
オンライン相談ツール

記載内容は、2023年4月1日現在



01 エース預金
02 財形貯蓄
03 IB限定上乗せ金利つき定期預金
04 投資信託金利上乗せ定期預金
05 社会貢献預金（笑顔プラス）
06 ゆうゆう定期
07 退職金定期預金「フェニックス」

◆ 住宅ローン
13 住宅ローン
14 住宅プラス500

◆ 無担保ローン
15 無担保住宅ローン
16 ライフエール（全般）
17 ライフエール（自動車）
18 ライフエール（教育）

◆ カードローン
19 スマートチョイス
20 Web完結型マイプラン
21 教育ローン（カード型）

08 投資信託
09 iDeCo（個人型確定拠出年金）

10 ろうきんダイレクト
11 ろうきんアプリ
12 ATM手数料実質無料

預金

預かり
資産

サービス

融資

00 商品ラインアップ



ろうきんダイレクトで
24時間お取引ＯＫ

積立しながら
払戻し可能

コツコツ積み立てる

01 エース預金
今から備える、あなたのライフプランに合わせた積立！

まとまった資金を上手に貯めるには「ろうきん」のエース預金がおすすめ‼

おすすめ１ おすすめ３おすすめ２

※エンドレス型が対象

エンドレス型解約せずに
払戻し可能！

満期日を決めないエンドレスの積立預金。
必要なときには、積立を継続しながら払戻し
(一部または全額)できます。

ゆうゆう年金50上乗せ金利つき
でおトクに運用！

エース預金の店頭表示金利に上乗せ金利がついて有
利に運用できる預金商品です。セカンドライフに備え
て個人年金資金として在職時から積立できます。

＋年0.10％

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_ace.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_ace.pdf


02 財形貯蓄
手間なく、無理なくコツコツ貯められる、ライフプランに合わせた３種類の貯蓄方法！

財形貯蓄のメリットとは？

自動車購入、旅行、結婚など、
ライフプランに応じて無理なく積
立。積立中にお金が必要になった
時でも、いつでもお引出し可能。

マイホームの新築・購入（中古含む）
や、増改築・リフォームなど、住ま
いの資金づくりに最適。

ゆとりのあるセカンドライフに
備える資金づくりに最適。

財形住宅と財形年金を合わせた元利合計が550万円に達するまで、利息が非課税

ライフプランに合わせた３種類の貯蓄方法！

財形住宅 財形年金一般財形

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_zaikei.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_zaikei.pdf


03 IB限定上乗せ金利つき定期預金
インターネット限定で、定期預金がおトクに！

店頭表示金利に 年0.10%
定期預金1年もの

※上乗せ金利は初回預入時のみです。 ※上乗せ金利は毎年4月1日に見直します。

インターネットバンキングのご利用には「ろうきんダイレクト」のお申込みが必要です。
※キャッシュカードが発行されている近畿ろうきんの普通預金口座（総合口座を含む）をお持ちのお客さまは、

ホームページから簡単に「ろうきんダイレクト」のお申込みが可能です。

プラス

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_rokin_direct_ib_tb.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_rokin_direct_ib_tb.pdf


04 投資信託金利上乗せ定期預金
「定期預金」と「投資信託」セットでかしこく資産づくり！

投資信託

定期預金

投資信託購入金額の範囲内

お預入期間 3ヵ月

対象預金の店頭表示金利より
さらに

年4.0％
投資信託を50万円以上
（ご購入時の手数料を含みます）

ご購入いただき、窓口にて同
日にお申込みいただいた
方にお預入れいただけます。

同日申込限定

金利上乗せ
金利上乗せのための条件

商品チラシ・
ページはこちら

投資信託は金融商品であり、預金ではありません。

投資信託に関するご注意事項は、近畿ろうきんホームページにてご確認ください。
記載内容は、2023年4月1日現在

※上乗せ金利はお預入れ当初の3ヵ月のみ適用。
※満期経過後は店頭表示金利が適用されます。

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_save_tousin.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_save_tousin.pdf
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/


05 社会貢献預金（笑顔プラス）
社会に笑顔をプラスする助け合いの定期預金！

お預入期間

お預入金額

店頭表示金利から
「年0.1％」引下げた金利。
ただし、店頭表示金利が「年
0.1％」以下の場合、預金利
率は「年0％」とし、自動継続

時の利率も同様。

※なお、金利情勢が大幅に変動した
場合は、金利引下げ幅を変更す
る場合があります。

定期預金で
社会貢献
しませんか?

