
事業者向けローン商品

このほかにも、手形割引、手形貸付、証書貸付、でんさ
い割引などの一般事業資金融資、地方公共団体融資、
代理貸付業務（株式会社日本政策金融公庫、信金中央
金庫、独立行政法人福祉医療機構など）をお取扱いし
ております。

●商品ご利用に当たっての留意事項
当金庫では、お客さまの多様なニーズにあった各種ローンを取り揃えておりますが、商品に
は市場金利の情勢によって契約時の金利が上下する変動金利型商品や、保証会社の保証付
融資で利息のほかに保証料が必要となるものなどがございます。ローンお申込みの際には、
サービスの内容をご確認いただき、お客さまの目的にあった商品をお選びください。

湖国近江から未来へ翔ける創業をサポートします。
また、平成29年7月より「ながしん創業助成金制度」
を創設しております。

※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〉創業支援サポートローン「近江翔人」

事業資金（借換えや農業に関する資金も可）にご利用いただけます。必要書類
は運転免許証等本人確認資料。迅速なご融資が可能です（ただし、ご融資金額
300万円超の場合は、所得証明書類が必要となります）。

■〈ながしん〉個人事業主・法人役員向けフリーローン
　「ビジネス・プラス」

 サービス

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

事業者カードローン
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。
事業資金（運転・設備）にご利用ください。

2,000万円 ―
保証人／滋賀県信用保証協会

小規模事業者事業者
カードローン「カードSmile」 500万円 ―

創業支援サポートローン
「近江翔人（おうみしょうにん）」 独立開業される方や、新規事業を展開される方、もしくは創業後

5年以内の法人・個人事業主の方にご利用いただける事業資金
です。

1,000万円
運転資金　7年以内
設備資金 10年以内

保証人／
法人：代表者1名
個人事業主：原則として1名日本政策金融公庫とのパッケージ商品

「近江翔人・Ｗ（おうみしょうにん・ダブル）」

合計3,000万円
（当金庫）1,000万円
（日本政策金融公庫）

2,000万円

個人事業主・法人役員向け
フリーローン「ビジネス・プラス」 事業資金にご利用ください。 500万円 10年以内 保証人／クレディセゾン

滋賀県医師協同組合員向け融資
「ドクタープラチナム」 事業資金（開業・運転・設備）にご利用ください。

1億2,000万円
（開業後1年未満の
場合は8,000万円）

20年以内
保証人／
法人：代表者1名
個人事業主：配偶者または
それに代わる法定相続人1名

長浜まちなか応援ローン
現在所有されている「町家」を賃貸するための改修資金等や「ま
ちなか」において、景観に配慮した共同住宅等の新築・改修資金
等にご利用ください。

3,000万円 25年以内 保証人／法定相続人

資産活用応援ローン
アパート・マンション・貸ビル・貸店舗等の改修資金、駐車場設営
資金、空き家解体資金、その他所有不動産の有効活用に関する
資金、付帯費用にご利用ください。

2,000万円 15年以内
保証人／法定相続人
※ご融資金額が1,000万円以内の場合は、
無担保での取扱いが可能です。

農業応援ローン 日本政策金融公庫と連携して、農業に従事される皆さまをサ
ポートいたします。 500万円 運転資金　5年以内

設備資金 10年以内

担　保／無担保
保証人／法人：代表者1名
　　　　個人：原則として1名

小規模事業者カードローン
「カードSmile」

種　類 内　容

キャッシュサービス

〈ながしん〉のキャッシュカードは、〈ながしん〉の本支店はもとより全国の信用金庫のほか、都市銀行・地方銀行などのＭＩＣＳ（全国
キャッシュサービス）提携金融機関、ゆうちょ銀行、ローソン銀行、セブン銀行、イオン銀行、ビューアルッテ（JR東日本の駅のATM)の
キャッシュコーナーでお引出しいただけます。また、全国の信用金庫、ゆうちょ銀行、ローソン銀行、セブン銀行、「入金ネット」参加金融
機関のキャッシュコーナーではお預入れも可能です（個人・個人事業主のお客さまの場合）。なお、法人のお客さまがご利用されるオ
フィスキャッシュカードでは、全国の信用金庫、ゆうちょ銀行、ローソン銀行のキャッシュコーナーでお引出し、お預入れが可能です。

