
資料編

商品・サービスのご案内
主要な業務の内容
1. 預　　金　　業　　務
　　　　 （1）預　　　金　当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、納税準備預金、
　　　　　　　　　　　　　外貨預金等を取扱っています。
　　　　 （2）譲渡性預金　譲渡可能な定期預金を取扱っています。

2. 貸　　出　　業　　務
　　　　 （1）貸　　　付　手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っています。
　　　　 （2）手形の割引　銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っています。

3. 商品有価証券売買業務　国債等公共債の売買業務を行っています。

4. 有 価 証券投資業務　預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に
　　　　　　　　　　　　　投資しています。

5. 内 国 為 替 業 務　送金為替、振込および代金取立等を取扱っています。

6. 外 国 為 替 業 務　輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務を行っています。

7. 公 社 債 受 託 業 務　担保付社債信託法による社債の受託業務、中小企業特定社債保証制度による私募債
　　　　　　　　　　　　　の引受・斡旋、公社債の募集受託に関する業務を行っています。また、一般債振替
　　　　　　　　　　　　　制度における、公社債の発行・支払代理人業務を行っています。

8. 附　　帯　　業　　務
　　　　 （1）代 理 業 務　①日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店および国債代理店業務
　　　　　　　　　　　　　 ②地方公共団体の公金取扱業務
　　　　　　　　　　　 　　③勤労者退職金共済機構等の代理店業務
　　　　　　　　　　　 　　④株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務
　　　　　　　　　　　 　　⑤住宅金融支援機構等の代理貸付業務
　　　　　　　　　　　　　 ⑥信託代理店業務
　　　　　　　　　　　　　 ⑦損害保険代理店業務
　　　　　　　　　　　　　 ⑧生命保険代理店業務
　　　　 （2）保護預りおよび貸金庫業務
　　　　 （3）有価証券の貸付
　　　　 （4）債務の保証（支払承諾）
　　　　 （5）金の売買
　　　　 （6）公共債の引受
　　　　 （7）国債等公共債・投資信託の窓口販売および金融商品仲介業務　
　　　　 （8）コマーシャル・ペーパー等の取扱い
　　　　 （9）クレジットカード業務

キャッシュコーナーのご利用時間と手数料（平成29年7月1日現在）

休日営業店舗、平日営業時間延長店舗等（平成29年7月1日現在）

普通・貯蓄・カードローン

普通・貯蓄・カードローン

当座

外貨定期（米ドル）※ユーロ・豪ドルは11：00頃～

普通・貯蓄・積立式定期・定期積金

当座

外貨普通（米ドル）※ユーロ・豪ドルは11：00頃～

外貨定期（米ドル・ユーロ・豪ドル）

普通・貯蓄・カードローン

普通・貯蓄・カードローン

普通・貯蓄・カードローン

スーパー定期・据置定期・積立式定期・定期積金

普通・貯蓄・カードローン

お引出し・お借入れ

お預入れ・ご返済

お振込み

お振込予約

お振替え

定期預金解約予約

残高照会

通帳記入

お引出し・お借入れ

お預入れ・ご返済

お振込み

お振込予約

定期預金解約予約

残高照会

通帳記入

平

　
　
　日

土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

６：００ ８：００７：００ ８：４５ １０：３０ １５：００ 1８：００1７：００ ２３：００２４：００

（京銀キャッシュカード・通帳をご利用の場合）

※　　　の時間帯のお引出し、お振込み、お振込予約には1回につき108円の手数料が必要となります。
※お振込予約は、翌営業日のお振込みとなります。
　店舗外キャッシュコーナーでのお振込みおよびお振込予約については、一部のキャッシュコーナーを除き、京銀キャッシュカードによるお取扱いとなります。（現金はお取扱いしておりません。）
　また、店舗に付属するキャッシュコーナーでの平日8：45以前のお振込みならびに平日18：00以降、土曜日、日曜日、祝日のお振込みおよびお振込予約につきましても現金でのお取扱いはして
　おりません。
※一部ATMについては、［当行の普通・貯蓄預金口座あて］のお振込みも、平日15：00以降および土曜日・日曜日・祝日は「お振込予約」（翌営業日のお振込み）となります。
※お振込みおよびお振込予約には、別途所定の振込手数料が必要となります。
※定期預金解約予約の対象は、総合口座通帳でお取引いただいている定期預金となります。（ただし、大口定期預金はお取扱いしておりません。）

普通・貯蓄・定期・積立式定期
定期積金・カードローン

［当行の当座預金口座あて］［他行あて］
キャッシュカード ※現金によるお振込みは8：45～
［当行の当座預金口座あて］［他行あて］
キャッシュカード ※現金によるお振込予約は18：00まで

［当行の普通・貯蓄預金口座あて］
キャッシュカード ※現金によるお振込みは8：45～18：00

［当行の当座預金口座あて］［他行あて］
キャッシュカード

［当行の普通・貯蓄預金口座あて］
キャッシュカード

スーパー定期・据置定期・期日指定定期
変動金利定期

スーパー定期・据置定期・積立式定期・定期積金

外貨普通・外貨定期
（米ドル・ユーロ・豪ドル）

スーパー定期・据置定期・期日指定定期
変動金利定期

普通・貯蓄・定期・積立式定期
定期積金・カードローン

※キャッシュコーナーにより、ご利用いただける時間帯や内容が異なります。

●「土・日パーソナルプラザ」

・普通預金・貯蓄預金の新規開設・お預入れ・お引出し(※3)
・定期預金・定期積金のお預入れ・ご解約(※3)(※4)
・お振込みの受付（翌営業日（月曜日以降）の振込みとなります。）
・公共料金等のお支払い（一部お取り扱いできないものもございます。）
・京都府・京都府内市町村の税金等の納付(※5)
・口座振替のお手続
・下記「土・日ご相談プラザ」、「土曜ご相談プラザ」での取扱業務　など

（※1）土曜日、日曜日と重なる祝日は営業いたします。ただし、5月3日～5日、12月31日～1月3日は休業いたします。
（※2）15：00以降は、現金業務等お取り扱いできない業務がございます。
（※3）現金のお引出しは、原則として１００万円以内といたします。
（※4）土・日パーソナルプラザ以外の店舗の定期預金などのご解約は、原則として１００万円以内といたします。
　　　また、ご解約は個人のお客様（個人事業主の方は除きます）に限らせていただきます。
（※5）京都府・京都府内市町村の各種税金と国民健康保険料などの料金に限ります。

下鴨支店、長岡支店、大久保支店

店　舗

主な取扱業務(※2)

営業時間（※1）
土曜日・日曜日

９：３０～１7：００

●「５時までご相談コーナー」

・左記「土・日ご相談プラザ」、「土曜ご相談プラザ」での取扱業務
（※）祝日・振替休日、５月３日～５日、および１２月３１日～１月３日は休業いたします。

下鴨支店、伏見支店、松井山手支店、長岡支店、
大久保支店、草津支店、高の原支店

店　舗

主な取扱業務

営業時間（※）
月曜日～金曜日

９：００～１７：００

●「住宅ローンプラザ」

・新規購入、借り換えなど、住宅ローンに関するご相談

（※）土曜日、日曜日と重なる祝日は営業いたします。ただし、５月３日～５日、１２月３１日～１月３日は休業いたします。

※事前予約制につき、ご予約のない場合は土曜日・日曜日のご相談を受付できない場合がございます。

桂川住宅ローンプラザ
南草津住宅ローンプラザ
刈谷住宅ローンプラザ

拠　点

主な取扱業務

営業時間（※）

土曜日・日曜日
９：００～１７：００

●「ローン営業部」

・新規購入、借り換えなど、住宅ローンに関するご相談
（※）土曜日、日曜日と重なる祝日は営業いたします。ただし、５月３日～５日、１２月３１日～１月３日は休業いたします。

本店ローン営業部
大阪ローン営業部

下鴨ローン営業部

拠　点

主な取扱業務

営業時間（※）
平日・土曜日・日曜日９：００～１７：００

（水曜日休業）
平日９：００～１７：００

土曜日・日曜日９：3０～１７：００
（水曜日休業）

●「京銀コンサルティングプラザ」

・投資信託・個人年金保険・外貨預金・国債等の資産運用のご相談
（※）土曜日と重なる祝日は営業いたします。ただし、５月３日～５日、１２月３１日～１月３日は休業いたします。

京銀コンサルティングプラザ（本店東館）

拠　点

主な取扱業務

営業時間（※）
平日・土曜日

９：００～１７：００（※1）土曜日、日曜日と重なる祝日は営業いたします。ただし、5月3日～5日、12月31日～1月3日は休業いたします。
（※2）現金業務等お取り扱いできない業務がございます。

●「土・日ご相談プラザ」、「土曜ご相談プラザ」

・ローンのご相談・お申込み
・資産運用のご相談・お申込み
・ＩＣキャッシュカードの指静脈情報登録
・新規口座のお申込み（通帳のお渡しは後日となります。）
・京都カードネオ、京銀ダイレクトバンキングのお申込み　など

「土・日ご相談プラザ」

「土曜ご相談プラザ」

店　舗

主な取扱業務（※２）

営業時間（※１）

土曜日・日曜日
９：0０～１7：００

土曜日
９：0０～１7：００

伏見支店、松井山手支店
草津支店、高の原支店

西大津支店、生駒支店
川西支店、交野支店
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お預入金額 特長期間種類

　期日指定定期預金

　スーパー定期

　自由金利型定期預金
  （大口定期預金）

　据置定期預金
  （スーパーF）

　利息分割受取型定期預金

　変動金利定期預金

積立式定期預金

定期積金

　一般財形預金

　財形年金預金

　財形住宅預金

1,000円単位

1回
5,000円から

1回
1,000円から

1回
1,000円から

1回
1,000円から

100万円から

（平成29年7月1日現在）

（注）各種ご預金の利率や商品内容など、詳しくは店頭のパンフレットをご覧いただくか、窓ロヘお気軽にご相談ください。

お取扱いは個人に限定し、1年の据置期間を経過すればお引き出し自由です。
お利息は1年ごとの複利計算です。

積み立てた元金とお利息を据置期間経過後
一定期間にわたってお受け取りいただけます。
財形住宅預金と合わせ元本550万円まで非課税の特典があります。

住宅取得を目的とした財形預金です。
財形年金預金と合わせ元本550万円まで非課税の特典があります。

定額式、ボーナス加算方式、ステップアップ方式があり、
満期日に給付補てん金が加算されてお受け取りになれます。

給料やボーナスから天引きで積み立てられます。
お積み立ての目的は自由です。

期日指定定期預金（またはスーパー定期）で毎月自動的にお積み立て
いただきます。
リピート型は、ご指定の周期で貯まった資金を自動的にお受け取り
いただけます。
目的に合わせてコースをお選びください。

半年ごとに市場金利に応じて適用金利が変動します。
3年もの（個人）は半年複利でお利息を計算します。

大口資金の運用に最適の商品です。
1か月超～5年未満の間で満期日を指定することもできます。

お取扱いは個人に限定。
お利息のお受取周期を1か月ごと、2か月ごと、3か月ごと、6か月ごとの
4パターンから選べるタイプです。

お取扱いは個人に限定し、6か月の据置期間を経過すればお引き出し自由です。
お利息は6か月ごとの複利計算です。

最長3年・据置期間1年

最長5年・据置期間6か月

3年以上（個人）は、半年複利でお利息を計算します。さらに、お預け入れ
後1年経過すれば、元金の一部を満期日前に「一部引き出し」することがで
きますので、いざという時にも安心です。
1か月超～5年未満の間で満期日を指定することもできます。

2年・3年

1か月・3か月・6か月・
1年・2年・3年・
4年・5年

1か月・3か月・6か月・
1年・2年・3年・
4年・5年

1年・2年・3年・
4年・5年

一般型：3か月以上（エンドレスタイプ）
リピート型：契約期間は
6か月以上11年以内
目標日指定型:3か月以上
15年まで
年金型：据置期間、受取期
間を含め最長30年まで

6か月以上5年以内
ステップアップ方式は
1年1か月以上5年以内

3年以上

5年以上

5年以上

自由

̶̶

自由

自由

自由

自由

7日以上

税金の納付資金としてご利用ください。
納税資金としてお引き出しの時は非課税です。

ご入金は自由
お引き出しは
原則納税時

まとまった資金の短期運用に便利です。

お取扱いは個人に限定。
預入残高に応じて金利を設定する有利な金額階層別金利設定方式で
いつでも自由にお預け入れ・お引き出しいただける便利なご預金です。

ご商用に、安全で便利な小切手、手形をご利用ください。
サインで振り出すパーソナルチェックもございます。

給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取、
公共料金・クレジットカード等の自動支払にご利用いただけます。

預金保険制度により全額保護される無利息の普通預金です。

預金業務
●主な預金商品のご案内

貯める・借りる・受け取る・支払うの4つの機能を1冊の通帳にまとめた商品
です。「普通預金」「定期預金」および定期預金を担保に「自動融資」が利用
できてとても便利です（お取扱いは個人に限定）。

総合口座

当座預金

普通預金

決済用普通預金

貯蓄預金

通知預金

納税準備預金

定
期
預
金

財
形
預
金

外
貨
預
金

̶̶

1円から

1円から

1円から

1円から

5万円から

1円から

100円から

100円から

100円から

1,000万円から

100万円から

100円から

外貨普通預金
（米ドル・ユーロ・豪ドル等）

特約付外貨定期預金
（“洛楽外貨”）（米ドル）

外貨定期預金（オープン型）
（米ドル・ユーロ・豪ドル等）

1米ドル
1ユーロ
1豪ドルから等

1,000米ドル
1,000ユーロ
1,000豪ドルから等

利率は市場金利を基準に決定しています。為替相場の変動（預入時の相場と払
出時の相場の差）によって、為替差益を受けることもあれば為替差損を被るこ
ともあります。
外貨定期預金については、先物為替予約をすることにより、満期時にお受け取
りになる円金額をあらかじめ確定することもできます。

一定の為替リスクを回避しつつ、円ベースでの好利回りが期待できる商品です。
満期時のお受け取り通貨が外貨の場合、満期時点で円換算すると当初のお預け
入れ時の払込円貨額を下回ることがあります。