1年

1万円以上

預金金利「社会のために
役に立ちたい！」

というあなたの
助け合いの気持ちが、
〈意思あるお金〉として
より良い社会づくりへ
とつながります！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_contribution_plus.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_contribution_plus.pdf


06 ゆうゆう定期
退職金などの大切な資金の有効活用にお役立ていただけます！

店頭表示金利に

年0.10％

※満期継続時もその時点での
上乗せ金利を適用します。

お預入期間

お預入金額

お預入種類

ご利用いただける方

◆「いきいき倶楽部」会員の方
◆当金庫とお取引のある会員企業を
早期退職された方

◆満50歳以上のご退職者で、退職後
も再雇用などにより、当金庫とお
取引のある労働組合などに所属さ
れている方

定期預金の金利に上乗せ
1年

100万円以上

スーパー定期（1,000万円未満）
大口定期（1,000万円以上）

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_seniorplan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_seniorplan.pdf


07 退職金定期預金「フェニックス」
退職後のセカンドライフを充実したものにする最初の一歩に！

店頭表示金利に

年0.30％

※上乗せ金利はお預入れ当初の1年のみ適用。
※満期経過後は店頭表示金利が適用されます。

ご利用いただける方

◆2022年4月以降にご退職（早期退
職を含む）された方

ご退職を迎えた方だけの
特別定期預金

退職金からのお預入れ限定

満期を迎えても「ゆうゆう定期」で継続したお預入れを！

お預入期間

お預入金額

お預入種類

1年

300万円以上

スーパー定期（1,000万円未満）
大口定期（1,000万円以上）

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_seniorplan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_seniorplan.pdf


08 投資信託
長期的に、計画的に、お客さまの資産運用をお手伝い！

少額投資ができる 専門家による運用 分散投資ができる

Point １ Point ３Point ２

投資信託は金融商品であり、預金ではありません。

NISA（少額投資非課税制度）を使ってお得に資産形成・運用
毎年の非課税投資枠までの範囲で購入した投資信託の売却時の値上り益と分配時の普通分配金に
かかる税金が非課税となる制度を「NISA」といいます。
NISAには、「一般NISA」と「つみたてNISA」があり、いずれかをご選択いただきます。
同一年中に両方を利用することはできませんが、年ごとに切替をすることができます。

★NISA（少額投資非課税制度）についての詳細はコチラ

商品チラシ・
ページはこちら

投資信託に関するご注意事項は、近畿ろうきんホームページにてご確認ください。
記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/nisa/
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/nisa/
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/nisa/
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/
https://www.rokin.or.jp/save/investment/investment/


09

掛金は「全額所得控除」の対象！ 運用益は「非課税」に！ 受取時も「税制優遇措置」がある！

ｉＤｅＣｏは、公的年金に上乗せして将来の自分のために育てる年金制度のこと！

シンプルで選びやすい運用商品ラインアップ！

ご相談からご加入手続きまで職員による丁寧なサポート！

ろうきんの安心ポイント

iDeCo

★iDeCoの詳しい情報はこちら！
節税シミュレーションもあります！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

WEB申込も
できます!

https://rokin-ideco.com/kinki/
https://rokin-ideco.com/kinki/
https://rokin-ideco.com/kinki/
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_ideco.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_ideco.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/2023ideco_campaign.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/2023ideco_campaign.pdf


10 ろうきんダイレクト
ろうきんの窓口が開いていない時間でも、パソコンやスマホなどでお取引可能に！

残高・入出金明細が
確認できる！

振込・振替ができる！
定期預金・エース預金の口座
開設や支払などができる！

ローン（証書貸付）の
繰上返済ができる！

「残高のお知らせ」などの書類
をWEBで閲覧できる！

Pay-easyマークのついた
公共料金等の支払ができる！

パソコンやスマートフォンからどんなことができるの？

近畿ろうきんのＨＰより「ろうきん
ダイレクト新規お申込み」
をクリック、必要事項を入力

お申込み後、登録住所宛に

「ご契約者カード」等が届く

「ご契約者カード」等が手元に届いた

ら、「サービス開始登録」
をインターネット上で行う

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ３ＳＴＥＰ２

お申込み方法 （お申込みには、キャッシュカードが発行されている近畿ろうきんの普通預金口座(総合口座を含む)が必要です）

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_rokin_direct_ib_tb.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_rokin_direct_ib_tb.pdf


11 ろうきんアプリ

登録した口座の残高・明細をスマホで確認

お届けの住所・電話番号等が変更ができます

インターネットバンキングへかんたんログイン

ろうきんかんたん通帳でスマホが通帳代わりに

税金などのお支払いもかんたんに！

ローンなどの相談予約ができます

残高や入出金をいつでも・どこでもスマホでチェック！

ダウンロードはこちらから！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

スマホで
口座開設！
来店不要！

https://www.rokin.or.jp/other/rokin_app/
https://www.rokin.or.jp/other/rokin_app/
https://www.rokin.or.jp/services/rokin_app/accounts/
https://www.rokin.or.jp/services/rokin_app/accounts/