生体認証ＩＣカード
（キャッシュカード、オフィスキャッシュ
カード、ローンカード等）

「指静脈認証」をＩＣチップ内に暗号化して記録。従来の磁気ストライプによるお取引に比べ、安全性が高く、安心してご
利用いただけます。

しんきんＡＴＭゼロネットサービス
しんきんのキャッシュカードなら、全国のしんきんＡＴＭで入出金手数料が無料です。
〈ゼロネットサービスタイム〉 平日 8:45～18:00の入出金、土曜 9:00～14:00の出金
※上記以外の時間帯および日曜・祝休日のＡＴＭ利用には所定の手数料が必要です。
※本サービスをご利用いただけないしんきんＡＴＭが一部ございます。

デビットカードサービス 〈ながしん〉のキャッシュカードで、コンビニエンスストア「ローソン」やJ -Debit（ジェイデビット）マークのある全国の加
盟店でのお買い物やご飲食代金のお支払いができます。

自動支払（自動引落） 電気・電話・ガス・水道・NHK受信料などの公共料金をはじめ、保険料、新聞代、国税、地方税、授業料、クレジットカード利用
代金などをご指定の預金口座から自動的にお支払いいただけます。

ネット口座振替受付サービス キャッシュカード発行口座であれば、パソコンや携帯電話から取扱収納企業のwebサイトでサービスや契約を申し込ま
れた際に、書類や印鑑なしで口座振替の手続きを行っていただけます。

Pay-easy（ペイジー）収納サービス 官庁や企業などの税金･各種料金をインターネットバンキングを利用してお支払いいただけます。
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種　類 内　容
Pay-easy（ペイジー）
口座振替受付サービス 

取扱収納企業の窓口などで〈ながしん〉のキャッシュカードを提示し、暗証番号を入力するだけで、口座振替の手続きが
印鑑なしで行っていただけます。

自動振込 ご指定の日にご指定の金額を預金口座から引き落し、あらかじめご指定いただいた口座に自動的にお振込みいたしま
す。

自動受取 給料・ボーナス、配当金、保険金、各種年金などを、ご指定の預金口座で自動的にお受取りいただけます。

振込・取立 しんきんの全国ネットで、どこでも安全･確実にお振込みいたします。また支払場所が全国どこでも、お客さまに代わって
小切手、手形のお取立てをいたします。

クレジットカード 近畿しんきんカード（VISA･JCB）をはじめ、クレディセゾン（AMEX)など、各種クレジットカードの入会をお申込みいた
だけます。

インターネット&モバイルバンキング
(個人のお客さま)

ご家庭などでインターネットに接続できるパソコンやスマートフォン・携帯電話で、残高照会・入出金明細照会・振込・振
替などがご利用いただけます。

テレホンバンキング(個人のお客さま) キャッシュカード発行口座であれば、電話で残高照会、入出金明細照会がご利用いただけます。また、事前にお申込みい
ただくと、振込・振替などがご利用いただけます。

インターネットでローン仮審査お申込み
(個人のお客さま)

ご家庭などでインターネットに接続できるパソコンやスマートフォンで、住宅ローンや目的別ローン等の仮申込みがで
きます。

しんきん電子マネーチャージサービス お客さまの預金口座から携帯電話やスマートフォンの「おサイフケータイ」にEdyチャージ（入金）ができます。

電子債権記録サービス
(法人･個人事業主のお客さま)

事務所などでインターネットに接続できるパソコンで「株式会社全銀電子債権ネットワーク（通称：でんさいネット）」が取
扱う電子記録債権の発生記録請求・譲渡記録請求・照会などがご利用いただけます。

法人インターネットバンキング
(法人･個人事業主のお客さま)

事務所などでインターネットに接続できるパソコンで残高照会・入出金明細照会・振込・振替・総合振込・給与振込・口座
振替などがご利用いただけます。

ファームバンキング（FB）サービス
(法人･個人事業主のお客さま)

専用ソフトを使ったパソコンやお手持ちのFB専用端末機の操作により、残高照会・入出金明細照会・振込・振替・総合振込・
給与振込・口座振替などがご利用いただけます。　※現在、専用ソフトおよび端末の斡旋はいたしておりません。

ANSERサービス 電話やFAXで、振込・取立・自動引落や入出金の通知を受けたり残高照会などがご利用いただけます。

しんきん自動集金サービス
（Eメール方式）

インターネットに接続できるパソコンで請求データを作成しＥメール感覚で送信することにより、お取引先指定の口座
（全国の信用金庫、銀行等の指定が可能）から会費や家賃などの代金を自動引落し、お客さまの当金庫取引口座にご入
金いただけます。

国債の窓口販売 新型窓口販売方式国債や個人向け国債のお取扱いをしております。

投資信託の窓口販売 投資信託のお取扱いをしております。

生命保険の窓口販売 個人年金保険、終身保険、医療保険、がん保険、介護保険のお取扱いをしております。

損害保険の窓口販売 住宅長期火災保険「しんきんグッドすまいる」、債務返済支援保険「しんきんグッドサポート」、団体傷害保険制度（標準傷
害保険）「シニアサポーター」、業務災害補償保険「ビジネスプラン」のお取扱いをしております。