1か月・3か月・6か月・
1年

原則3か月

融資業務
●主なローン商品のご案内
●個人向けローン

ご融資期間 担保 資金のお使いみち等ご融資金額種類

京銀住宅ローン 最高1億円 最長35年
（変動・固定金利選択型）

京銀住宅ローンフラット35 最高8,000万円 最長35年
不動産

京銀住宅リフォームローン 最高1,500万円 不要最長20年

京銀無担保住宅ローン 不要最高1,000万円 最長15年

最高2,000万円 不動産京銀大型カードローン
〈プラチナ　〉 1年ごとの更新

住
宅
関
係
の
ロ
ー
ン

お
使
い
み
ち
自
由
の
ロ
ー
ン

目
的
に
応
じ
た
ロ
ー
ン

（注）ローンの種類により担保や保証条件が異なります。また、お借入の際や、当初のお借入条件を変更される際には、保証料や手数料を別途お支払いいただく場合があります。
　　　各種ローンの融資条件や商品内容など、詳しくは窓口ヘお気軽にご相談ください。

ご本人またはご家族が所有し、お住まいになる住宅の新築・ご購入
資金としてご利用いただけます。
※住宅金融支援機構の証券化支援事業（買取型）を活用した住宅ローンです。

ご本人またはご家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入、増改築、修繕
資金などとしてご利用いただけます。

住宅の増改築・修繕費用のほか、バリアフリーやセキュリティに伴う
費用や、他金融機関からのお借り換え資金などにご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。

他金融機関の住宅ローンのお借り換えや、住宅の新築・ご購入
資金などとしてもご利用いただけます。

消費資金を対象とし、極度額の範囲内で繰り返し自由に
ご利用いただけるカードローンです。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。
ご所有の不動産を活用していただき、極度額の範囲内で事業性資金
を除いて繰り返し自由にご利用いただける大型カードローンです。
冠婚葬祭資金、物品購入資金など、さまざまなお使いみちに
ご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコン、電話、ＦＡＸ、郵送でのお申込みも可能です。

土地の有効利用や将来のゆとりづくりのための、マンション・
アパート建築資金としてご利用いただけます。

ご所有の不動産を活用していただき、事業性資金を除いて
ご自由にご利用いただけます。
マイカー購入資金、車検費用、自動車教習所費用のほか、
他金融機関のお借り換え資金などにもご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。
ご入学金、授業料や、教材費等の就学に伴う関連資金のほか、
他金融機関のお借り換え資金などにもご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。

ご融資期間 資金のお使いみち等ご融資金額種類
運転資金  最長  7年
設備資金  最長10年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長10年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長20年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長20年

運転資金  最長10年
設備資金  最長20年

5年以内

7年以内保証承諾額の範囲内

生保付長期事業ローン

固定長期融資ファンド

当初固定金利特約型長期貸出

京銀エコ・ローン

京銀機械活用ローン〈安定操業〉

京銀車両活用ローン〈安定走行〉

京銀観光支援特別融資〈賑わい〉

最高2億円

最高1億円

最高2億円

最高1億円

最高5億円

最高1億円

●事業者向けローン

（注）上記のほか、京都府・京都市・その他各種制度融資、代理貸付業務を取扱っています。各種ローンの融資条件や商品内容など、詳しくは窓口へお気軽にご相談ください。

最長1年以内
個人事業主の方々の事業資金として、専用カードやインターネットEB
でスピーディにご利用いただけます。

医師・歯科医師・医療法人の方の事業資金としてご利用いただけるもので、
万一の際の大きな安心がついたご融資です。

京銀ビジネスカードローン
〈安心力〉

京銀開業医向けローン
〈医力満点〉

事業・ご商売をされている方々の事業資金として、固定金利で
ご利用いただけます。

事業・ご商売をされている方々の事業資金として、当初の一定期間
固定金利でご利用いただけます。

環境に配慮した経営に取組まれるお客さまの事業資金として
ご利用いただけます。

事業用の機械設備を保証会社へ担保としてご提供いただくことで、
事業資金としてご利用いただけるものです。

事業用の車両を保証会社へ担保としてご提供いただくことで、
事業資金としてご利用いただけるものです。

観光事業を営まれているお客さまの事業資金としてご利用いただけます。

事業・ご商売をされている方々の事業資金としてご利用いただけるもので、
万一の際の大きな安心がついたご融資です。

運転資金  最長  5年
設備資金  最長15年

運転資金  最長  5年
設備・開業資金  最長20年

フランチャイジー（加盟店）としてフランチャイズ店舗を経営するお客さまの
事業資金としてご利用いただけます。

京銀フランチャイズ応援ローン
〈千客万来〉

最高5,000万円

お子さまの学費や医療費など、子育てに関する資金に幅広く
ご利用いただけます。

最高1億円

法人の方の事業資金としてご利用いただける保証会社による保証付のローンです。京銀ビジネスローン
アドバンスONE 7年以内最高5,000万円

京銀カードローンW（ワイド） 不要1年
（原則として自動更新）

極度額30・50・
100・300・500万円

極度額100・200・
300・400・500万円

住宅の新築・ご購入・増改築・修繕資金やサービス付き高齢者向け住宅の
入居一時金のお支払資金としてご利用いただけます。
※ご年齢が満60歳以上満80歳未満の方がご利用いただけます。

不動産最高1,500万円 終身京銀リバースモーゲージ型
住宅関連ローン

最高1億円 最長30年 不動産京銀マンションローン

最高200万円 不要最長10年京銀子育て応援ローン

最高1,000万円 不要最長15年京銀教育ローン

最高1,000万円 不要最長10年京銀マイカーローン

最高1億円 不動産最長30年（変動金利制）京銀ホーム・ラン・ローン

最高1,000万円 不要最長10年京銀フリーローン
「グッドサポート」

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）
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お預入金額 特長期間種類

　期日指定定期預金

　スーパー定期

　自由金利型定期預金
  （大口定期預金）

　据置定期預金
  （スーパーF）

　利息分割受取型定期預金

　変動金利定期預金

積立式定期預金

定期積金

　一般財形預金

　財形年金預金

　財形住宅預金

1,000円単位

1回
5,000円から

1回
1,000円から

1回
1,000円から

1回
1,000円から

100万円から

（平成29年7月1日現在）

（注）各種ご預金の利率や商品内容など、詳しくは店頭のパンフレットをご覧いただくか、窓ロヘお気軽にご相談ください。

お取扱いは個人に限定し、1年の据置期間を経過すればお引き出し自由です。
お利息は1年ごとの複利計算です。

積み立てた元金とお利息を据置期間経過後
一定期間にわたってお受け取りいただけます。
財形住宅預金と合わせ元本550万円まで非課税の特典があります。

住宅取得を目的とした財形預金です。
財形年金預金と合わせ元本550万円まで非課税の特典があります。

定額式、ボーナス加算方式、ステップアップ方式があり、
満期日に給付補てん金が加算されてお受け取りになれます。

給料やボーナスから天引きで積み立てられます。
お積み立ての目的は自由です。

期日指定定期預金（またはスーパー定期）で毎月自動的にお積み立て
いただきます。
リピート型は、ご指定の周期で貯まった資金を自動的にお受け取り
いただけます。
目的に合わせてコースをお選びください。

半年ごとに市場金利に応じて適用金利が変動します。
3年もの（個人）は半年複利でお利息を計算します。

大口資金の運用に最適の商品です。
1か月超～5年未満の間で満期日を指定することもできます。

お取扱いは個人に限定。
お利息のお受取周期を1か月ごと、2か月ごと、3か月ごと、6か月ごとの
4パターンから選べるタイプです。

お取扱いは個人に限定し、6か月の据置期間を経過すればお引き出し自由です。
お利息は6か月ごとの複利計算です。

最長3年・据置期間1年

最長5年・据置期間6か月

3年以上（個人）は、半年複利でお利息を計算します。さらに、お預け入れ
後1年経過すれば、元金の一部を満期日前に「一部引き出し」することがで
きますので、いざという時にも安心です。
1か月超～5年未満の間で満期日を指定することもできます。

2年・3年

1か月・3か月・6か月・
1年・2年・3年・
4年・5年

1か月・3か月・6か月・
1年・2年・3年・
4年・5年

1年・2年・3年・
4年・5年

一般型：3か月以上（エンドレスタイプ）
リピート型：契約期間は
6か月以上11年以内
目標日指定型:3か月以上
15年まで
年金型：据置期間、受取期
間を含め最長30年まで

6か月以上5年以内
ステップアップ方式は
1年1か月以上5年以内

3年以上

5年以上

5年以上

自由

̶̶

自由

自由

自由

自由

7日以上

税金の納付資金としてご利用ください。
納税資金としてお引き出しの時は非課税です。

ご入金は自由
お引き出しは
原則納税時

まとまった資金の短期運用に便利です。

お取扱いは個人に限定。
預入残高に応じて金利を設定する有利な金額階層別金利設定方式で
いつでも自由にお預け入れ・お引き出しいただける便利なご預金です。

ご商用に、安全で便利な小切手、手形をご利用ください。
サインで振り出すパーソナルチェックもございます。

給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取、
公共料金・クレジットカード等の自動支払にご利用いただけます。

預金保険制度により全額保護される無利息の普通預金です。

預金業務
●主な預金商品のご案内

貯める・借りる・受け取る・支払うの4つの機能を1冊の通帳にまとめた商品
です。「普通預金」「定期預金」および定期預金を担保に「自動融資」が利用
できてとても便利です（お取扱いは個人に限定）。

総合口座

当座預金

普通預金

決済用普通預金

貯蓄預金

通知預金

納税準備預金

定
期
預
金

財
形
預
金

外
貨
預
金

̶̶

1円から

1円から

1円から

1円から

5万円から

1円から

100円から

100円から

100円から

1,000万円から

100万円から

100円から

外貨普通預金
（米ドル・ユーロ・豪ドル等）

特約付外貨定期預金
（“洛楽外貨”）（米ドル）

外貨定期預金（オープン型）
（米ドル・ユーロ・豪ドル等）

1米ドル
1ユーロ
1豪ドルから等

1,000米ドル
1,000ユーロ
1,000豪ドルから等

利率は市場金利を基準に決定しています。為替相場の変動（預入時の相場と払
出時の相場の差）によって、為替差益を受けることもあれば為替差損を被るこ
ともあります。
外貨定期預金については、先物為替予約をすることにより、満期時にお受け取
りになる円金額をあらかじめ確定することもできます。

一定の為替リスクを回避しつつ、円ベースでの好利回りが期待できる商品です。
満期時のお受け取り通貨が外貨の場合、満期時点で円換算すると当初のお預け
入れ時の払込円貨額を下回ることがあります。

1か月・3か月・6か月・
1年

原則3か月

融資業務
●主なローン商品のご案内
●個人向けローン

ご融資期間 担保 資金のお使いみち等ご融資金額種類

京銀住宅ローン 最高1億円 最長35年
（変動・固定金利選択型）

京銀住宅ローンフラット35 最高8,000万円 最長35年
不動産

京銀住宅リフォームローン 最高1,500万円 不要最長20年

京銀無担保住宅ローン 不要最高1,000万円 最長15年

最高2,000万円 不動産京銀大型カードローン
〈プラチナ　〉 1年ごとの更新

住
宅
関
係
の
ロ
ー
ン

お
使
い
み
ち
自
由
の
ロ
ー
ン

目
的
に
応
じ
た
ロ
ー
ン

（注）ローンの種類により担保や保証条件が異なります。また、お借入の際や、当初のお借入条件を変更される際には、保証料や手数料を別途お支払いいただく場合があります。
　　　各種ローンの融資条件や商品内容など、詳しくは窓口ヘお気軽にご相談ください。

ご本人またはご家族が所有し、お住まいになる住宅の新築・ご購入
資金としてご利用いただけます。
※住宅金融支援機構の証券化支援事業（買取型）を活用した住宅ローンです。

ご本人またはご家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入、増改築、修繕
資金などとしてご利用いただけます。

住宅の増改築・修繕費用のほか、バリアフリーやセキュリティに伴う
費用や、他金融機関からのお借り換え資金などにご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。

他金融機関の住宅ローンのお借り換えや、住宅の新築・ご購入
資金などとしてもご利用いただけます。

消費資金を対象とし、極度額の範囲内で繰り返し自由に
ご利用いただけるカードローンです。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。
ご所有の不動産を活用していただき、極度額の範囲内で事業性資金
を除いて繰り返し自由にご利用いただける大型カードローンです。
冠婚葬祭資金、物品購入資金など、さまざまなお使いみちに
ご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコン、電話、ＦＡＸ、郵送でのお申込みも可能です。

土地の有効利用や将来のゆとりづくりのための、マンション・
アパート建築資金としてご利用いただけます。

ご所有の不動産を活用していただき、事業性資金を除いて
ご自由にご利用いただけます。
マイカー購入資金、車検費用、自動車教習所費用のほか、
他金融機関のお借り換え資金などにもご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。
ご入学金、授業料や、教材費等の就学に伴う関連資金のほか、
他金融機関のお借り換え資金などにもご利用いただけます。
※スマートフォンやパソコンからのお申込みも可能です。

ご融資期間 資金のお使いみち等ご融資金額種類
運転資金  最長  7年
設備資金  最長10年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長10年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長20年

運転資金  最長  7年
設備資金  最長20年

運転資金  最長10年
設備資金  最長20年

5年以内

7年以内保証承諾額の範囲内

生保付長期事業ローン

固定長期融資ファンド

当初固定金利特約型長期貸出

京銀エコ・ローン

京銀機械活用ローン〈安定操業〉

京銀車両活用ローン〈安定走行〉

京銀観光支援特別融資〈賑わい〉

最高2億円

最高1億円

最高2億円

最高1億円

最高5億円

最高1億円

●事業者向けローン

（注）上記のほか、京都府・京都市・その他各種制度融資、代理貸付業務を取扱っています。各種ローンの融資条件や商品内容など、詳しくは窓口へお気軽にご相談ください。

最長1年以内
個人事業主の方々の事業資金として、専用カードやインターネットEB
でスピーディにご利用いただけます。

医師・歯科医師・医療法人の方の事業資金としてご利用いただけるもので、
万一の際の大きな安心がついたご融資です。

京銀ビジネスカードローン
〈安心力〉

京銀開業医向けローン
〈医力満点〉

事業・ご商売をされている方々の事業資金として、固定金利で
ご利用いただけます。

事業・ご商売をされている方々の事業資金として、当初の一定期間
固定金利でご利用いただけます。

環境に配慮した経営に取組まれるお客さまの事業資金として
ご利用いただけます。

事業用の機械設備を保証会社へ担保としてご提供いただくことで、
事業資金としてご利用いただけるものです。

事業用の車両を保証会社へ担保としてご提供いただくことで、
事業資金としてご利用いただけるものです。

観光事業を営まれているお客さまの事業資金としてご利用いただけます。

事業・ご商売をされている方々の事業資金としてご利用いただけるもので、
万一の際の大きな安心がついたご融資です。

運転資金  最長  5年
設備資金  最長15年

運転資金  最長  5年
設備・開業資金  最長20年

フランチャイジー（加盟店）としてフランチャイズ店舗を経営するお客さまの
事業資金としてご利用いただけます。

京銀フランチャイズ応援ローン
〈千客万来〉

最高5,000万円

お子さまの学費や医療費など、子育てに関する資金に幅広く
ご利用いただけます。

最高1億円

法人の方の事業資金としてご利用いただける保証会社による保証付のローンです。京銀ビジネスローン
アドバンスONE 7年以内最高5,000万円

京銀カードローンW（ワイド） 不要1年
（原則として自動更新）

極度額30・50・
100・300・500万円

極度額100・200・
300・400・500万円

住宅の新築・ご購入・増改築・修繕資金やサービス付き高齢者向け住宅の
入居一時金のお支払資金としてご利用いただけます。
※ご年齢が満60歳以上満80歳未満の方がご利用いただけます。

