
種　類 内容・お使いみち ご融資限度額 ご融資期間 担保・保証人

ながしん住宅ローン
(変動金利型、
10年固定金利型)

①
住宅の新築､増改築・修繕､住宅･マンション購入（中古物件を含
みます）、住宅用土地購入および住宅ローン借換え資金などに
ご利用ください。

8,000万円
35年以内

担　保／融資対象の不動産
保証人／しんきん保証基金

10,000万円 担　保／融資対象の不動産
保証人／全国保証

長期固定金利型住宅ローン・
フラット３５

住宅の新築､住宅･マンション購入（中古物件を含みます）資金
にご利用ください。また、住宅金融支援機構の証券化支援事業
を活用するため長期固定金利でのお借入れが可能となります。

8,000万円 15年以上
35年以内 担　保／融資対象の不動産

無担保住宅ローン ②
住宅の新築､増改築・修繕､住宅･マンション購入（中古物件を含
みます）、住宅用土地購入および住宅ローン借換え資金などに
ご利用ください。 

1,500万円 20年以内
担　保／無担保
保証人／しんきん保証基金

ニューリフォームプラン ③ 住宅の増改築・修繕、門･塀・造園工事などの住宅関連資金にご
利用ください。

1,000万円

15年以内

ニューカーライフプラン ④ 自家用車の購入、オプション費用、免許取得費用、車検、修理、
車庫設置費用などの自動車関連資金にご利用ください。 10年以内

保証人／しんきん保証基金

ニュー教育プラン ⑤ 就学に伴う入学金、授業料、教材費、下宿費用などの教育関連資
金にご利用ください。 16年以内

福祉プラン 介護機器の購入・設置費用や老人ホーム入居一時金などの介護
関連資金にご利用ください。 500万円

10年以内

職域サポートローン ⑥
当金庫の職域サポート制度をご利用いただく事業所にお勤め
の方限定のローンです。自動車や教育、住宅・リフォーム関連資
金にご利用いただけます。 500万円

ニュー個人プラン ⑦

自動車や電化製品の購入、旅行、結婚、自宅の増改築・修繕、医
療、借換えなど、お使いみちは自由にご利用いただけます。

シニアライフローン ⑧ 100万円

フリーローン ⑨
500万円

フリーローン モア・プラス 保証人／
オリエントコーポレーション 

リピートプラン
しんきん保証基金保証付住宅ローン（上記①）や②～⑨の各プラ
ン、このリピートプランなどを6ヵ月以上ご返済中、またはご返済
終了後3年以内の方などにご利用いただけるプランです。通常よ
り低い保証料率にて②～⑤の各プランがご利用いただけます。

500万円～
1,500万円

10年～
20年以内 保証人／しんきん保証基金

滋賀県医師協同組合員向け融資
「ドクタープラチナム　フリー」

お使いみちは自由にご利用いただけます。
（ただし投機性資金を除く） 1,500万円 7年以内

保証人／法人：代表者1名
個人：配偶者またはそれに
代わる法定相続人1名

教育カードローン お使いみちを教育関連資金に限定したカードローンです。 500万円 就学期間により
異なります。 保証人／しんきん保証基金

カードローン カードにより貸越極度内で反復継続してご利用いただけます。
自動車や電化製品の購入、旅行、結婚、自宅の増改築・修繕、医
療などお使いみちは自由にご利用いただけます。

100万円 ― 保証人／しんきん保証基金

職域サポートカードローン

長浜町家応援ローン 「認定町家」の購入資金またはリフォーム資金にご利用ください。 3,000万円 35年以内
担　保／無担保または融資対象

の不動産
保証人／しんきん保証基金また

は全国保証

リバースモーゲージローン
「おうみのくらし」

多様化する老後資金のニーズや空き家対策にご利用いただけ
ます。（ただし投機性資金を除く）

200万円～
5,000万円 終身

担　保／申込人および物上保証
　　　　人が所有する不動産
保証人／フィナンシャルドゥ

預 金 商 品

〈ながしん〉で公的年金をお受け取りいただいている方、および
新たに公的年金のお受け取りをご指定いただける方は、おトク
な定期預金にお預け入れいただけます。

※上記商品のご利用条件等、詳細につきましては当金庫の窓口へお問い合わせください。

※現在、新規のお取り扱いはしておりません。

■ 「〈ながしん〉年金定期」
お子さまの将来のための資金積立にピッタリな定期積金です。
18歳以下のお子さまの人数に応じてプレミアム利率でサポート
させていただきます。