信託契約代理業務 信金中央金庫の信託契約代理店として、しんきん相続信託「こころのバトン」としんきん暦年信託「こころのリボン」の取
扱いを行っております。（本部　営業統括部が窓口となります）

個人型確定拠出年金
（iDeCo）

確定拠出年金とは、国や企業が将来の年金額を保障する従来の年金制度とは異なり、加入者ご自身が運用商品を選択
し、その運用成果により給付額が変わる年金制度です。当金庫は運営管理機関である東京海上日動火災保険株式会社
の個人型確定拠出年金の受付業務を受託しております。

貸金庫 預金証書、有価証券、貴金属など大切な財産を安全･確実にお守りいたします。
（本店、木之本支店、やわた中山支店、浅井支店、近江支店の各店舗にございます。）

夜間金庫 売上代金などを営業時間後でも安全にお預かりし、翌営業日にはご指定の預金口座に入金いたします。
（本店、木之本支店、宮司支店、びわ支店、やわた中山支店、近江支店の各店舗にございます。）

年金相談会 当金庫の店舗において社会保険労務士による年金相談会を毎月開催しています。

休日ローン相談会 当金庫の店舗において休日の年金相談会の開催日に併せて休日ローン相談会を開催しています。

無料法律相談会 当金庫の店舗において弁護士による無料法律相談会を開催しています。

無料税務相談会 当金庫の店舗において税理士による無料税務相談会を開催しています。

滋賀県よろず支援拠点
定例出張相談会 当金庫の本店において専門コーディネーターによるよろず相談会を開催しています。

公金収納 国税、地方税、国民年金保険料など公金の納付ができます。

外国為替 海外への送金、取立などのお取次ぎをいたします。(※お取次の対象は、従来より当金庫にて、定期的に海外への送金を
利用されているお客さまなどとさせていただきます）

株式・出資金の払込み 会社の設立、増資の場合の株式･出資払込金のお取扱いをいたします。

点字印字サービス 目の不自由なお客さま向けに、普通預金の取引内容を点字で印字するサービスのお取扱いをいたします。



事業者向けローン商品

このほかにも、手形割引、手形貸付、証書貸付、でんさ
い割引などの一般事業資金融資、地方公共団体融資、
代理貸付業務（株式会社日本政策金融公庫、信金中央
金庫、独立行政法人福祉医療機構など）をお取扱いし
ております。

●商品ご利用に当たっての留意事項
当金庫では、お客さまの多様なニーズにあった各種ローンを取り揃えておりますが、商品に
は市場金利の情勢によって契約時の金利が上下する変動金利型商品や、保証会社の保証付
融資で利息のほかに保証料が必要となるものなどがございます。ローンお申込みの際には、
サービスの内容をご確認いただき、お客さまの目的にあった商品をお選びください。

湖国近江から未来へ翔ける創業をサポートします。
また、平成29年7月より「ながしん創業助成金制度」
を創設しております。

※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〉創業支援サポートローン「近江翔人」

事業資金（借換えや農業に関する資金も可）にご利用いただけます。必要書類
は運転免許証等本人確認資料。迅速なご融資が可能です（ただし、ご融資金額
300万円超の場合は、所得証明書類が必要となります）。

■〈ながしん〉個人事業主・法人役員向けフリーローン
　「ビジネス・プラス」

 サービス

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

事業者カードローン
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。
事業資金（運転・設備）にご利用ください。

2,000万円 ―
保証人／滋賀県信用保証協会

小規模事業者事業者
カードローン「カードSmile」 500万円 ―

創業支援サポートローン
「近江翔人（おうみしょうにん）」 独立開業される方や、新規事業を展開される方、もしくは創業後

5年以内の法人・個人事業主の方にご利用いただける事業資金
です。

1,000万円
運転資金　7年以内
設備資金 10年以内

保証人／
法人：代表者1名
個人事業主：原則として1名日本政策金融公庫とのパッケージ商品

「近江翔人・Ｗ（おうみしょうにん・ダブル）」

合計3,000万円
（当金庫）1,000万円
（日本政策金融公庫）

2,000万円

個人事業主・法人役員向け
フリーローン「ビジネス・プラス」 事業資金にご利用ください。 500万円 10年以内 保証人／クレディセゾン

滋賀県医師協同組合員向け融資
「ドクタープラチナム」 事業資金（開業・運転・設備）にご利用ください。

1億2,000万円
（開業後1年未満の
場合は8,000万円）

20年以内
保証人／
法人：代表者1名
個人事業主：配偶者または
それに代わる法定相続人1名

長浜まちなか応援ローン
現在所有されている「町家」を賃貸するための改修資金等や「ま
ちなか」において、景観に配慮した共同住宅等の新築・改修資金
等にご利用ください。