12 ATM手数料実質無料
「いつでも」「どこでも」「どなたでも」全国のATMお引出し手数料が実質無料！

どこでも
全国のコンビニ・
銀行・ゆうちょ銀行

など

何回でも
ご利用金額・回数に

制限なく

いつでも
平日、土・日・祝、

時間に関係なく

入金でも
ゆうちょ銀行、

セブン銀行などでも

ATMお引出し手数料
全額還元サービス

「おかえり。」

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

※お振込手数料については
還元対象になりません。

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_atm_no_charge.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_atm_no_charge.pdf


13 住宅ローン
近畿ろうきんの住宅ローンなら金利引下げ制度でおトクにご利用いただけます！

住宅ローンの金利引下げ制度で、ご融資日時点の店頭表示金利からご融資金利を引下げ

会員組合員は保証料無料
最高1億円までの

団体信用生命保険付き!
その他の団信もございます

充実した内容の火災保険・
火災共済を割引適用で
ご利用可能

１

2 3 4

店頭表示金利から

年マイナス1.79％
店頭表示金利から

年マイナス1.60％
店頭表示金利から

年マイナス1.85％

変動金利型 全期間固定金利型固定金利選択型10年

仮申込は
こちらから

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

住宅ローンの
ご融資金利はコチラ

https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/sogohoken/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/sogohoken/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/kasai_kyosai/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/kasai_kyosai/
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan_danshin.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan_danshin.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/rokin/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/rokin/


14 住宅プラス500
ローンを住宅ローンにまとめて一本化！返済金の負担を減らすことも可能！

住宅ローンに最高500万円までプラスできる！

他金融機関でご返済中の自動車・教育・カードローンや当金庫でご返済中の複数の
無担保ローン（自動車・教育・ふれ愛・多目的）を、最高500万円まで合算してご利
用いただけます。
また、新居でご利用される 「家具・家電・カーテンなど」を含めることも可能です。

家財購入費も対象範囲！

ご返済期間は最長40年

返済期間を長くすることで、毎月のご返済を
軽くすることができます。

１

2

店頭表示金利から

年マイナス1.50％

全期間固定金利型

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

〈プラス500部分〉

住宅ローンの
ご融資金利はコチラ

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_plus500.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_plus500.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/rokin/
https://www.rokin.or.jp/loan/housingloan/rokin/


15 無担保住宅ローン
お住まいのリフォーム・増改築、バリアフリー、耐震補強にも！

2023年4月1日～2024年3月31日までの受付で、
2024年9月30日までのご融資実行分に限ります。

2024年3月31日までの間は、
変動金利・固定金利とも店頭表示金利から

年1.85%金利を引下げいたします。

住宅ローン並みの金利と無担保の手軽さがひとつに！

ご融資金額は最高2,000万円まで。

最長25年ゆっくり無理なく返済できます。

年1.95%
店頭表示金利
年3.8％から
引下げ 保証料込

年2.23%
店頭表示金利
年4.08％から

引下げ 保証料込

年2.45%
店頭表示金利
年4.3％から
引下げ 保証料込

年2.90%
店頭表示金利
年4.75％から

引下げ 保証料込

年3.18%
店頭表示金利
年5.03％から

引下げ 保証料込

年3.40%
店頭表示金利
年5.25％から

引下げ 保証料込

変動金利 固定金利

金利引下げキャンペーン実施中

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

お試し審査は
こちらから

会員
組合員の方

生協
組合員の方

一般
勤労者の方

ご融資金利

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan_unsecuredloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_housingloan_unsecuredloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/application/


16 ライフエール（多目的）
自由に使えるローンを安心金利で！様々なシーンを応援します！

ご融資金額は最高1,000万円。

ご返済期間は最長10年までOK。

しかも固定金利だから安心。

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

お試し審査は
こちらから

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

不要※

資金使途証明書類

会員組合員の方 生協組合員の方 一般勤労者の方

年2.7% 年2.9% 年3.2%

ご融資金利

レインボークラブ会員の方なら年マイナス0.1%金利引下げ！

保証料込 保証料込 保証料込

おトクなキャンペーン実施中！

～ 毎 月 抽 選 ～

どんなローンなの⁉
動画掲載ページをチェック

※レインボークラブ会員の金利引下げについては営業店またはホームページでご確認ください。

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_multiloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_multiloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/


17 ライフエール（自動車）
自動車購入前でも申込みOK！あらゆる自動車関連資金に使える！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

お試し審査は
こちらから

ご融資金額は最高1,000万円。

ご返済期間は最長10年までOK。

しかも固定金利だから安心。不要※

資金使途証明書類 バイクもOK!