不動産最高1,500万円 終身京銀リバースモーゲージ型
住宅関連ローン

最高1億円 最長30年 不動産京銀マンションローン

最高200万円 不要最長10年京銀子育て応援ローン

最高1,000万円 不要最長15年京銀教育ローン

最高1,000万円 不要最長10年京銀マイカーローン

最高1億円 不動産最長30年（変動金利制）京銀ホーム・ラン・ローン

最高1,000万円 不要最長10年京銀フリーローン
「グッドサポート」

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）
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投資信託業務

東京海上
アセットマネジメント

追加型投信
国内／債券

東京海上・円建て
投資適格債券ファンド
（毎月決算型）〈円債くん〉

東京海上・円建て
投資適格債券ファンド
（年2回決算型）
〈円債くん（年2回決算型）〉

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

大和投資信託 追加型投信
国内／債券

ダイワ日本国債ファンド
（毎月分配型）

追加型投信
内外／債券

日本及び世界のソブリン債等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクを低減しながら
安定的な収益の確保を図ります。日興アセットマネジメント円サポート

追加型投信
内外／債券

米国国債／政府機関債、米国高利回り社債、米国を除く先進国債券、エマージング債券
を主要な投資対象として分散投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ります。フィデリティ投信

フィデリティ・ストラテジック・
インカム・ファンドAコース
（為替ヘッジ付き）〈悠々債券〉

追加型投信
海外／債券

主として米ドル建ての新興国等の政府・政府機関または企業の発行する債券（エマージング・
マーケット債）等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ります。野村アセットマネジメント野村新興国債券投信Aコース

（毎月分配型）

主として米ドル建てのハイ・イールド債に投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減
を図ります。

追加型投信
海外／債券フィデリティ投信

フィデリティ・ハイ・イールド・
ボンド・オープン　ポートフォリオB
（為替ヘッジあり）

追加型投信
内外／債券

原則として、国内公社債マザーファンド及びオーストラリア公社債マザーファンドを
通じて日本の公社債に70％、豪ドル建てのオーストラリアの公社債に30％投資します。アセットマネジメントOne

みずほ日本債券アドバンス
（豪ドル債券型）
〈ちょっとコアラ〉

「ダイワ日本国債マザーファンド」への投資を通じてわが国の国債に投資します。

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

コーポレート・ボンド・インカム
（為替ヘッジ型）〈泰平航路〉

主に米ドル建ての投資適格社債等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクを
低減しながら安定的な値動きを維持しつつ、収益の確保を目指します。

明治安田外国債券
オープン〈夢実現〉

明治安田外国債券
オープン（毎月分配型）
〈夢実現（毎月分配型）〉 明治安田

アセットマネジメント
追加型投信
海外／債券 日本を除く世界主要国の国債を中心とする公社債等に投資します。

○

追加型投信
海外／債券 世界の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。三菱UFJ国際投信

バリュー・ボンド・ファンド
〈為替リスク軽減型〉（年１回決算型）　
〈みらいの港〉

○

三井住友トラスト・
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券高金利ソブリンオープン 信用力が高く相対的に金利水準が高い複数の国の国債等に投資します。

損保ジャパン
日本興亜アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）
(円ヘッジありコース) <ヘンリー毎月> 主として各国政府・企業等が発行する外貨建ての変動金利債券等に分散投資します。

明治安田
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

パン・パシフィック外国債券
オープン

環太平洋先進諸国（アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド）の国債、
州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・オーストラリア
毎月分配型ファンド 豪ドル建ての公社債等に投資します。追加型投信

海外／債券

大和住銀
投信投資顧問

短期豪ドル債オープン
（毎月分配型） 豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品等に投資します。追加型投信

海外／債券

大和投資信託 追加型投信
海外／債券

ダイワ高格付カナダドル債
オープン（毎月分配型） カナダ・ドル建ての高格付けの公社債等（短期金融商品を含みます。）に投資します。

日興
アセットマネジメント世界のサイフ 主に外国籍ファンドへの投資を通じて、原則として相対的に高金利の

10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に投資します。
追加型投信
海外／債券

フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ

フランクリン・テンプルトン
米国政府証券ファンド
〈メイフラワー号〉

外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券
へ投資します。

追加型投信
海外／債券

日興
アセットマネジメントグリーン世銀債ファンド

グリーンボンド（世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、
原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用され
ます。）をはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信 追加型投信
海外／債券 主として国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての債券に投資します。

三菱UFJ国際機関債券ファンド
（毎月決算・
   ニュージーランドドル型）

明治安田
アセットマネジメント

高金利国際機関債ファンド
（毎月決算型）

信用力が高い国際機関等が発行するトルコ・ブラジル・南アフリカ・メキシコ・
オーストラリアの高金利通貨建債券に投資します。

追加型投信
海外／債券

日興
アセットマネジメント

高金利成長通貨ファンド
（毎月分配型）〈インカムグロース〉

国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とし、
原則として最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。

追加型投信
内外／債券

三菱UFJ国際投信グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型） 日本を含む先進主要国の政府または政府機関の発行する債券に投資します。追加型投信

内外／債券

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

オーストラリアＲＥＩＴ
ファンド（毎月決算型）

オーストラリアＲＥＩＴ
ファンド（年２回決算型）

○

MHAM J-REITアクティブオープン
毎月決算コース〈物件満彩〉

ドイチェ・
アセット・マネジメント

ＤＷＳユーロ・ハイ・
イールド債券ファンド（毎月分配型）
Ｂコース(円ヘッジなし)

主としてユーロ建てのハイ・イールド債券等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券

アセットマネジメントOne
DIAM ワールド・リート・
インカム・オープン（毎月決算
コース）〈世界家主倶楽部〉

日本を除く世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。追加型投信
海外／不動産投信

日興
アセットマネジメント

ラサール・グローバルREIT
ファンド（毎月分配型） 日本を含む世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。追加型投信

内外／不動産投信

アセットマネジメントOneDIAM アジア・オセアニア・
リートファンド

日本を含むアジア・オセアニア地域の金融商品取引所に上場している不動産投信（REIT）に
投資します。ただし、アジア・オセアニアの不動産関連の株式に投資する場合があります。

追加型投信
内外／不動産投信

新光US-REITオープン
〈ゼウス〉

アセットマネジメントOne 追加型投信
海外／不動産投信

米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券
（US-REIT）に実質的に投資します。

スカイオーシャン・
アセットマネジメント

追加型投信
海外／不動産投信 主として、オーストラリアのREIT（不動産投資信託証券）に投資します。

新光US-REITオープン（年１回決算型）
 <ゼウスⅡ（年１回決算型）>

アセットマネジメントOneDIAM割安日本株ファンド わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得を
目指します。

追加型投信
国内／株式

○

三菱UFJ国際投信
バリュー・ボンド・ファンド
〈為替ヘッジなし〉（年１回決算型）　
〈みらいの港（為替ヘッジなし・年１回）〉

世界の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券 ○

○

大和住銀投信投資顧問メキシコ債券オープン
（毎月分配型）＜アミーゴ＞

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、メキシコの国債・政府機関債および
国際機関債を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

ブラジル・ボンド・オープン
（毎月決算型）

大和投資信託 ブラジル・ボンド・マザーファンド受益証券を通じて、政府、政府関係機関等が
発行するブラジル・レアル建債券に投資します。

追加型投信
海外／債券ブラジル・ボンド・オープン

（年2回決算型）

三菱UFJ国際投信ピムコ ハイ・インカム
毎月分配型ファンド

日本を除く世界のハイ・イールド債に50％程度、投資適格債券に
50％程度投資します。

追加型投信
海外／債券

フィデリティ・USハイ・
イールド・ファンド

フィデリティ・ＵＳハイ・
イールド・ファンド（資産成長型）

主として米ドル建てのハイ・イールド債に投資します。フィデリティ投信 追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信ピムコ・グローバル・ハイイールド・
ファンド（毎月分配型） 主として世界各国のハイ・イールド債に投資します。追加型投信

海外／債券

ドイチェ・
アセット・マネジメント

DWSユーロ・ハイ・
イールド債券ファンド（毎月分配型）
Ａコース(円ヘッジあり)

主としてユーロ建てのハイ・イールド債券等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券

JPモルガン・
アセット・マネジメントJPM資源国債券ファンド 豊富な資源の輸出により、高い経済成長が期待できる資源国の債券に投資します。

原則として毎年1回、投資対象国を最低3か国決定し、基本国別配分比率を定めます。
追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信アジア・パシフィック・
ソブリン・オープン（毎月決算型）

日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン
債券を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

損保ジャパン日本興亜
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）
(円ヘッジなしコース) <ヘンリー毎月> 主として各国政府・企業等が発行する外貨建ての変動金利債券等に分散投資します。

ニッセイアセット
マネジメント

追加型投信
海外／債券

ニッセイ短期インド債券ファンド
（毎月決算型） インド・ルピー建ての債券等に投資します。

ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン
年１回決算コース
<物件満彩（年１回決算コース）>

アセットマネジメントOne 追加型投信
国内／不動産投信

わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券（J－REIT）を
主要投資対象とします。

三井住友アセット
マネジメント

アジア好利回り
リート・ファンド

追加型投信
海外／不動産投信 日本を除くアジア・オセアニア地域の取引所に上場している不動産投信（REIT）等に投資します。

大和投資信託ストックインデックス
ファンド225

日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以上に原則として
等株数投資を行い、日経225に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

○

○

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

日本復活成長株ファンド
〈ニッポンの輝〉

国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に
投資します。

追加型投信
国内／株式 ○

野村
アセットマネジメント

京都・滋賀インデックスファンド
〈京（みやこ）ファンド〉

京都府および滋賀県に本社を持つ上場企業および同地域に生産・製造拠点等を
持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式等に投資します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

大和投資信託ダイワJPX
日経400ファンド

東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の
動きに連動させることを目指します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

UBS
アセット・マネジメントUBS地方銀行株ファンド 流動性の高い銘柄で構成されるMSCIジャパン指数に採用されている

地方銀行の株式を主な投資対象とします。
追加型投信
国内／株式 ○

○追加型投信
海外／株式 主として米国の金融商品取引所に上場している株式に投資します。三井住友トラスト・

アセットマネジメント米国成長株式ファンド

SMTAMダウ・ジョーンズ
インデックスファンド ○三井住友トラスト・

アセットマネジメント

ダウ工業株30種平均株価（NYダウ）に採用されている米国の主要な株式
30銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）への投資を行い、NYダウ（円ベース）と
連動する投資成果を目標として運用します。

追加型投信
海外／株式／インデックス型

（平成29年7月1日現在） （平成29年7月1日現在）

JPモルガン・
アセット・マネジメント

JPM新興国ソブリン・
オープン 主に米ドル建ての新興国の政府または政府機関の発行する債券等に投資します。追加型投信

海外／債券

ワールド・インフラ
好配当株式ファンド（毎月決算型）
〈世界のかけ橋（毎月決算型）〉

ワールド・インフラ
好配当株式ファンド（成長型）
〈世界のかけ橋（成長型）〉

主として世界のインフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。アセットマネジメントOne 追加型投信
内外／株式

○
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投資信託業務

東京海上
アセットマネジメント

追加型投信
国内／債券

東京海上・円建て
投資適格債券ファンド
（毎月決算型）〈円債くん〉

東京海上・円建て
投資適格債券ファンド
（年2回決算型）
〈円債くん（年2回決算型）〉

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

大和投資信託 追加型投信
国内／債券

ダイワ日本国債ファンド
（毎月分配型）

追加型投信
内外／債券

日本及び世界のソブリン債等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクを低減しながら
安定的な収益の確保を図ります。日興アセットマネジメント円サポート

追加型投信
内外／債券

米国国債／政府機関債、米国高利回り社債、米国を除く先進国債券、エマージング債券
を主要な投資対象として分散投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ります。フィデリティ投信

フィデリティ・ストラテジック・
インカム・ファンドAコース
（為替ヘッジ付き）〈悠々債券〉

追加型投信
海外／債券

主として米ドル建ての新興国等の政府・政府機関または企業の発行する債券（エマージング・
マーケット債）等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減を図ります。野村アセットマネジメント野村新興国債券投信Aコース

（毎月分配型）

主として米ドル建てのハイ・イールド債に投資し、為替ヘッジにより為替リスクの低減
を図ります。

追加型投信
海外／債券フィデリティ投信

フィデリティ・ハイ・イールド・
ボンド・オープン　ポートフォリオB
（為替ヘッジあり）

追加型投信
内外／債券

原則として、国内公社債マザーファンド及びオーストラリア公社債マザーファンドを
通じて日本の公社債に70％、豪ドル建てのオーストラリアの公社債に30％投資します。アセットマネジメントOne