3,000万円 25年以内 保証人／法定相続人

資産活用応援ローン
アパート・マンション・貸ビル・貸店舗等の改修資金、駐車場設営
資金、空き家解体資金、その他所有不動産の有効活用に関する
資金、付帯費用にご利用ください。

2,000万円 15年以内
保証人／法定相続人
※ご融資金額が1,000万円以内の場合は、
無担保での取扱いが可能です。

農業応援ローン 日本政策金融公庫と連携して、農業に従事される皆さまをサ
ポートいたします。 500万円 運転資金　5年以内

設備資金 10年以内

担　保／無担保
保証人／法人：代表者1名
　　　　個人：原則として1名

小規模事業者カードローン
「カードSmile」

種　類 内　容

キャッシュサービス

〈ながしん〉のキャッシュカードは、〈ながしん〉の本支店はもとより全国の信用金庫のほか、都市銀行・地方銀行などのＭＩＣＳ（全国
キャッシュサービス）提携金融機関、ゆうちょ銀行、ローソン銀行、セブン銀行、イオン銀行、ビューアルッテ（JR東日本の駅のATM)の
キャッシュコーナーでお引出しいただけます。また、全国の信用金庫、ゆうちょ銀行、ローソン銀行、セブン銀行、「入金ネット」参加金融
機関のキャッシュコーナーではお預入れも可能です（個人・個人事業主のお客さまの場合）。なお、法人のお客さまがご利用されるオ
フィスキャッシュカードでは、全国の信用金庫、ゆうちょ銀行、ローソン銀行のキャッシュコーナーでお引出し、お預入れが可能です。

生体認証ＩＣカード
（キャッシュカード、オフィスキャッシュ
カード、ローンカード等）

「指静脈認証」をＩＣチップ内に暗号化して記録。従来の磁気ストライプによるお取引に比べ、安全性が高く、安心してご
利用いただけます。

しんきんＡＴＭゼロネットサービス
しんきんのキャッシュカードなら、全国のしんきんＡＴＭで入出金手数料が無料です。
〈ゼロネットサービスタイム〉 平日 8:45～18:00の入出金、土曜 9:00～14:00の出金
※上記以外の時間帯および日曜・祝休日のＡＴＭ利用には所定の手数料が必要です。
※本サービスをご利用いただけないしんきんＡＴＭが一部ございます。

デビットカードサービス 〈ながしん〉のキャッシュカードで、コンビニエンスストア「ローソン」やJ -Debit（ジェイデビット）マークのある全国の加
盟店でのお買い物やご飲食代金のお支払いができます。

自動支払（自動引落） 電気・電話・ガス・水道・NHK受信料などの公共料金をはじめ、保険料、新聞代、国税、地方税、授業料、クレジットカード利用
代金などをご指定の預金口座から自動的にお支払いいただけます。

ネット口座振替受付サービス キャッシュカード発行口座であれば、パソコンや携帯電話から取扱収納企業のwebサイトでサービスや契約を申し込ま
れた際に、書類や印鑑なしで口座振替の手続きを行っていただけます。

Pay-easy（ペイジー）収納サービス 官庁や企業などの税金･各種料金をインターネットバンキングを利用してお支払いいただけます。
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種　類 内　容
Pay-easy（ペイジー）
口座振替受付サービス 

取扱収納企業の窓口などで〈ながしん〉のキャッシュカードを提示し、暗証番号を入力するだけで、口座振替の手続きが
印鑑なしで行っていただけます。

自動振込 ご指定の日にご指定の金額を預金口座から引き落し、あらかじめご指定いただいた口座に自動的にお振込みいたしま
す。

自動受取 給料・ボーナス、配当金、保険金、各種年金などを、ご指定の預金口座で自動的にお受取りいただけます。

振込・取立 しんきんの全国ネットで、どこでも安全･確実にお振込みいたします。また支払場所が全国どこでも、お客さまに代わって
小切手、手形のお取立てをいたします。

クレジットカード 近畿しんきんカード（VISA･JCB）をはじめ、クレディセゾン（AMEX)など、各種クレジットカードの入会をお申込みいた
だけます。

インターネット&モバイルバンキング
(個人のお客さま)