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

会員組合員の方 生協組合員の方 一般勤労者の方

年2.7% 年2.9% 年3.2%

ご融資金利

レインボークラブ会員の方なら年マイナス0.1%金利引下げ！

保証料込 保証料込 保証料込

どんなローンなの⁉
動画掲載ページをチェック

おトクなキャンペーン実施中！

～ 毎 月 抽 選 ～

※レインボークラブ会員の金利引下げについては営業店またはホームページでご確認ください。

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_carloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_carloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/carloan_l/car_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/carloan_l/car_l/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/


18 ライフエール（教育）
進路が決まる前でも申込みOK！あらゆる教育関連資金に使える！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

お試し審査は
こちらから

ご融資金額は最高1,000万円。

ご返済期間は最長10年までOK。

しかも固定金利だから安心。不要※

資金使途証明書類

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

※会員組合員の方が300万円以下のご利用の場合・生協組合員および一般勤労者の方が100万円以下のご利用の場合は、
資金使途証明書類のご提出は不要です。（他金融機関のローン借換えの場合を除く）

会員組合員の方 生協組合員の方 一般勤労者の方

年2.7% 年2.9% 年3.2%

ご融資金利

レインボークラブ会員の方なら年マイナス0.1%金利引下げ！

保証料込 保証料込 保証料込

どんなローンなの⁉
動画掲載ページをチェック

おトクなキャンペーン実施中！

～ 毎 月 抽 選 ～

※レインボークラブ会員の金利引下げについては営業店またはホームページでご確認ください。

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_eduloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_eduloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/application/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/multiloan/multi_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/educationloan/edu_l/
https://www.rokin.or.jp/loan/educationloan/edu_l/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/
https://www.rokin.or.jp/campaign/2023_1st/


19 スマートチョイス
借換え・おまとめに強いカードローン！ 会員組合員限定 だからあんしん金利！

借換え・おまとめに！ ご利用残高に応じて
毎月の返済額が決まる残高スライド方式！

年3.9％

ご融資金利

変動金利・保証料込

年4.9％

ご融資金利

変動金利・保証料込

年5.5％

ご融資金利

変動金利・保証料込

ご融資限度額
300万円～500万円の場合

ご融資限度額
200万円～290万円の場合

ご融資限度額
100万円～190万円の場合

ご利用中のカードローンの金利と比べてください！

金融機関ごとに違う返済日や
返済額をまとめて1本に。

また、月１回の返済日を自由に
設定していただきます。

返済が進めば進むほど、返済額のご負担は少なくなります。
※ご利用残高にかかわらずご融資限度額に応じた返済額を適用する
「定額方式」のご選択も可能です。

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_cardloan_smartchoice.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_cardloan_smartchoice.pdf


20

イザ！というときに心強い低金利のカードローン！

年6.0％～年7.9％ 30万円・50万円・100万円
※所属組合・雇用形態によっては、ご希望の限度額をお申込みいただけない場合もございます。（保証料込）

Web完結型マイプラン

１ 2 4 53

ご融資金利 ご融資限度額

ご利用限度額
の範囲内なら

何度でも
借入可能！

返済日を

自由に
設定！

ご契約は

Ｗebで
完結！

ATMお引出し
手数料を

全額還元！

限度額によらず

金利は
一律！

商品チラシ・
ページはこちらお申込は

こちらから

記載内容は、2023年4月1日現在

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_cardloan_web_myplan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_cardloan_web_myplan.pdf
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojm-ldsdsb-337b0d614a7136a50e6d3e32b4f6fb34
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojm-ldsdsb-337b0d614a7136a50e6d3e32b4f6fb34


21 教育ローン（カード型）

ご融資金額は最高1,000万円まで。

在学中の返済はお利息のみでＯＫ。

融資期間は20年以内。

卒業してからゆっくり返済できる。

年2.7％～年3.2％
（保証料込）

変動金利

教育資金としてのお使いみちは自由！

卒業までの教育資金を計画的にサポートします！

お申込み時に、在学期間中に必要となる
融資限度額を設定！
ローンカードによるご利用期間は在学期間中
かつ7年以内となりますが、
その限度額の範囲でご利用いただけます！

商品チラシ・
ページはこちら

記載内容は、2023年4月1日現在

教育資金は入学金や授業料、受験料・教科書代・下宿代・海外留学費用など。

幼稚園から大学（院）・専門学校・予備校などの教育資金に。

コンビニATMなどでいつでも使える！
教育費に関する出費にすばやく対応！

臨時返済もOK!

カード型だからこそ！

https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_educationloan.pdf
https://www.rokin.or.jp/images/leaflet_loan_educationloan.pdf