みずほ日本債券アドバンス
（豪ドル債券型）
〈ちょっとコアラ〉

「ダイワ日本国債マザーファンド」への投資を通じてわが国の国債に投資します。

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

コーポレート・ボンド・インカム
（為替ヘッジ型）〈泰平航路〉

主に米ドル建ての投資適格社債等に投資し、為替ヘッジにより為替リスクを
低減しながら安定的な値動きを維持しつつ、収益の確保を目指します。

明治安田外国債券
オープン〈夢実現〉

明治安田外国債券
オープン（毎月分配型）
〈夢実現（毎月分配型）〉 明治安田

アセットマネジメント
追加型投信
海外／債券 日本を除く世界主要国の国債を中心とする公社債等に投資します。

○

追加型投信
海外／債券 世界の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。三菱UFJ国際投信

バリュー・ボンド・ファンド
〈為替リスク軽減型〉（年１回決算型）　
〈みらいの港〉

○

三井住友トラスト・
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券高金利ソブリンオープン 信用力が高く相対的に金利水準が高い複数の国の国債等に投資します。

損保ジャパン
日本興亜アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）
(円ヘッジありコース) <ヘンリー毎月> 主として各国政府・企業等が発行する外貨建ての変動金利債券等に分散投資します。

明治安田
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

パン・パシフィック外国債券
オープン

環太平洋先進諸国（アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド）の国債、
州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・オーストラリア
毎月分配型ファンド 豪ドル建ての公社債等に投資します。追加型投信

海外／債券

大和住銀
投信投資顧問

短期豪ドル債オープン
（毎月分配型） 豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品等に投資します。追加型投信

海外／債券

大和投資信託 追加型投信
海外／債券

ダイワ高格付カナダドル債
オープン（毎月分配型） カナダ・ドル建ての高格付けの公社債等（短期金融商品を含みます。）に投資します。

日興
アセットマネジメント世界のサイフ 主に外国籍ファンドへの投資を通じて、原則として相対的に高金利の

10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に投資します。
追加型投信
海外／債券

フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ

フランクリン・テンプルトン
米国政府証券ファンド
〈メイフラワー号〉

外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的に米国ジニーメイ・パス・スルー証券
へ投資します。

追加型投信
海外／債券

日興
アセットマネジメントグリーン世銀債ファンド

グリーンボンド（世界銀行が発行する債券の一種で、債券発行で調達された資金は、
原則として新興国における地球温暖化防止対策プロジェクトへの貸付にのみ利用され
ます。）をはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信 追加型投信
海外／債券 主として国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての債券に投資します。

三菱UFJ国際機関債券ファンド
（毎月決算・
   ニュージーランドドル型）

明治安田
アセットマネジメント

高金利国際機関債ファンド
（毎月決算型）

信用力が高い国際機関等が発行するトルコ・ブラジル・南アフリカ・メキシコ・
オーストラリアの高金利通貨建債券に投資します。

追加型投信
海外／債券

日興
アセットマネジメント

高金利成長通貨ファンド
（毎月分配型）〈インカムグロース〉

国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨を投資対象とし、
原則として最上級の格付を有する短期のソブリン債券に投資します。

追加型投信
内外／債券

三菱UFJ国際投信グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型） 日本を含む先進主要国の政府または政府機関の発行する債券に投資します。追加型投信

内外／債券

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

オーストラリアＲＥＩＴ
ファンド（毎月決算型）

オーストラリアＲＥＩＴ
ファンド（年２回決算型）

○

MHAM J-REITアクティブオープン
毎月決算コース〈物件満彩〉

ドイチェ・
アセット・マネジメント

ＤＷＳユーロ・ハイ・
イールド債券ファンド（毎月分配型）
Ｂコース(円ヘッジなし)

主としてユーロ建てのハイ・イールド債券等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券

アセットマネジメントOne
DIAM ワールド・リート・
インカム・オープン（毎月決算
コース）〈世界家主倶楽部〉

日本を除く世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。追加型投信
海外／不動産投信

日興
アセットマネジメント

ラサール・グローバルREIT
ファンド（毎月分配型） 日本を含む世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。追加型投信

内外／不動産投信

アセットマネジメントOneDIAM アジア・オセアニア・
リートファンド

日本を含むアジア・オセアニア地域の金融商品取引所に上場している不動産投信（REIT）に
投資します。ただし、アジア・オセアニアの不動産関連の株式に投資する場合があります。

追加型投信
内外／不動産投信

新光US-REITオープン
〈ゼウス〉

アセットマネジメントOne 追加型投信
海外／不動産投信

米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券
（US-REIT）に実質的に投資します。

スカイオーシャン・
アセットマネジメント

追加型投信
海外／不動産投信 主として、オーストラリアのREIT（不動産投資信託証券）に投資します。

新光US-REITオープン（年１回決算型）
 <ゼウスⅡ（年１回決算型）>

アセットマネジメントOneDIAM割安日本株ファンド わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得を
目指します。

追加型投信
国内／株式

○

三菱UFJ国際投信
バリュー・ボンド・ファンド
〈為替ヘッジなし〉（年１回決算型）　
〈みらいの港（為替ヘッジなし・年１回）〉

世界の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券 ○

○

大和住銀投信投資顧問メキシコ債券オープン
（毎月分配型）＜アミーゴ＞

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、メキシコの国債・政府機関債および
国際機関債を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

ブラジル・ボンド・オープン
（毎月決算型）

大和投資信託 ブラジル・ボンド・マザーファンド受益証券を通じて、政府、政府関係機関等が
発行するブラジル・レアル建債券に投資します。

追加型投信
海外／債券ブラジル・ボンド・オープン

（年2回決算型）

三菱UFJ国際投信ピムコ ハイ・インカム
毎月分配型ファンド

日本を除く世界のハイ・イールド債に50％程度、投資適格債券に
50％程度投資します。

追加型投信
海外／債券

フィデリティ・USハイ・
イールド・ファンド

フィデリティ・ＵＳハイ・
イールド・ファンド（資産成長型）

主として米ドル建てのハイ・イールド債に投資します。フィデリティ投信 追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信ピムコ・グローバル・ハイイールド・
ファンド（毎月分配型） 主として世界各国のハイ・イールド債に投資します。追加型投信

海外／債券

ドイチェ・
アセット・マネジメント

DWSユーロ・ハイ・
イールド債券ファンド（毎月分配型）
Ａコース(円ヘッジあり)

主としてユーロ建てのハイ・イールド債券等を実質的な主要投資対象とします。追加型投信
海外／債券

JPモルガン・
アセット・マネジメントJPM資源国債券ファンド 豊富な資源の輸出により、高い経済成長が期待できる資源国の債券に投資します。

原則として毎年1回、投資対象国を最低3か国決定し、基本国別配分比率を定めます。
追加型投信
海外／債券

三菱UFJ国際投信アジア・パシフィック・
ソブリン・オープン（毎月決算型）

日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン
債券を中心に投資します。

追加型投信
海外／債券

損保ジャパン日本興亜
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）
(円ヘッジなしコース) <ヘンリー毎月> 主として各国政府・企業等が発行する外貨建ての変動金利債券等に分散投資します。

ニッセイアセット
マネジメント

追加型投信
海外／債券

ニッセイ短期インド債券ファンド
（毎月決算型） インド・ルピー建ての債券等に投資します。

ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン
年１回決算コース
<物件満彩（年１回決算コース）>

アセットマネジメントOne 追加型投信
国内／不動産投信

わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券（J－REIT）を
主要投資対象とします。

三井住友アセット
マネジメント

アジア好利回り
リート・ファンド

追加型投信
海外／不動産投信 日本を除くアジア・オセアニア地域の取引所に上場している不動産投信（REIT）等に投資します。

大和投資信託ストックインデックス
ファンド225

日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以上に原則として
等株数投資を行い、日経225に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

○

○

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

日本復活成長株ファンド
〈ニッポンの輝〉

国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に
投資します。

追加型投信
国内／株式 ○

野村
アセットマネジメント

京都・滋賀インデックスファンド
〈京（みやこ）ファンド〉

京都府および滋賀県に本社を持つ上場企業および同地域に生産・製造拠点等を
持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式等に投資します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

大和投資信託ダイワJPX
日経400ファンド

東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の
動きに連動させることを目指します。

追加型投信
国内／株式／インデックス型 ○

UBS
アセット・マネジメントUBS地方銀行株ファンド 流動性の高い銘柄で構成されるMSCIジャパン指数に採用されている

地方銀行の株式を主な投資対象とします。
追加型投信
国内／株式 ○

○追加型投信
海外／株式 主として米国の金融商品取引所に上場している株式に投資します。三井住友トラスト・

アセットマネジメント米国成長株式ファンド

SMTAMダウ・ジョーンズ
インデックスファンド ○三井住友トラスト・

アセットマネジメント

ダウ工業株30種平均株価（NYダウ）に採用されている米国の主要な株式
30銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）への投資を行い、NYダウ（円ベース）と
連動する投資成果を目標として運用します。

追加型投信
海外／株式／インデックス型

（平成29年7月1日現在） （平成29年7月1日現在）

JPモルガン・
アセット・マネジメント

JPM新興国ソブリン・
オープン 主に米ドル建ての新興国の政府または政府機関の発行する債券等に投資します。追加型投信

海外／債券

ワールド・インフラ
好配当株式ファンド（毎月決算型）
〈世界のかけ橋（毎月決算型）〉

ワールド・インフラ
好配当株式ファンド（成長型）
〈世界のかけ橋（成長型）〉

主として世界のインフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。アセットマネジメントOne 追加型投信
内外／株式

○

資
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分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

追加型投信
内外／資産複合

日興
アセットマネジメント

財産3分法ファンド（不動産・
債券・株式）毎月分配型

日本の不動産投信（J-REIT）、海外の債券（高金利海外債券、日本を除く先進国海外
債券）、日本の株式（日経225）等の3つの異なる資産に分散投資します。

追加型投信
海外／資産複合

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・グローバル・プラス
（毎月分配型） 日本を除く世界主要国の公社債および株式に分散投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

追加型投信
内外／資産複合大和投資信託

京都応援バランスファンド
（隔月分配型）
〈きらめきストーリー〉

京都府企業の株式（株式公開企業に限ります）および海外の政府または
政府機関の発行する債券（ソブリン債）等に分散投資します。

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

追加型投信
海外／株式

新興国好配当株式ファンド
（毎月分配型）〈エマージング･スター〉

外国投資信託証券への投資を通じて、新興国株式の中から配当利回りの水準に
着目して好配当株式へ投資します。

○

JPMエマージング株式ファンド
（毎月決算型）〈成長果実〉 追加型投信

海外／株式 世界の新興国で上場または取引されている株式等に投資します。JPモルガン・
アセット・マネジメント

JPMエマージング株式ファンド

追加型投信
海外／株式

JPM・BRICS5・ファンド
〈ブリックス・ファイブ〉

JPモルガン・
アセット・マネジメント

BRICS（ブラジル・ロシア・インド・中国および南アフリカ）のいずれかで
上場または取引されている株式等に投資します。

○

○

○

追加型投信
内外／資産複合アセットマネジメントOne投資のソムリエ 主に日本や先進国の債券・株式に加え、今後の経済成長が期待できる新興国の債券・株式、

高利回りが期待できるリートに分散投資します。 ○

追加型投信
海外／株式

アジア・ヘルスケア
株式ファンド

日興
アセットマネジメント

中長期的に高い成長が見込まれる、アジア（日本を除く）のヘルスケア関連株式などを
主要投資対象とします。

東京海上・円資産バランスファンド
（毎月決算型）<円奏会> 追加型投信

国内／資産複合
東京海上

アセットマネジメント 主として、国内の複数の資産（債券、株式、REIT）に分散投資します。
東京海上・円資産バランスファンド
（年１回決算型）<円奏会（年１回決算型）>

○

○スカイオーシャン・コアラップ
（安定型） 追加型投信

内外／資産複合
スカイオーシャン・
アセットマネジメント

投資対象ファンドを通じて、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、
これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。スカイオーシャン・コアラップ

（成長型）

追加型投信
海外／株式

中華圏株式ファンド
（毎月分配型）〈チャイワン〉

日興
アセットマネジメント 中国経済圏（中国、香港、台湾）の株式に投資します。

マニュライフ・変動高金利戦略
ファンドAコース（為替ヘッジあり・毎月）
〈アメリカン・フロート〉

マニュライフ・変動高金利戦略
ファンドBコース（為替ヘッジなし・毎月）
〈アメリカン・フロート〉

追加型投信
海外／その他資産（貸付債権）

マニュライフ・
アセット・マネジメント 主として変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資します。

追加型投信
内外／その他資産（転換社債） 主として、外国籍投資信託への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資します。UBS

アセット・マネジメント

UBSグローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジあり）

UBSグローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジなし）

投資信託業務

追加型投信
海外／株式HSBC チャイナ オープン

HSBCチャイナマザーファンドへの投資を通じて、中国の証券取引所に上場する
株式等に投資します。HSBC投信

追加型投信
海外／株式HSBC投信HSBC インド オープン HSBCインドマザーファンドへの投資を通じて、インドの証券取引所に上場する

株式等に投資します。

追加型投信
海外／株式HSBC投信HSBC ブラジル オープン

HSBCブラジルマザーファンドへの投資を通じて、ブラジルの証券取引所に上場する
株式等に投資します。

追加型投信
海外／株式

マニュライフ・
アセット・マネジメント

マニュライフ・米国銀行株式ファンド
＜アメリカン・バンク＞ 主として、米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。

追加型投信
海外／株式アセットマネジメントOne 米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を

目指します。

野村アセットマネジメント 追加型投信
海外／その他資産

米国エネルギー革命関連ファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
<エネルギーレボリューション>

米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP
（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を実質的な主要投資対象とします。

外国籍ファンドへの投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株（電力・ガス・
水道等を提供する企業が発行する株式）等に投資します。ピクテ投信投資顧問ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

（毎月分配型）
追加型投信
内外／株式

追加型投信
内外／資産複合

ニッセイ
アセットマネジメント

内外の株式・債券・不動産投信等に分散投資し、安定した収益の確保を重視した
運用します。

ニッセイセカンドライフ応援ファンド 
毎月分配型

ニッセイセカンドライフ応援ファンド 
成長重視型

外国籍ファンドへの投資を通じて、主に世界の資源株（エネルギー関連株、鉱山株、
金鉱株）に投資します。

追加型投信
海外／株式

ブラックロック・
ジャパン

ブラックロック
天然資源株ファンド

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（毎月決算型）為替ヘッジあり
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（毎月決算型）為替ヘッジなし
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（年１回決算型）為替ヘッジあり
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（年１回決算型）為替ヘッジなし
＜ゴールデンルーキー＞

