営業のご案内

ニーズに合わせた多彩な商品とサービス
預金業務

おんしんキャッシュカード
おんしんキャッシュカードは、おんしんの店舗や店外自動
コーナーはもちろん、全国の金融機関やコンビニエンススト
アに設置されたほとんどのATMでご利用いただけます。特
に、平日の日中に他の信用金庫でご利用いただく場合には
取扱手数料が無料になり大変お得です。また、デビットカード
としてもご利用いただけます。

大口定期預金
お預け入れ金額が1,000万円以上の定期預金です。

スーパー定期
「すえひろ定期」等、お得な金利の定期預金もご用意しております。

変動金利預金
半年毎に金利が変わる定期預金です。

定期積金
目標に向けて毎月一定の金額を積み立てていただくご預金
です。ボーナス併用型もご用意しております。

貸出金業務

一般貸出

事業者の方へ、運転資金、設備資金をご用立ていたします。
低金利の制度融資もご用意しております。

住宅ローン
住宅新築、建売・中古住宅購入や増改築資金が利用できる住
宅ローンのほか、
（独）
住宅金融支援機構との提携商品である
「フラット３５」
の商品もそろえております。

消費者ローン
フリーローンおんがえし、
カードローン、
カーライフプラン、
教育ローン等、ニーズに合わせてご利用いただけます。

為替業務

国内為替

全国の金融機関へのお振込みやご送金、
手形・小切手の取立て
を行っています。

外国為替

で皆さまを応援します。
「おんしんのホームページ」
「おんしんの通信簿」
「暮らしのあんしんコーナー」などのご案内
〜
「おんしんレポート
（ディスクロージャー誌）
」
と併せてご覧ください〜

■おんしんのホームページ

おんしんの情報や各種ローン、インターネットバンキングなどのサービスはもちろん、地域イベントなど生活に密着した情
報満載。ぜひおんしんホームページにアクセスしてください。

信金中央金庫を通じ、海外へのご送金や海外からの資金の
受取り、小切手等の取立てを行っています。

外貨両替
三井住友銀行を通じ、外貨や旅行小切手の宅配や買取りを
行っています。

携帯からは http://www.onshin.com/new/mobile/

■おんしんの通信簿

「おんしんの通信簿」
は、わかりやすい表現とデザインで、年4回のほか号外も発信しておんしんの業績や情報をタイムリーにお伝えします。

その他の業務

国

債

人気の個人向け国債の窓口販売を行っています。

投資信託
豊富なラインナップをご用意しております。

保険商品
個人年金保険や一時払終身保険に加え、医療・がん保険も
取扱っています。

● 暮らしのあんしんコーナー

貸 金 庫
大切な資産をお守りするため、
お顔により本人を確認し全自
動で休日もご利用いただける新しいタイプの貸金庫をご用意

■黒ネコ
「メチャ」
について

しております。

皆さまの生活に関するあらゆるご相談にお応
えするのが、
「 暮らしのあんしんコーナー」
です。各
店の窓口のほか専用フリーダイヤル(※)によるご
用命もお待ちしています。
※０１２０−８１８１−０４
（はいはいおんしん）

全国信用金庫協会から「暮らしの
あんしんコーナー」の活動につい
て、第14回信用金庫社会貢献賞を
いただきました。

テレホンバンキング
フリーダイヤルにより、残高照会・入出金明細照会やお振込
み等を承ります。

インターネットバンキング

ステッカー

インターネットを利用し、残高照会やお振込み、定期預金作
成等を承ります。

●おんしんビジネスクラブ

モバイルバンキング
携帯電話による残高照会やお振込みを承ります。

クレジットカード
VISAカード、JCBカードの会員や加盟店の受付けを行って
います。

遠賀町在住の絵本作家
さか い みる氏 が 描く黒 ネ
コの「メチャ」は、遠賀信用
金 庫（ お んしん ）のイメー
ジキャラクターです。

地元企業の皆さまへ経営情報などをご提供す
るほか、講 演 会や経 営セミナーも開 催 いたしま
す。昨年１１月の「おんしん講演会」
には、響ホール
室内合奏団、三遊亭歌之介師匠をお招きいたしま
した。
● 各種相談業務

弁護士や税理士、社会保険労務士との提携によ
る職員向け相談窓口
「クイックレスポンス」
を利用
して、年金や相続・贈与、法人税、企業の後継者問
題などのご相談・法律に関するご相談に対し、迅
速に情報を提供いたします。
●お祭りグッズの無料貸出し

皆さまにご利用いただける本格的漆塗りおみ
こしを本部に常設しています。かき氷機、ポップコ
ーン機、わた菓子機もご用意しております。お気
軽にお申し付けください。
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