■ 〈ながしん〉子育て応援定期積金「わくわく」

個人向けローン商品

住宅ローンをお申し込みの際、お取引内容等に応じて、店頭表
示金利より金利を引下げいたします。

※上記商品のご利用条件等、詳細につきましては当金庫の窓口へお問い合わせください。

■ 〈ながしん〉住宅ローン
　  （保証会社：しんきん保証基金、全国保証） 当金庫と職域サポート契約を締結した事業所の従業員の方を対

象にお取引内容に応じて、店頭表示金利より金利を優遇いたし
ます。自動車や教育、住宅・リフォーム関連資金にご利用いただ
けます。

■〈ながしん〉職域サポートローン

お客さまの豊かな人生設計をお手伝いしてい
ます。

商品・サービスのご案内 

お客さまの声をお聞かせください。
　〈ながしん〉では、会員の皆さまに限らず、広くお客さまの声をお聞かせいただきたく、各店舗のロビーに「専用用紙」を備え置くとともに、ホームページ
上にも専用フォーム「お客さまの声をお聞かせください」を設けております。
　皆さまからお寄せいただいた「声」をもとに、地域に根ざした〈ながしん〉として、より一層の利便性･サービス向上に努めてまいります。

種　類 内　容 期　間 お預け入れ額

総合口座 「貯める」「支払う」「受け取る」「借りる」の４つのサービスとキャッシュカードの便利な
機能で、財産管理と家計簿がわりにご利用ください。

出し入れ
自由

1円以上

普通預金 いつでも出し入れ自由の預金です。給与、年金、配当金などの自動受取や各種公共料金
の自動支払など、おサイフがわりにお気軽にご利用ください。

子育て応援普通預金口座
「のびのびフォト通帳」

お子さまやご家族の写真など、お好きな写真を通帳にプリントすることで、オリジナル
通帳をお作りいたします。また、1年ものスーパー定期預金（300万円未満）の金利を
適用いたします。（残高101万円未満）※満15歳未満のお客さまのみのお取扱いとな
ります。また、残高が101万円以上の場合は、普通預金の金利を適用いたします。

決済用普通預金 普通預金と同様の機能を持ちます。
預金利息は無利息ですが預金保険制度により全額保護されます。

貯蓄預金※ 必要なときにいつでも引き出せる貯蓄型の預金です。
残高に応じた金額階層別金利（基準残高は20万円）が適用されます。

当座預金 会社や商店などのお取引に、安全で機能的な小切手や手形をご利用いただく預金です｡
決済用普通預金と同様､預金利息は無利息ですが預金保険制度により全額保護されます。

納税準備預金※ 納税に備えてあらかじめご準備いただく預金で､税金もかかりません。
（納税目的以外の払戻しには預金利子税がかかります。）

お引出は
納税時

通知預金 7日以上であれば預入期間に定めはありません。
お引出しの2日前にご通知をいただきます。 7日以上 5,000円以上

後見支援預金 後見制度による支援を受ける方（ご本人）の財産のうち、日常的な支払をするのに
必要十分な金銭とは別に、通常使用しない金銭を別管理できる預金です。

家庭裁判所の
「指示書」に基づく
取扱いとなります。

1円以上
（振込による預入の場合は、
0円で口座開設できます。）

定

期

預

金

期日指定定期預金※ お利息は1年複利で､お預入れから1年経過後、１か月前にご連絡いただき満期日を指定
することで、お引出しいただけます。また、一部をお引出しいただくこともできます。

3年以内
(但し、据置1年)

500円以上
300万円未満

積立定期預金 毎月コツコツと､ボーナス月はガッチリと。
すべてのお預入れを期日指定定期預金として積み立てていただけます。 ― 500円以上

大口定期預金
余裕資金などのまとまったお金の運用にご利用ください。 1か月以上

5年以内

1,000万円以上

スーパー定期預金
1円以上

変動金利定期預金※ 6か月ごとに金利が見直され､この時点で利息を受け取る単利型と元金に組み入れ
運用する複利型（個人）があります。

1年以上
3年以内

退職金特別定期預金「輝」 大切な退職金をスペシャルな金利でお預かりします。 3か月 100万円以上
3,000万円以内

相続定期預金 相続により受け継がれた資産を大切にお預かりします。 1年または3年 1円以上

年金定期 〈ながしん〉で公的年金をお受け取りいただいているお客さま、および新たに公的年金のお受け
取りをご指定いただけるお客さまは、上乗せした金利で定期預金をお預け入れいただけます。 1年 1万円以上

500万円以内

定期積金 貯める目標額を決めて､毎月一定額を積み立てていただく預金です。 6か月以上5年以内
（個人は1年以上） 1,000円以上

子育て応援定期積金
「わくわく」

お子さまの将来のための資金積立にピッタリな定期積金です。18歳以下の
お子さまの人数に応じてプレミアム利率でサポートさせていただきます。

3年以上
5年以内

1万円以上600万円
以内（1世帯あたり）

財
務
預
金

一般財形預金 お使いみちが自由な､給与天引き預金です。
１年複利の期日指定定期預金で運用します。 3年以上

1,000円以上財形年金預金 豊かな老後を送るための資金を計画的に貯蓄する目的の給与天引き預金です｡
財形住宅預金と合計して1人550万円まで非課税扱いとなります。

5年以上

財形住宅預金 マイホームの資金づくりのための､給与天引き預金です。
財形年金預金と合計して1人550万円まで非課税扱いとなります。
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