日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行い、
日経225に連動する投資成果を目指します。

日経225ノーロード
オープン アセットマネジメントOne 追加型投信

国内／株式／インデックス型

わが国の証券取引所上場株式の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄に
投資します。

好配当日本株式オープン
〈好配当ニッポン〉

野村
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式

主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている
銘柄を中心に投資し、ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、
当該指数に連動した投資成果を目指して運用します。

香港ハンセン指数
ファンド

追加型投信
海外／株式／インデックス型

三井住友
アセットマネジメント

EU（欧州連合）加盟国の高格付けの国債に投資します。三井住友・ヨーロッパ
国債ファンド

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを
めざして運用します。

米国国債ファンド
為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和投資信託 追加型投信

海外／債券

わが国の証券取引所に上場している小型株を中心とした株式に投資します。野村小型株オープン 野村
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式

世界高金利
分散債券ファンド
〈ボンドクルーズ〉

野村
アセットマネジメント

追加型投信
内外／債券

先進主要国のうち信用力が高く相対的に金利が高い国のソブリン債、新興国債券
（現地通貨建て）、世界の主要通貨建てのハイ・イールド債（高利回り事業債）等に
投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

●ダイレクトバンキング専用商品 （平成29年7月1日現在）

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／資産複合

三井住友・アジア・オセアニア
好配当株式オープン
〈椰子の実〉

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投信（REIT）等に
投資します。

ＢＮＹメロン・新興国
ハイインカム・バランス
（毎月分配型） 〈エマージング・バランス〉

ＢＮＹメロン・新興国
ハイインカム・バランス
（年１回決算型） 〈エマージング・バランス（年１決算）〉

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

現地通貨建て新興国ソブリン債券に約70％、新興国好配当株式に約30％投資します。
投資環境によって±10％の範囲内で調整します。

追加型投信
海外／資産複合

追加型投信
内外／株式

世界のプレミアム・ブランド企業の株式等に特定の銘柄、国や通貨に
集中せず、投資します。ピクテ投信投資顧問ピクテ・プレミアム・ブランド・

ファンド（3カ月決算型）

大和住銀投信
投資顧問

グローバル好配当株
オープン 相対的に高い配当利回りを実現している世界各国の株式等へ投資します。追加型投信

内外／株式

ロボット・
テクノロジー関連株
ファンド－ロボテック－

追加型投信
内外／株式 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。大和投資信託 ○

○

追加型投信
内外／資産複合

スカイオーシャン・
アセットマネジメントブレンドシックス 主として、収益が期待できる6つの資産を投資対象とし、

基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指します。 ○

○
三井住友トラスト

アセットマネジメント
追加型投信

内外／資産複合
国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、
これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。

コア投資戦略ファンド（安定型）
＜コアラップ（安定型）＞

コア投資戦略ファンド（成長型）
＜コアラップ（成長型）＞

○

日興
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、
基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指します。

ファイン・ブレンド
（毎月分配型）

ファイン・ブレンド
（資産成長型）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（安定コース）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（分配コース）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（成長コース）

追加型投信
内外／資産複合アセットマネジメントOne 世界の魅力ある「8つの資産」を投資対象として、世界の資産および地域（通貨）へ

広く分散投資します。

○

○

○

○

○

欧州不動産戦略ファンド
（3カ月決算型）〈ＯＨ！シャンゼリゼ〉

○

○

○

追加型投信
海外／資産複合 欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式を主要投資対象とします。アセットマネジメントOne

欧州不動産戦略ファンド
（年１回決算型）〈ＯＨ！シャンゼリゼ〉

グローバル・
アロケーション・
オープン

Ａコース

追加型投信
海外／資産複合

世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の
獲得を目指します。アセットマネジメントOne

Bコース

Cコース

Dコース

追加型投信
海外／資産複合

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます。）、
ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投信（REIT）
を含む投資信託証券に投資します。

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
（毎月分配型）

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
（年２回決算型） ○

（平成29年7月1日現在） （平成29年7月1日現在）

追加型投信
海外／資産複合

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・オーストラリア
高配当株ファンド（毎月分配型）

主にオーストラリアの証券取引所に上場している高配当株式および不動産投資信託を
含む投資信託証券に投資します。

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

主として、ヘルスケア施設に関連する世界各国の不動産投資信託（REIT）
および株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。ヘルスケア・リート・プラス
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分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

追加型投信
内外／資産複合

日興
アセットマネジメント

財産3分法ファンド（不動産・
債券・株式）毎月分配型

日本の不動産投信（J-REIT）、海外の債券（高金利海外債券、日本を除く先進国海外
債券）、日本の株式（日経225）等の3つの異なる資産に分散投資します。

追加型投信
海外／資産複合

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・グローバル・プラス
（毎月分配型） 日本を除く世界主要国の公社債および株式に分散投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

追加型投信
内外／資産複合大和投資信託

京都応援バランスファンド
（隔月分配型）
〈きらめきストーリー〉

京都府企業の株式（株式公開企業に限ります）および海外の政府または
政府機関の発行する債券（ソブリン債）等に分散投資します。

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

追加型投信
海外／株式

新興国好配当株式ファンド
（毎月分配型）〈エマージング･スター〉

外国投資信託証券への投資を通じて、新興国株式の中から配当利回りの水準に
着目して好配当株式へ投資します。

○

JPMエマージング株式ファンド
（毎月決算型）〈成長果実〉 追加型投信

海外／株式 世界の新興国で上場または取引されている株式等に投資します。JPモルガン・
アセット・マネジメント

JPMエマージング株式ファンド

追加型投信
海外／株式

JPM・BRICS5・ファンド
〈ブリックス・ファイブ〉

JPモルガン・
アセット・マネジメント

BRICS（ブラジル・ロシア・インド・中国および南アフリカ）のいずれかで
上場または取引されている株式等に投資します。

○

○

○

追加型投信
内外／資産複合アセットマネジメントOne投資のソムリエ 主に日本や先進国の債券・株式に加え、今後の経済成長が期待できる新興国の債券・株式、

高利回りが期待できるリートに分散投資します。 ○

追加型投信
海外／株式

アジア・ヘルスケア
株式ファンド

日興
アセットマネジメント

中長期的に高い成長が見込まれる、アジア（日本を除く）のヘルスケア関連株式などを
主要投資対象とします。

東京海上・円資産バランスファンド
（毎月決算型）<円奏会> 追加型投信

国内／資産複合
東京海上

アセットマネジメント 主として、国内の複数の資産（債券、株式、REIT）に分散投資します。
東京海上・円資産バランスファンド
（年１回決算型）<円奏会（年１回決算型）>

○

○スカイオーシャン・コアラップ
（安定型） 追加型投信

内外／資産複合
スカイオーシャン・
アセットマネジメント

投資対象ファンドを通じて、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、
これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。スカイオーシャン・コアラップ

（成長型）

追加型投信
海外／株式

中華圏株式ファンド
（毎月分配型）〈チャイワン〉

日興
アセットマネジメント 中国経済圏（中国、香港、台湾）の株式に投資します。

マニュライフ・変動高金利戦略
ファンドAコース（為替ヘッジあり・毎月）
〈アメリカン・フロート〉

マニュライフ・変動高金利戦略
ファンドBコース（為替ヘッジなし・毎月）
〈アメリカン・フロート〉

追加型投信
海外／その他資産（貸付債権）

マニュライフ・
アセット・マネジメント 主として変動金利の米ドル建て銀行貸付債権に投資します。

追加型投信
内外／その他資産（転換社債） 主として、外国籍投資信託への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資します。UBS

アセット・マネジメント

UBSグローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジあり）

UBSグローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジなし）

投資信託業務

追加型投信
海外／株式HSBC チャイナ オープン

HSBCチャイナマザーファンドへの投資を通じて、中国の証券取引所に上場する
株式等に投資します。HSBC投信

追加型投信
海外／株式HSBC投信HSBC インド オープン HSBCインドマザーファンドへの投資を通じて、インドの証券取引所に上場する

株式等に投資します。

追加型投信
海外／株式HSBC投信HSBC ブラジル オープン

HSBCブラジルマザーファンドへの投資を通じて、ブラジルの証券取引所に上場する
株式等に投資します。

追加型投信
海外／株式

マニュライフ・
アセット・マネジメント

マニュライフ・米国銀行株式ファンド
＜アメリカン・バンク＞ 主として、米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。

追加型投信
海外／株式アセットマネジメントOne 米国の株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を

目指します。

野村アセットマネジメント 追加型投信
海外／その他資産

米国エネルギー革命関連ファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
<エネルギーレボリューション>

米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP
（マスター・リミテッド・パートナーシップ）を実質的な主要投資対象とします。

外国籍ファンドへの投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株（電力・ガス・
水道等を提供する企業が発行する株式）等に投資します。ピクテ投信投資顧問ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド

（毎月分配型）
追加型投信
内外／株式

追加型投信
内外／資産複合

ニッセイ
アセットマネジメント

内外の株式・債券・不動産投信等に分散投資し、安定した収益の確保を重視した
運用します。

ニッセイセカンドライフ応援ファンド 
毎月分配型

ニッセイセカンドライフ応援ファンド 
成長重視型

外国籍ファンドへの投資を通じて、主に世界の資源株（エネルギー関連株、鉱山株、
金鉱株）に投資します。

追加型投信
海外／株式

ブラックロック・
ジャパン

ブラックロック
天然資源株ファンド

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（毎月決算型）為替ヘッジあり
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（毎月決算型）為替ヘッジなし
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（年１回決算型）為替ヘッジあり
＜ゴールデンルーキー＞

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド
（年１回決算型）為替ヘッジなし
＜ゴールデンルーキー＞

日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行い、
日経225に連動する投資成果を目指します。

日経225ノーロード
オープン アセットマネジメントOne 追加型投信

国内／株式／インデックス型

わが国の証券取引所上場株式の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄に
投資します。

好配当日本株式オープン
〈好配当ニッポン〉

野村
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式

主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている
銘柄を中心に投資し、ハンセン指数（円換算ベース）をベンチマークとして、
当該指数に連動した投資成果を目指して運用します。

香港ハンセン指数
ファンド

追加型投信
海外／株式／インデックス型

三井住友
アセットマネジメント

EU（欧州連合）加盟国の高格付けの国債に投資します。三井住友・ヨーロッパ
国債ファンド

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを
めざして運用します。

米国国債ファンド
為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和投資信託 追加型投信

海外／債券

わが国の証券取引所に上場している小型株を中心とした株式に投資します。野村小型株オープン 野村
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式

世界高金利
分散債券ファンド
〈ボンドクルーズ〉

野村
アセットマネジメント

追加型投信
内外／債券

先進主要国のうち信用力が高く相対的に金利が高い国のソブリン債、新興国債券
（現地通貨建て）、世界の主要通貨建てのハイ・イールド債（高利回り事業債）等に
投資します。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

●ダイレクトバンキング専用商品 （平成29年7月1日現在）

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
海外／資産複合

三井住友・アジア・オセアニア
好配当株式オープン
〈椰子の実〉

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投信（REIT）等に
投資します。

ＢＮＹメロン・新興国
ハイインカム・バランス
（毎月分配型） 〈エマージング・バランス〉

ＢＮＹメロン・新興国
ハイインカム・バランス
（年１回決算型） 〈エマージング・バランス（年１決算）〉

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

現地通貨建て新興国ソブリン債券に約70％、新興国好配当株式に約30％投資します。
投資環境によって±10％の範囲内で調整します。

追加型投信
海外／資産複合

追加型投信
内外／株式

世界のプレミアム・ブランド企業の株式等に特定の銘柄、国や通貨に
集中せず、投資します。ピクテ投信投資顧問ピクテ・プレミアム・ブランド・

ファンド（3カ月決算型）

大和住銀投信
投資顧問

グローバル好配当株
オープン 相対的に高い配当利回りを実現している世界各国の株式等へ投資します。追加型投信

内外／株式

ロボット・
テクノロジー関連株
ファンド－ロボテック－

追加型投信
内外／株式 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資します。大和投資信託 ○

○

追加型投信
内外／資産複合

スカイオーシャン・
アセットマネジメントブレンドシックス 主として、収益が期待できる6つの資産を投資対象とし、

基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指します。 ○

○
三井住友トラスト
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、
これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。

コア投資戦略ファンド（安定型）
＜コアラップ（安定型）＞

コア投資戦略ファンド（成長型）
＜コアラップ（成長型）＞

○

日興
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、
基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指します。

ファイン・ブレンド
（毎月分配型）

ファイン・ブレンド
（資産成長型）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（安定コース）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（分配コース）

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（成長コース）

追加型投信
内外／資産複合アセットマネジメントOne 世界の魅力ある「8つの資産」を投資対象として、世界の資産および地域（通貨）へ

広く分散投資します。

○

○

○

○

○

欧州不動産戦略ファンド
（3カ月決算型）〈ＯＨ！シャンゼリゼ〉

○

○

○

追加型投信
海外／資産複合 欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式を主要投資対象とします。アセットマネジメントOne

欧州不動産戦略ファンド
（年１回決算型）〈ＯＨ！シャンゼリゼ〉

グローバル・
アロケーション・
オープン

Ａコース

追加型投信
海外／資産複合

世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の
獲得を目指します。アセットマネジメントOne

Bコース

Cコース

Dコース

追加型投信
海外／資産複合

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます。）、
ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投信（REIT）
を含む投資信託証券に投資します。

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
（毎月分配型）

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
（年２回決算型） ○

（平成29年7月1日現在） （平成29年7月1日現在）

追加型投信
海外／資産複合

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

LM・オーストラリア
高配当株ファンド（毎月分配型）

主にオーストラリアの証券取引所に上場している高配当株式および不動産投資信託を
含む投資信託証券に投資します。

三井住友
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

主として、ヘルスケア施設に関連する世界各国の不動産投資信託（REIT）
および株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。ヘルスケア・リート・プラス

資
料
編

63



資料編

生命保険代理店業務

一時払がん医療終身保険 メディフィットがんバリュー メディケア生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈一時払がん医療終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

ふるは～とＬ＜介護プラン＞/
ふるは～とＬ

住友生命保険

家族をつなぐ終身保険 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険

しあわせの階段 明治安田生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈平準払終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

