年複利で１年経過後は一部払戻が可能な定期預金です。

変動金利定期預金

6ヵ月ごとに利率が変動する定期預金です。

財形貯蓄

エース預金

1,000 万円以上

1 年～ 3 年

1 円以上
300 万円未満
1 円以上

（2021 年 7 月1日現在）

商品内容
一般

お勤め先の財形制度を通じてお積立ができる、給与からの天引き預金です。
一部払戻もでき大変便利です。

住宅

住宅の取得や増改築に備えるお積立預金です。財形年金と合わせ、元本
550万円までのお利息が非課税となります。

年金

満60歳以降、年金形式でお受取いただくことができるお積立預金です。
財形住宅と合わせ、
元本550万円までのお利息が非課税となります。

エンドレス型

多目的な資金作りに適した積立預金です。
積立期間を決めない方式です。

確定日型

多目的な資金作りに適した積立預金です。
満期日を設定していただく方式です。

年金型

1 円以上

スーパー定期等と同じです。

目的や目標を定めてコツコツと
種類

お預入金額

お預入期間

お預入金額

3 年以上
1,000 円以上
5 年以上

3 年以上

1 円以上

多目的な資金作りに適した積立預金です。
定年退職後に年金形式でお受取いただくことができます。

LINE公式アカウント
東海ろうきんでは、2018年10月よりお客さまへの新着情報を提供する手段として
「LINE公式アカウント」を開設しました。
友だち登録していただいた方に対し、東海ろうきんにより新商品やキャンペーンなど、
さまざまな情報を発信します。
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はじめました。

2021 DISCLOSURE

ライフプランに合わせて

（2021 年 7 月1日現在）

種類

ご利用いただける方

スローライフ
（年金受取型積立預金）

50歳以上お客さま限定の積立預金です。店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、お預かりいたします。お受取は年
金形式となりますので、老後の生活資金の上乗せにおすすめです。 ※自動振替による積立契約を必須とします。

ロングライフ
（退職者専用定期預金）

定年退職者限定の定期預金です。大切な退職金を、店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、お預かりいたします。

東海ろうきんで老齢年金（公的年金・企業年金）、iDeCo（個人型確定拠出年金）、ろうきん財形年金、エース預金（年金）
鶴亀
をお受取のお客さま限定です。大切な老後資金を、店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、お預かりいたします。
（私的年
（年金受給者専用定期預金）
金は対象になりません。
また、企業年金、iDeCo（個人型確定拠出年金）を一時金でお受取の場合は対象になりません。）

ふれ愛エース預金

①身障者手帳1級～3級、療育手帳（愛の手帳等）、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、②遺族年
金・障害年金の受給者で、年金や各種手当が支給されている場合で東海ろうきんでお受取の方、①②いずれかに
該当するお客さま限定です。一生涯に亘り、店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、
お預かりいたします。

おやごころ
(こども用積立預金)

将来必要となるお子さまの教育資金等の計画的な資金作りをしたいお母さんやお父さん、お孫さまのために積立し
たいおじいちゃんやおばあちゃんに適した積立預金です。店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、お預かりいたします。

ふれ愛定期預金

投資信託購入者専用定期預金
スタートライン
相続専用定期預金

投資信託のご購入と定期預金のお預入を同日にお申込いただく方限定の定期預金です。
店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、
お預かりいたします。
東海ろうきんでお取引いただいていた被相続人の相続手続きを行う相続人の方がご利用いただけます。
店頭表示金利に上乗せ金利を適用し、
お預かりいたします。

中長期的な資産運用・資産形成や、万が一の備えに
業務の種類
個人向け国債

投資信託

（2021 年 7 月1日現在）

特徴・留意点
国が発行する個人のお客さまを対象とした安全性の高い債券です。
最低利率年0.05％が保証されており、年2回の利子が支払われます。

期間

申込単位

変動 10 年
固定 5 年
固定 3 年

1 万円

多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめ、専門の運用会社が株式や債券などに分散投資して運用する商品
です。
お客さま個々に株式や債券を購入するのと比べると、投資信託は、投資先を複数に分けることで、
リスクの軽
減を図れます。
また、
お客さまの資金運用ニーズに応えられるよう、複数の投資信託を取揃えています。
（注3）
定時定額買付サービス

お客さまが指定された普通預金口座から定期的に一定額を引落し、投資信託を購入
していきます。また、複数のファンドを購入することで、分散投資によるリスク軽減
が期待できます。月々5,000円以上1,000円単位でご購入いただけます。
（注3）

iDeCo
(個人型確定拠出年金)

公的年金を補うものとして、会社員や公務員、専業主婦などが任意で加入できる私的年金のひとつです。加入者自
らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
また、掛金、運用益、そして給付を受取る時には、税制上の優遇措置が講じられています。掛金額は月々5,000円以
上1,000円単位で加入者の被保険者種別等によって定められた限度額の範囲内でご指定いただけます。
（注3）

たんぽぽ認知症治療保険

器質性の認知症を保障する保険です。人生100年時代が身近に迫る中で、長生きするリスクに対してお手頃
な保険料で備えることができます。

遺言信託・遺産整理

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を行います。

（注3）市場価格の変動によっては、お預かりした払込金が元本割れすることもございます。

●お申込から換金まで

投信口座開設の
お申込
お取引いただくための
口座を開設します。

［口座開設に必要なもの］
● ご本人確認書類

（「個人番号カード」また
は「通知カードおよび運
転免許証等」）

● お取引いただく営業店で
開設されている
「ろうきん
総合口座（普通預金）」で
ご使用になっているご印鑑

ご購入

決算日

換金等

ご購入される投資信託の目論見書を
よくお読みになったうえでお申込いた
だき、
ご購入代金をお支払ください。

分配金がある場合、
分配金受取型の場合
はお客さまご指定の
「ろうきん 総 合 口 座
（普通預金）」でお受
取 いただきます。分
配金再投資型の場合
は、自動 的に再 投 資
されます。

換金をご希望いただく場
合は、各営業店およびイン
ターネットバンキング投資
信託にてお取扱いたしま
す。換金代金は、お客さま
ご指定の「ろうきん総合口
座（普通預金）」
でお受取い
ただきます。
（ 商品により、
換金代金のお受取日が異
なります）

基準価額や運用の状況は
どうやってわかるの？

お客さまがご購入された投資信託の
基準価額は日々変動します。
〈東海ろう
きん〉の窓口、
ホームページ、日本経済
新聞の紙面や投信会社のホームペー
ジ等でご確認いただけます。また運用
状況は、お客さまにお送りする
「運用報
告書」等でご確認いただけます。

※償還の場合も同様になります。
※換金には所定の日数が
かかります。
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