ご家庭などでインターネットに接続できるパソコンやスマートフォン・携帯電話で、残高照会・入出金明細照会・振込・振
替などがご利用いただけます。

テレホンバンキング(個人のお客さま) キャッシュカード発行口座であれば、電話で残高照会、入出金明細照会がご利用いただけます。また、事前にお申込みい
ただくと、振込・振替などがご利用いただけます。

インターネットでローン仮審査お申込み
(個人のお客さま)

ご家庭などでインターネットに接続できるパソコンやスマートフォンで、住宅ローンや目的別ローン等の仮申込みがで
きます。

しんきん電子マネーチャージサービス お客さまの預金口座から携帯電話やスマートフォンの「おサイフケータイ」にEdyチャージ（入金）ができます。

電子債権記録サービス
(法人･個人事業主のお客さま)

事務所などでインターネットに接続できるパソコンで「株式会社全銀電子債権ネットワーク（通称：でんさいネット）」が取
扱う電子記録債権の発生記録請求・譲渡記録請求・照会などがご利用いただけます。

法人インターネットバンキング
(法人･個人事業主のお客さま)

事務所などでインターネットに接続できるパソコンで残高照会・入出金明細照会・振込・振替・総合振込・給与振込・口座
振替などがご利用いただけます。

ファームバンキング（FB）サービス
(法人･個人事業主のお客さま)

専用ソフトを使ったパソコンやお手持ちのFB専用端末機の操作により、残高照会・入出金明細照会・振込・振替・総合振込・
給与振込・口座振替などがご利用いただけます。　※現在、専用ソフトおよび端末の斡旋はいたしておりません。

ANSERサービス 電話やFAXで、振込・取立・自動引落や入出金の通知を受けたり残高照会などがご利用いただけます。

しんきん自動集金サービス
（Eメール方式）

インターネットに接続できるパソコンで請求データを作成しＥメール感覚で送信することにより、お取引先指定の口座
（全国の信用金庫、銀行等の指定が可能）から会費や家賃などの代金を自動引落し、お客さまの当金庫取引口座にご入
金いただけます。

国債の窓口販売 新型窓口販売方式国債や個人向け国債のお取扱いをしております。

投資信託の窓口販売 投資信託のお取扱いをしております。

生命保険の窓口販売 個人年金保険、終身保険、医療保険、がん保険、介護保険のお取扱いをしております。

損害保険の窓口販売 住宅長期火災保険「しんきんグッドすまいる」、債務返済支援保険「しんきんグッドサポート」、団体傷害保険制度（標準傷
害保険）「シニアサポーター」、業務災害補償保険「ビジネスプラン」のお取扱いをしております。

信託契約代理業務 信金中央金庫の信託契約代理店として、しんきん相続信託「こころのバトン」としんきん暦年信託「こころのリボン」の取
扱いを行っております。（本部　営業統括部が窓口となります）

個人型確定拠出年金
（iDeCo）

確定拠出年金とは、国や企業が将来の年金額を保障する従来の年金制度とは異なり、加入者ご自身が運用商品を選択
し、その運用成果により給付額が変わる年金制度です。当金庫は運営管理機関である東京海上日動火災保険株式会社
の個人型確定拠出年金の受付業務を受託しております。

貸金庫 預金証書、有価証券、貴金属など大切な財産を安全･確実にお守りいたします。
（本店、木之本支店、やわた中山支店、浅井支店、近江支店の各店舗にございます。）

夜間金庫 売上代金などを営業時間後でも安全にお預かりし、翌営業日にはご指定の預金口座に入金いたします。
（本店、木之本支店、宮司支店、びわ支店、やわた中山支店、近江支店の各店舗にございます。）

年金相談会 当金庫の店舗において社会保険労務士による年金相談会を毎月開催しています。

休日ローン相談会 当金庫の店舗において休日の年金相談会の開催日に併せて休日ローン相談会を開催しています。

無料法律相談会 当金庫の店舗において弁護士による無料法律相談会を開催しています。

無料税務相談会 当金庫の店舗において税理士による無料税務相談会を開催しています。

滋賀県よろず支援拠点
定例出張相談会 当金庫の本店において専門コーディネーターによるよろず相談会を開催しています。

公金収納 国税、地方税、国民年金保険料など公金の納付ができます。

外国為替 海外への送金、取立などのお取次ぎをいたします。(※お取次の対象は、従来より当金庫にて、定期的に海外への送金を
利用されているお客さまなどとさせていただきます）

株式・出資金の払込み 会社の設立、増資の場合の株式･出資払込金のお取扱いをいたします。

点字印字サービス 目の不自由なお客さま向けに、普通預金の取引内容を点字で印字するサービスのお取扱いをいたします。