平準払終身保険

変額年金保険

定額年金保険（一時払）

定額年金保険（平準払）

第一フロンティア生命保険

日本生命保険

プレミアジャンプ3・年金（外貨建）

デュアルドリーム【外貨建】

プレミアストーリー【外貨建】 第一フロンティア生命保険

三大陸【外貨建】 メットライフ生命保険

みらい応援歌
虹色きっぷ

東京海上日動あんしん生命保険

たのしみ未来/たのしみ未来＜学資積立プラン＞
明治安田生命保険
住友生命保険

こだわり個人年金（外貨建） マニュライフ生命

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈個人年金保険〉 （平成29年7月1日現在）

一時払終身保険

夢のかたちプラス
エブリバディ
ふるは～とＳアドバンス
ふるは～とＷステップ
ふるは～とJロードプラス
プレミアレシーブ（円建）
みんなにやさしい終身保険
ロングドリームＧＯＬＤ【外貨建】
しあわせ、ずっと【外貨建】
やさしさ、つなぐ【円建】【外貨建】
サニーガーデンＥＸ【外貨建】
ビーウィズユープラス【外貨建】
プレミアジャンプ2・終身（円建）【変額】

日本生命保険
明治安田生命保険
住友生命保険
住友生命保険
住友生命保険

第一フロンティア生命保険
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険

日本生命保険
三井住友海上プライマリー生命保険
三井住友海上プライマリー生命保険
メットライフ生命保険
メットライフ生命保険

第一フロンティア生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈一時払終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、特別勘定（投資信託
等）の運用実績によって年金受取額が変動する商品です。当行ではお
客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。
契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、年金受取額があらかじめ定められた商品
です。払込保険料を年金原資として積み立て、定められた時期に毎年所定の年金が支払わ
れます。当行ではお客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。
保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、払込保険料を年金原
資として積み立て、定められた年齢に達すると毎年所定の年金が支払
われます。当行ではお客さまのニーズに合わせ4商品をご用意させて
いただいております。

契約時に保険料を一括で払い込むタイプで、死亡保障が一生
涯続き、死亡時に死亡保険金が支払われる商品です。当行で
はお客さまのニーズに合わせ13商品をご用意させていただい
ております。

契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、がんによる入院・手術等を保
障する商品です。がんによる入院・手術等の際には、給付金が支払われます。
また、死亡保障が一生涯続き、死亡時には死亡保険金が支払われます。

保険料を「月払」や「年払」、ご契約時にまとめて払い込み
ができる「全期前納」等により払い込むタイプで、死亡保障
が一生涯続き、死亡時に死亡保険金が支払われる商品です。
当行ではお客さまのニーズに合わせ3商品をご用意させてい
ただいております。

医療保険

がん保険
がん治療支援保険NEO 東京海上日動あんしん生命保険

ビリーブ オリックス生命保険
新・健康のお守り

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
三井住友海上あいおい生命保険
メディケア生命保険
メディケア生命保険

フェミニーヌneo
&LIFE　新医療保険Aプラス
メディフィットＡ
メディフィットリターン

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社
〈がん保険・医療保険〉

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
新・健康のお守りハート 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険

（平成29年7月1日現在）

保険料を「月払」や「年払」で払い込むタイプで、病気やケ
ガによる入院・手術等を保障する商品です。病気やケガによ
る入院・手術等の際には、給付金が支払われます。当行では
お客さまのニーズに合わせ6商品をご用意させていただいて
おります。

保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、がんによる入院・手術等を保障する商
品です。がんに罹患した際の診断給付金を始め、入院・手術等の際にも給付金が支払われ
ます。当行ではお客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。

収入保障保険 家族のお守り 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社
〈収入保障保険〉 （平成29年7月1日現在）

保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、定められた年齢に達する
までに死亡した場合、定められた年齢まで毎年所定の年金が支払われます。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

日本を除く世界各国の不動産投信（REIT）に投資することにより、Ｓ＆Ｐグローバルリート
インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
海外／不動産投信

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイグローバルリート
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント ○

ニッセイ
アセットマネジメント

追加型投信
国内／不動産投信

国内の金融商品取引所に上場している不動産投信（J-REIT）に投資することにより、
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイＪリート
インデックスファンド

○

追加型投信
海外／債券

日本を除く主要国の国債に投資することにより、
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ外国債券
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント ○

ニッセイ
アセットマネジメント

追加型投信
国内／債券

日本の公社債に投資することにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに
連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ国内債券
インデックスファンド

○

●インターネットバンキング専用商品

投資信託業務
（平成29年7月1日現在）

損害保険代理店業務

商品の特徴共同引受会社取扱商品 幹事保険会社
（共同保険方式）

トータルアシスト住まいの保険 東京海上日動火災保険

〈住宅関連長期火災保険〉 （平成29年7月1日現在）

新築費・新品価格基準で保険金額を設定し、損害額をそのまま
保険金としてお支払いする新価・実損払いの火災保険です。

損害保険ジャパン日本興亜
三井住友海上火災保険

信託代理店業務

内容取扱業務

土地信託
（不動産管理信託を含む）

年金信託
　［厚生年金基金信託］
　［確定給付企業年金信託］

金銭債権信託

※信託代理店契約締結先……三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託
●信託代理店業務は次の本部部署でお取扱いしています。
　営業本部法人コンサルティング室、資産活用コンサルティング室
●信託代理店業務のご相談については、お取引店から営業本部法人コンサルティング室、資産活用コンサルティング室へのお取り次ぎとなっております。

投資家が信託銀行に金銭を信託し、信託銀行が投資家の運用指図に基づいて売買を行います。
有価証券の管理、決算事務等を信託銀行が行いますので事務負担の軽減にもなります。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

企業型確定拠出年金の掛金の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。
信託財産は、加入者の運用指図をとりまとめた記録関連運営管理機関の通知に基づき運営管理されます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

信託銀行が会社法上の株主名簿管理人の地位に就任し、株式会社に代わって株主名簿を管理するとともに、株主と会社との間
に立って、名義書換等、株式に関する諸手続きや事務の一切を処理する業務です。
これにより、株式会社は大幅に事務処理の軽減を図ることができます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

教育資金贈与信託 祖父母さまなどからお孫さまなどへ教育資金を一括贈与した場合に、贈与税が非課税となる信託商品です。
※「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

オーダーメイド個人信託
「一括給付信託」「葬儀費用信託」
「暦年贈与支援信託」

生前お世話になった方に、簡単・確実に資金を残したい場合や、葬儀費用のことで相続人に迷惑をかけたくない、
簡単に贈与手続きを行いたい等、お客さまの要望に応じて金銭を信託するオーダーメイド型の信託商品です。
※「朝日信託」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

相続関連業務
　［遺言信託］
　［遺産整理業務］

遺言書作成にかかるご相談から遺言書の保管、遺言の執行までを、信託銀行・信託会社が一連の業務として行います。
お客さま（相続人）からのご依頼を受けて、信託銀行・信託会社が財産目録の作成や遺産分割協議書に基づく
遺産分割手続き等の相続手続きを行います。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。
※「朝日信託」との相続関連業務に関する業務提携契約に基づき、当行が契約締結の媒介を行うものです。

商取引等により発生した売掛金などの金銭債権を信託銀行に信託し、その信託受益権を投資家に販売して
資金を調達する制度です。
※「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の締結の媒介を行うものです。

特別障がい者の将来の生活安定と財産管理をはかるために、親族や篤志家が金銭等の財産を信託銀行・信託会社に信託し、
信託銀行・信託会社が特別障がい者に生活費や医療費として定期的に金銭をお支払いします。
この場合、6,000万円までの贈与については贈与税が非課税となる優遇措置を受けられます。

財産を信託銀行に信託し、公益目的（奨学金交付、学術研究、国際交流等）のために役立てる制度です。
公益信託の手続き運営は信託銀行が行います。
社会的意義が高いことから、一定の要件を満たすと税制面での優遇措置を受けられます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

従業員の福利厚生、老後の生活安定のため、企業が年金給付にあてる資金を信託する制度です。
年金制度の管理、運営の事務も併せて委託するため企業にとっては事務負担の軽減にもなります。
資金負担の平準化、掛金の全額損金算入のメリットもあります。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

大切な土地を手放さずに有効利用をはかる方法です。土地所有者が土地を信託し、信託銀行・信託会社が有効利用の企画から
資金の調達、建物の建設および賃貸、保守管理などを行い、収益を信託配当として土地所有者に交付するものです。

（平成29年7月1日現在）

○日本を除く主要先進国の株式に投資することにより
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
海外／株式

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ外国株式
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント

○
「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」を主要投資対象とします。
各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する
投資成果を目指します。

追加型投信
内外／資産複合／
インデックス型

＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ・インデックス
バランスファンド（4資産均等型）

ニッセイ
アセットマネジメント

○日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果を目指します。ニッセイ日経２２５
インデックスファンド

追加型投信
国内／株式

ニッセイ
アセットマネジメント
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資料編

生命保険代理店業務

一時払がん医療終身保険 メディフィットがんバリュー メディケア生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈一時払がん医療終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

ふるは～とＬ＜介護プラン＞/
ふるは～とＬ

住友生命保険

家族をつなぐ終身保険 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険

しあわせの階段 明治安田生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈平準払終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

平準払終身保険

変額年金保険

定額年金保険（一時払）

定額年金保険（平準払）

第一フロンティア生命保険

日本生命保険

プレミアジャンプ3・年金（外貨建）

デュアルドリーム【外貨建】

プレミアストーリー【外貨建】 第一フロンティア生命保険

三大陸【外貨建】 メットライフ生命保険

みらい応援歌
虹色きっぷ

東京海上日動あんしん生命保険

たのしみ未来/たのしみ未来＜学資積立プラン＞
明治安田生命保険
住友生命保険

こだわり個人年金（外貨建） マニュライフ生命

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈個人年金保険〉 （平成29年7月1日現在）

一時払終身保険

夢のかたちプラス
エブリバディ
ふるは～とＳアドバンス
ふるは～とＷステップ
ふるは～とJロードプラス
プレミアレシーブ（円建）
みんなにやさしい終身保険
ロングドリームＧＯＬＤ【外貨建】
しあわせ、ずっと【外貨建】
やさしさ、つなぐ【円建】【外貨建】
サニーガーデンＥＸ【外貨建】
ビーウィズユープラス【外貨建】
プレミアジャンプ2・終身（円建）【変額】

日本生命保険
明治安田生命保険
住友生命保険
住友生命保険
住友生命保険

第一フロンティア生命保険
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険

日本生命保険
三井住友海上プライマリー生命保険
三井住友海上プライマリー生命保険
メットライフ生命保険
メットライフ生命保険

第一フロンティア生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社

〈一時払終身保険〉 （平成29年7月1日現在）

契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、特別勘定（投資信託
等）の運用実績によって年金受取額が変動する商品です。当行ではお
客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。
契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、年金受取額があらかじめ定められた商品
です。払込保険料を年金原資として積み立て、定められた時期に毎年所定の年金が支払わ
れます。当行ではお客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。
保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、払込保険料を年金原
資として積み立て、定められた年齢に達すると毎年所定の年金が支払
われます。当行ではお客さまのニーズに合わせ4商品をご用意させて
いただいております。

契約時に保険料を一括で払い込むタイプで、死亡保障が一生
涯続き、死亡時に死亡保険金が支払われる商品です。当行で
はお客さまのニーズに合わせ13商品をご用意させていただい
ております。

契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、がんによる入院・手術等を保
障する商品です。がんによる入院・手術等の際には、給付金が支払われます。
また、死亡保障が一生涯続き、死亡時には死亡保険金が支払われます。

保険料を「月払」や「年払」、ご契約時にまとめて払い込み
ができる「全期前納」等により払い込むタイプで、死亡保障
が一生涯続き、死亡時に死亡保険金が支払われる商品です。
当行ではお客さまのニーズに合わせ3商品をご用意させてい
ただいております。

医療保険

がん保険
がん治療支援保険NEO 東京海上日動あんしん生命保険

ビリーブ オリックス生命保険
新・健康のお守り

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
三井住友海上あいおい生命保険
メディケア生命保険
メディケア生命保険

フェミニーヌneo
&LIFE　新医療保険Aプラス
メディフィットＡ
メディフィットリターン

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社
〈がん保険・医療保険〉

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
新・健康のお守りハート 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険

（平成29年7月1日現在）

保険料を「月払」や「年払」で払い込むタイプで、病気やケ
ガによる入院・手術等を保障する商品です。病気やケガによ
る入院・手術等の際には、給付金が支払われます。当行では
お客さまのニーズに合わせ6商品をご用意させていただいて
おります。

保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、がんによる入院・手術等を保障する商
品です。がんに罹患した際の診断給付金を始め、入院・手術等の際にも給付金が支払われ
ます。当行ではお客さまのニーズに合わせ2商品をご用意させていただいております。

収入保障保険 家族のお守り 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険

商品の特徴保険の種類 取扱商品 引受保険会社
〈収入保障保険〉 （平成29年7月1日現在）

保険料を「月払」や「年払」等で払い込むタイプで、定められた年齢に達する
までに死亡した場合、定められた年齢まで毎年所定の年金が支払われます。

分類  商品の特徴（投資対象） 積立運用会社販売取扱商品

日本を除く世界各国の不動産投信（REIT）に投資することにより、Ｓ＆Ｐグローバルリート
インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
海外／不動産投信

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイグローバルリート
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント ○

ニッセイ
アセットマネジメント

追加型投信
国内／不動産投信

国内の金融商品取引所に上場している不動産投信（J-REIT）に投資することにより、
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイＪリート
インデックスファンド

○

追加型投信
海外／債券

日本を除く主要国の国債に投資することにより、
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ外国債券
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント ○

ニッセイ
アセットマネジメント

追加型投信
国内／債券

日本の公社債に投資することにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに
連動する投資成果を目指します。

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ国内債券
インデックスファンド

○

●インターネットバンキング専用商品

投資信託業務
（平成29年7月1日現在）

損害保険代理店業務

商品の特徴共同引受会社取扱商品 幹事保険会社
（共同保険方式）

トータルアシスト住まいの保険 東京海上日動火災保険

〈住宅関連長期火災保険〉 （平成29年7月1日現在）

新築費・新品価格基準で保険金額を設定し、損害額をそのまま
保険金としてお支払いする新価・実損払いの火災保険です。

損害保険ジャパン日本興亜
三井住友海上火災保険

信託代理店業務

内容取扱業務

土地信託
（不動産管理信託を含む）

年金信託
　［厚生年金基金信託］
　［確定給付企業年金信託］

金銭債権信託

※信託代理店契約締結先……三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行・朝日信託
●信託代理店業務は次の本部部署でお取扱いしています。
　営業本部法人コンサルティング室、資産活用コンサルティング室
●信託代理店業務のご相談については、お取引店から営業本部法人コンサルティング室、資産活用コンサルティング室へのお取り次ぎとなっております。

投資家が信託銀行に金銭を信託し、信託銀行が投資家の運用指図に基づいて売買を行います。
有価証券の管理、決算事務等を信託銀行が行いますので事務負担の軽減にもなります。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

企業型確定拠出年金の掛金の運用について、お客さまが特定指図する信託契約です。
信託財産は、加入者の運用指図をとりまとめた記録関連運営管理機関の通知に基づき運営管理されます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

信託銀行が会社法上の株主名簿管理人の地位に就任し、株式会社に代わって株主名簿を管理するとともに、株主と会社との間
に立って、名義書換等、株式に関する諸手続きや事務の一切を処理する業務です。
これにより、株式会社は大幅に事務処理の軽減を図ることができます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

教育資金贈与信託 祖父母さまなどからお孫さまなどへ教育資金を一括贈与した場合に、贈与税が非課税となる信託商品です。
※「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

オーダーメイド個人信託
「一括給付信託」「葬儀費用信託」
「暦年贈与支援信託」

生前お世話になった方に、簡単・確実に資金を残したい場合や、葬儀費用のことで相続人に迷惑をかけたくない、
簡単に贈与手続きを行いたい等、お客さまの要望に応じて金銭を信託するオーダーメイド型の信託商品です。
※「朝日信託」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

相続関連業務
　［遺言信託］
　［遺産整理業務］

遺言書作成にかかるご相談から遺言書の保管、遺言の執行までを、信託銀行・信託会社が一連の業務として行います。
お客さま（相続人）からのご依頼を受けて、信託銀行・信託会社が財産目録の作成や遺産分割協議書に基づく
遺産分割手続き等の相続手続きを行います。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。
※「朝日信託」との相続関連業務に関する業務提携契約に基づき、当行が契約締結の媒介を行うものです。

商取引等により発生した売掛金などの金銭債権を信託銀行に信託し、その信託受益権を投資家に販売して
資金を調達する制度です。
※「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の締結の媒介を行うものです。

特別障がい者の将来の生活安定と財産管理をはかるために、親族や篤志家が金銭等の財産を信託銀行・信託会社に信託し、
信託銀行・信託会社が特別障がい者に生活費や医療費として定期的に金銭をお支払いします。
この場合、6,000万円までの贈与については贈与税が非課税となる優遇措置を受けられます。

財産を信託銀行に信託し、公益目的（奨学金交付、学術研究、国際交流等）のために役立てる制度です。
公益信託の手続き運営は信託銀行が行います。
社会的意義が高いことから、一定の要件を満たすと税制面での優遇措置を受けられます。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

従業員の福利厚生、老後の生活安定のため、企業が年金給付にあてる資金を信託する制度です。
年金制度の管理、運営の事務も併せて委託するため企業にとっては事務負担の軽減にもなります。
資金負担の平準化、掛金の全額損金算入のメリットもあります。
※「三菱UFJ信託銀行」「三井住友信託銀行」との信託契約代理店委託契約に基づき、当行が信託契約の媒介を行うものです。

大切な土地を手放さずに有効利用をはかる方法です。土地所有者が土地を信託し、信託銀行・信託会社が有効利用の企画から
資金の調達、建物の建設および賃貸、保守管理などを行い、収益を信託配当として土地所有者に交付するものです。

（平成29年7月1日現在）

○日本を除く主要先進国の株式に投資することにより
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

追加型投信
海外／株式

〈購入・換金手数料なし〉
ニッセイ外国株式
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント

○
「国内株式」「国内債券」「外国株式」「外国債券」を主要投資対象とします。
各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する
投資成果を目指します。

追加型投信
内外／資産複合／
インデックス型

＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイ・インデックス
バランスファンド（4資産均等型）

ニッセイ
アセットマネジメント

○日経平均株価（225種・東証）に連動する投資成果を目指します。ニッセイ日経２２５
インデックスファンド

追加型投信
国内／株式

ニッセイ
アセットマネジメント
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内容項目
当行のキャッシュカードを利用して全国の加盟店でお買物代金のお支払いができるサービスです。
ご利用代金はお客さまの口座から即時に引き落としされます。
先進のセキュリティを備えたICキャッシュカードと当行発行のクレジットカードを1枚にした多機能カードです。
預金の引出し・デビットカード機能等キャッシュカードとしての機能だけでなく国内・海外でのショッピング・キャッシング
とさまざまな場面でご利用いただけます。
「JCB」、「DC VISA」、「DC Master」の3ブランドを取扱っております。
従業員の皆さまの給与から天引きした地方税について、当行が代わって納入書を作成し、ご指定の日に預金口座から
自動引き落としにより納付します。
お客さまの預金口座から資金を定期的に引き出し、お客さまの別の口座に資金を自動的に集中・配分します。
月々一定の金額をお客さまの口座から引き出し、決まった先へ自動的に送金します。
仕送り、家賃・駐車場料金・各種会費の送金などに便利です。
売掛金額等を集金先の預金口座から定期的に引き出し、お客さまの口座に自動的に入金します。
集金先の預金口座が他行庫（ゆうちょ銀行を含む）の場合でも、そのお取引金融機関から口座振替により売上代金等を
回収（集金）します。
手形・小切手帳を発行する場合に､あらかじめお届けいただいた記名判を振出人欄に印刷してお渡しします。
大手警備会社などと提携し、集配金を行うサービスです。
有価証券、貴金属、実印、権利証などの貴重品の管理が安全確実に行えます。
売上代金などを銀行の営業時間終了後でも安全・確実にお預かりし、翌営業日にお客さまの預金口座に入金します。
お客さまの仕入先がお客さまに対して保有する売掛債権を当行が一括して買い取ることにより、お客さまの手形振出等に係る
事務負担の軽減や印紙代の節約が可能となります。
また、支払期日前に資金を必要とする仕入先に対して当行が資金調達手段を提供します。

全国の主要コンビニエンスストアと提携し、年中無休24時間体制で、売上代金等を回収（集金）するサービスです。
お客さまの販売先から振込が行われた場合に、振込まれる資金を「振込専用支店」（振込入金専用の仮想支店）の口座を
通過させることで、振込人の特定を簡単かつ確実に行います。
お客さまの納付書による公共料金や地方税の支払いを口座振替に切替えていただくことで、事務処理を削減し、資金を
効率的に運用いただけます。
三井住友銀行と提携し、世界36通貨の外貨キャッシュをご指定の時間帯・場所へ宅配便によりお届けします。
当行ホームページからお申込みを受付しています。

その他業務

でんさいサービス 手形・振込に代わる新しい決済手段です。ご利用目的に応じて「債務者利用」、「債権者利用」の各形態をご選択いただけます。
「記録請求」、「債権情報照会」、「でんさい割引」、「でんさい担保」の各サービスをご利用いただけます。（一部サービスのご利用には別途所定の審査が必要です。）

国際業務

内容項目

外貨建融資（インパクトローン）

外国送金

外貨両替

外国からの送金

外国向送金

現金（キャッシュ）

米ドルなどの外貨建のご融資をお取扱いしています。 

外為関連保証 貿易関連の保証や海外における現地借入のための保証をお取扱いしています。

輸出関係 輸出信用状の通知、輸出手形・小切手の買取り・取立てなどをお取扱いしています。

輸入関係

京銀アジアデスク

輸入信用状の開設、輸入手形の決済などをお取扱いしています。

先物為替予約・通貨オプション 輸出入決済等のお取引にご使用される先物為替予約・通貨オプションをお取扱いしています。

電信送金をお取扱いしています。

京銀アジアデスクでは、香港駐在員事務所、上海駐在員事務所、大連駐在員事務所、バンコク駐在員事務所との連携により、
海外進出サポート、海外ビジネスマッチング、海外現地法人向け直接貸付（クロスボーダーローン）等に関するご相談を承っています。

米ドルなどの主要外国通貨をお取扱いしています。

海外の送金人に対して、送金の受取銀行として当行支店名や口座番号などを指定していただきますと、
外国からの送金をスムーズにお受け取りいただけます。

エレクトロニックバンキングサービス

内容サービスの種類

お客さまのパソコンにより、本社と支社・営業所の資金を効率的に集中・配分・調整していただけます。

インターネットに接続できるパソコンがあれば、専用ソフトや専用パソコンなしで、振込入金、入出金明細や預金残高をご照
会いただけるとともに、給与振込、総合振込、地方税納入データをお客さまから当行へお送りいただくことで、振込や地方税
の納入がご利用いただけます。また、でんさい、税金・各種料金の払込みや外国為替取引の受付・照会がご利用いただけます。

専用ソフトをインストールしたパソコンと当行のコンピューターをインターネットで接続し、パソコンサービス同様、振込入
金、入出金明細や預金残高をご照会いただけるとともに、給与振込、総合振込、地方税の納入がご利用いただけます。

振込のご連絡や預金残高などを電話によってコンピューターが直接お客さまに音声でお知らせするサービスです。ダイヤルフォン、
プッシュフォンどちらでもご利用になれます。なお、プッシュフォンでは、当行本支店あての振込や振替がご利用いただけます。

お客さまのファクシミリと当行のコンピューターを通信回線で結び、普通預金、当座預金の振込入金、入出金明細や
預金残高のご照会にファクシミリでご連絡、お答えするとともに、当行本支店あての振込や振替がご利用いただけます。

お客さまのパソコンと当行のコンピューターを通信回線で結び、振込入金、入出金明細や預金残高をご照会いただけるとともに
給与振込、総合振込、外国向送金データをお客さまから当行へお送りいただくことで、振込や外国向送金がご利用いただけます。〈京銀〉パソコンサービス

ファクシミリサービス

テレフォンサービス

資金集中管理サービス

〈京銀〉新パソコンサービス

京銀インターネットEBサービス

上場・大企業向け

中堅・中小企業向け

確定拠出年金（401k）向け運用商品提供業務

内容項目
個別企業毎・グループごとに確定拠出年金を導入される企業向けに、運用商品提供機関として、預金・投資信託等の確定拠出
年金向け運用商品をお取扱いしています。
制度をパッケージ化し、制度運営にかかる各種事務負担・コストを軽減することで、中堅・中小企業のみなさまにも導入が
容易な「京銀・ニッセイ総合型401k年金プラン」をお取扱いしています。

個人向け パッケージ商品として「京銀・ニッセイ個人型コース」をお取扱いしております。

企業型

個人型

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

ダイレクトバンキングサービス

サービスの種類

京銀
ダイレクトバンキング

テレフォンバンキング

インターネットバンキング

スマートフォンバンキング

内容
ご家庭やオフィスの電話で、残高や入出金明細のご照会、振込・振替、定期預金のお預入れ、
外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託のご購入、住所変更手続などのお取引が
できます。

モバイルバンキング iモード・EZweb・Yahoo！ケータイに対応する携帯電話で、残高や入出金明細のご照会、
振込・振替、税金・各種料金の払込みなどのお取引ができます。

スマートフォンで、残高や入出金明細のご照会、振込・振替、税金・各種料金の払込み、
定期預金のお預入れ、外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託のご購入、
投資信託自動積立のお申込み、住所変更手続きなどのお取引ができます。

パソコンからインターネットを通じて残高や入出金明細のご照会、振込・振替、税金・各種
料金の払込み、定期預金のお預入れ、外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託の
ご購入、投資信託自動積立のお申込み、住所変更手続などのお取引ができます。

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

外貨宅配サービス

公共料金明細サービス

入金照合サービス

コンビニ収納サービス

夜間預金金庫
貸金庫・貸保護函
集配金サービス
記名判印刷サービス

集金代行サービス

自動会計サービス

定額自動送金サービス

資金集中・配分サービス

地方税納入サービス

京都カード ネオ

デビットカード・サービス

買掛金一括ファクタリング
サービス

証券業務

内容項目

公共債の窓口販売

社債発行は長期安定資金の有力な調達手段です。
当行では社債管理の受託、担保の受託および社債の引受を行うことによってお客さまの社債発行ニーズにお応えしています。
証券会社の一部の商品・サービスにつきまして、お取次ぎしております。（提携証券会社…京銀証券・野村證券・大和証券）

既に発行済みの公共債の売買をお取扱いしています。
公共債の取扱種類および振替決済口座制度の適用については窓口販売と同じです。

超長期国債（期間20年）、長期利付国債（期間10年）、中期利付国債（期間2年・5年）、個人向け利付国債（固定3年・固定5年・変動10年）
および公募地方債（期間5年・10年）、共同発行市場公募地方債（10年）、ミニ公募地方債（5年）の新規発行債の窓口販売を
お取扱いしています。ご購入にあたっては、振替決済口座制度が適用され、元利金は自動的にお客さまのご指定口座に振り
込まれます。

ディーリング業務

社債受託・引受業務

金融商品仲介業務

（平成29年7月1日現在）
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内容項目
当行のキャッシュカードを利用して全国の加盟店でお買物代金のお支払いができるサービスです。
ご利用代金はお客さまの口座から即時に引き落としされます。
先進のセキュリティを備えたICキャッシュカードと当行発行のクレジットカードを1枚にした多機能カードです。
預金の引出し・デビットカード機能等キャッシュカードとしての機能だけでなく国内・海外でのショッピング・キャッシング
とさまざまな場面でご利用いただけます。
「JCB」、「DC VISA」、「DC Master」の3ブランドを取扱っております。
従業員の皆さまの給与から天引きした地方税について、当行が代わって納入書を作成し、ご指定の日に預金口座から
自動引き落としにより納付します。
お客さまの預金口座から資金を定期的に引き出し、お客さまの別の口座に資金を自動的に集中・配分します。
月々一定の金額をお客さまの口座から引き出し、決まった先へ自動的に送金します。
仕送り、家賃・駐車場料金・各種会費の送金などに便利です。
売掛金額等を集金先の預金口座から定期的に引き出し、お客さまの口座に自動的に入金します。
集金先の預金口座が他行庫（ゆうちょ銀行を含む）の場合でも、そのお取引金融機関から口座振替により売上代金等を
回収（集金）します。
手形・小切手帳を発行する場合に､あらかじめお届けいただいた記名判を振出人欄に印刷してお渡しします。
大手警備会社などと提携し、集配金を行うサービスです。
有価証券、貴金属、実印、権利証などの貴重品の管理が安全確実に行えます。
売上代金などを銀行の営業時間終了後でも安全・確実にお預かりし、翌営業日にお客さまの預金口座に入金します。
お客さまの仕入先がお客さまに対して保有する売掛債権を当行が一括して買い取ることにより、お客さまの手形振出等に係る
事務負担の軽減や印紙代の節約が可能となります。
また、支払期日前に資金を必要とする仕入先に対して当行が資金調達手段を提供します。

全国の主要コンビニエンスストアと提携し、年中無休24時間体制で、売上代金等を回収（集金）するサービスです。
お客さまの販売先から振込が行われた場合に、振込まれる資金を「振込専用支店」（振込入金専用の仮想支店）の口座を
通過させることで、振込人の特定を簡単かつ確実に行います。
お客さまの納付書による公共料金や地方税の支払いを口座振替に切替えていただくことで、事務処理を削減し、資金を
効率的に運用いただけます。
三井住友銀行と提携し、世界36通貨の外貨キャッシュをご指定の時間帯・場所へ宅配便によりお届けします。
当行ホームページからお申込みを受付しています。

その他業務

でんさいサービス 手形・振込に代わる新しい決済手段です。ご利用目的に応じて「債務者利用」、「債権者利用」の各形態をご選択いただけます。
「記録請求」、「債権情報照会」、「でんさい割引」、「でんさい担保」の各サービスをご利用いただけます。（一部サービスのご利用には別途所定の審査が必要です。）

国際業務

内容項目

外貨建融資（インパクトローン）

外国送金

外貨両替

外国からの送金

外国向送金

現金（キャッシュ）

米ドルなどの外貨建のご融資をお取扱いしています。 

外為関連保証 貿易関連の保証や海外における現地借入のための保証をお取扱いしています。

輸出関係 輸出信用状の通知、輸出手形・小切手の買取り・取立てなどをお取扱いしています。

輸入関係

京銀アジアデスク

輸入信用状の開設、輸入手形の決済などをお取扱いしています。

先物為替予約・通貨オプション 輸出入決済等のお取引にご使用される先物為替予約・通貨オプションをお取扱いしています。

電信送金をお取扱いしています。

京銀アジアデスクでは、香港駐在員事務所、上海駐在員事務所、大連駐在員事務所、バンコク駐在員事務所との連携により、
海外進出サポート、海外ビジネスマッチング、海外現地法人向け直接貸付（クロスボーダーローン）等に関するご相談を承っています。

米ドルなどの主要外国通貨をお取扱いしています。

海外の送金人に対して、送金の受取銀行として当行支店名や口座番号などを指定していただきますと、
外国からの送金をスムーズにお受け取りいただけます。

エレクトロニックバンキングサービス

内容サービスの種類

お客さまのパソコンにより、本社と支社・営業所の資金を効率的に集中・配分・調整していただけます。

インターネットに接続できるパソコンがあれば、専用ソフトや専用パソコンなしで、振込入金、入出金明細や預金残高をご照
会いただけるとともに、給与振込、総合振込、地方税納入データをお客さまから当行へお送りいただくことで、振込や地方税
の納入がご利用いただけます。また、でんさい、税金・各種料金の払込みや外国為替取引の受付・照会がご利用いただけます。

専用ソフトをインストールしたパソコンと当行のコンピューターをインターネットで接続し、パソコンサービス同様、振込入
金、入出金明細や預金残高をご照会いただけるとともに、給与振込、総合振込、地方税の納入がご利用いただけます。

振込のご連絡や預金残高などを電話によってコンピューターが直接お客さまに音声でお知らせするサービスです。ダイヤルフォン、
プッシュフォンどちらでもご利用になれます。なお、プッシュフォンでは、当行本支店あての振込や振替がご利用いただけます。

お客さまのファクシミリと当行のコンピューターを通信回線で結び、普通預金、当座預金の振込入金、入出金明細や
預金残高のご照会にファクシミリでご連絡、お答えするとともに、当行本支店あての振込や振替がご利用いただけます。

お客さまのパソコンと当行のコンピューターを通信回線で結び、振込入金、入出金明細や預金残高をご照会いただけるとともに
給与振込、総合振込、外国向送金データをお客さまから当行へお送りいただくことで、振込や外国向送金がご利用いただけます。〈京銀〉パソコンサービス

ファクシミリサービス

テレフォンサービス

資金集中管理サービス

〈京銀〉新パソコンサービス

京銀インターネットEBサービス

上場・大企業向け

中堅・中小企業向け

確定拠出年金（401k）向け運用商品提供業務

内容項目
個別企業毎・グループごとに確定拠出年金を導入される企業向けに、運用商品提供機関として、預金・投資信託等の確定拠出
年金向け運用商品をお取扱いしています。
制度をパッケージ化し、制度運営にかかる各種事務負担・コストを軽減することで、中堅・中小企業のみなさまにも導入が
容易な「京銀・ニッセイ総合型401k年金プラン」をお取扱いしています。

個人向け パッケージ商品として「京銀・ニッセイ個人型コース」をお取扱いしております。

企業型

個人型

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

ダイレクトバンキングサービス

サービスの種類

京銀
ダイレクトバンキング

テレフォンバンキング

インターネットバンキング

スマートフォンバンキング

内容
ご家庭やオフィスの電話で、残高や入出金明細のご照会、振込・振替、定期預金のお預入れ、
外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託のご購入、住所変更手続などのお取引が
できます。

モバイルバンキング iモード・EZweb・Yahoo！ケータイに対応する携帯電話で、残高や入出金明細のご照会、
振込・振替、税金・各種料金の払込みなどのお取引ができます。

スマートフォンで、残高や入出金明細のご照会、振込・振替、税金・各種料金の払込み、
定期預金のお預入れ、外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託のご購入、
投資信託自動積立のお申込み、住所変更手続きなどのお取引ができます。

パソコンからインターネットを通じて残高や入出金明細のご照会、振込・振替、税金・各種
料金の払込み、定期預金のお預入れ、外貨普通預金・外貨定期預金のお預入れ、投資信託の
ご購入、投資信託自動積立のお申込み、住所変更手続などのお取引ができます。

（平成29年7月1日現在）

（平成29年7月1日現在）

外貨宅配サービス

公共料金明細サービス

入金照合サービス

コンビニ収納サービス

夜間預金金庫
貸金庫・貸保護函
集配金サービス
記名判印刷サービス

集金代行サービス

自動会計サービス

定額自動送金サービス

資金集中・配分サービス

地方税納入サービス

京都カード ネオ

デビットカード・サービス

買掛金一括ファクタリング
サービス

証券業務

内容項目

公共債の窓口販売

社債発行は長期安定資金の有力な調達手段です。
当行では社債管理の受託、担保の受託および社債の引受を行うことによってお客さまの社債発行ニーズにお応えしています。
証券会社の一部の商品・サービスにつきまして、お取次ぎしております。（提携証券会社…京銀証券・野村證券・大和証券）

既に発行済みの公共債の売買をお取扱いしています。
公共債の取扱種類および振替決済口座制度の適用については窓口販売と同じです。

超長期国債（期間20年）、長期利付国債（期間10年）、中期利付国債（期間2年・5年）、個人向け利付国債（固定3年・固定5年・変動10年）
および公募地方債（期間5年・10年）、共同発行市場公募地方債（10年）、ミニ公募地方債（5年）の新規発行債の窓口販売を
お取扱いしています。ご購入にあたっては、振替決済口座制度が適用され、元利金は自動的にお客さまのご指定口座に振り
込まれます。

ディーリング業務

社債受託・引受業務

金融商品仲介業務

（平成29年7月1日現在）
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●金種指定出金手数料
一万円札を除いた紙幣・硬貨のお受取枚数 お取扱１件あたりの手数料

無料

108円

324円

432円

1,000枚毎に432円を加算

（1,001枚の場合は864円）

1～49枚

50～100枚

101～500枚

501～1,000枚

1,001枚以上

※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●硬貨入金手数料
硬貨の入金枚数 窓口でのお取扱１件あたりの手数料

無料

432円

1,000枚毎に432円を加算

（1,001枚の場合は864円）

1～500枚

501～1,000枚

1,001枚以上

※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●不動産担保事務手数料
54,000円

10,800円

不動産担保の新規設定、追加設定

一部抹消、全部抹消、債務者変更、
根抵当権の極度額変更、順位変更、
譲受、譲渡、開発許可承諾
※対象となる上記お取扱いが複数件ある場合は、該当する件数分の手数料が必要と
なります。

※住宅ローン、ホーム・ラン・ローン等の各種個人向けローンにつきましては、上記手
数料の対象外です。

●円貨両替手数料
無料
100円
200円

無料
108円
324円
432円

1,000枚毎に432円を加算
（1,001枚の場合は864円）

ご両替後のお受取枚数
（紙幣＋硬貨）

1～49枚
50～100枚
101～500枚
501～1,000枚

お取扱枚数

円貨両替機
（1回）

窓口（1件）

1～49枚
50～100枚
101～1,000枚

・1回のご両替は、最大1,000枚までとなります。

●手形・小切手用紙発行手数料

手　形

小切手

　　　　　　　　50枚綴1冊　2,160円
　　　　　　　　50枚綴1冊　2,160円
　　　　　　　　  1枚　　　　 540円
 （割賦販売通知書1枚当たり　3,240円）
　　　　　　　　50枚綴1冊　1,080円
　　　　　　　　25枚綴1冊   　540円
　　　　　 　　　　 1枚　　　  540円
　　　　　 　　　　 1回　　  5,400円

約 　 束 　 手 　 形
為 　 替 　 手 　 形
マ ル 専 手 形 用 紙
（口 座 開 設）
一 般 当 座 小 切 手
パーソナルチェック
自 己 宛 小 切 手
記 名 判 登 録 料

●代金取立・組戻料等諸手数料

代金取立手数料

組戻料等諸手数料

1通
1通
1通
1件
1通
1通
1通

（注1）

（注2）

216円
432円
864円
648円
864円
864円
648円

同一手形交換地域内

同一手形交換地域外

送金・振込組戻料
取立手形組戻手数料
不渡手形返却料
取立手形店頭呈示料

当行本支店あて
他行あて

（注1）取立のため受託店から発送済の場合に限ります。
（注2）別途実費をお支払いいただく場合があります。

1,001枚以上

・お取扱枚数は、「ご持参いただいた紙幣・硬貨の合計枚数」と「ご両替後お受取り
になる紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれか多い方となります。
※同一金種の新券への交換につきましても、手数料は上記のとおりとなります。
※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●ローン関係手数料
54,000円

32,400円

10,800円

54,000円

54,000円

54,000円タイプＡ

タイプＢ

取扱手数料（1件）

（注） 既存分のうち「根抵当権型」で貸越極度設定のある場合のみ必要となります。

5,400円

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン
京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン
京銀住宅リフォームローン
京銀無担保住宅ローン
京銀借換えローン

・次のいずれかに該当する場合は、無料といたします。
　・ご完済時のお借入残高が300万円未満
　・ご完済日から約定の最終返済日までの残存期間が1年未満
　・お借入日からの経過年数、または、前回条件変更日（固定金利特約の再選択を含みます）からの経過年数が6か月未満
　・お借入日からの経過年数が7年超
・株式会社セディナ保証住宅ローンの繰上完済については、別途32,400円が必要となります。（返戻保証料から差し引きとなります。）

5,400円

5,400円

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン
京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン
京銀住宅リフォームローン
京銀無担保住宅ローン
京銀借換えローン 

条件変更手数料（1件）

・上記①～⑥の条件変更につきましては、同時に複数の条件変更を行われる場合、1件分の手数料（5,400円）となります。
・次のいずれかに該当する場合は、無料といたします。
　・インターネットバンキングによる住宅ローン一部繰上返済
　・100万円以上の一部繰上返済およびそれに伴う返済額変更ならびに返済期間変更　
　・条件変更後のお借入残高が300万円未満
　・条件変更日から最終返済日までの残存期間が1年未満
　

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン

固定金利特約再選択手数料（1件）

・お借入当初の固定金利特約選択についての手数料は不要です。
・固定金利特約再選択時のお借入残高が300万円未満の場合は、固定金利特約再選択手数料を無料といたします。
※条件変更と固定金利特約の再選択を同時に行う場合は、条件変更手数料5,400円＋固定金利特約再選択手数料5,400円＝合計10,800円が必要になります。

京銀住宅ローン フラット35
ご融資金額×2.16％

京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン

京銀マンションローン（京都信用保証サービス株式会社保証）

京銀ホーム・ラン・ローン
（京都信用保証サービス株式会社保証）

京銀住宅ローン

初回

2回目以降（注）　

繰上完済手数料（1件）

主な手数料 （平成29年7月1日現在、下記手数料は、消費税込みの金額です。）

●振込手数料
他行あて当行本支店あて当行同一店あて

648円
864円
324円
540円
432円
648円
324円
540円
432円
648円
432円
648円

324円
540円
108円
216円
108円
324円
108円
216円
108円
324円
108円
324円

216円
432円
無料
無料
108円
324円
無料
無料
108円
108円
無料
無料

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

窓口ご利用の場合

EBサービス・インターネットEBサービス・
定額自動送金サービス・MT・FD

1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件

キャッシュカード扱い

現金扱い

テレフォン（自動音声対応）
インターネット・スマートフォン・モバイル

テレフォン
（オペレーター対応）

ATMご利用の場合

京銀ダイレクトバンキング
ご利用の場合

【MT：磁気テープ、FD：フロッピーディスク】

※視覚等に障がいがありATMのご利用が困難なお客さまが窓口をご利用になった場合には、ＡＴＭをご利用になった場合と同額としております。
※定額自動送金については、送金1回につき、上記振込手数料に加えて別途108円の取扱手数料が必要となります。
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●金種指定出金手数料
一万円札を除いた紙幣・硬貨のお受取枚数 お取扱１件あたりの手数料

無料

108円

324円

432円

1,000枚毎に432円を加算

（1,001枚の場合は864円）

1～49枚

50～100枚

101～500枚

501～1,000枚

1,001枚以上

※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●硬貨入金手数料
硬貨の入金枚数 窓口でのお取扱１件あたりの手数料

無料

432円

1,000枚毎に432円を加算

（1,001枚の場合は864円）

1～500枚

501～1,000枚

1,001枚以上

※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●不動産担保事務手数料
54,000円

10,800円

不動産担保の新規設定、追加設定

一部抹消、全部抹消、債務者変更、
根抵当権の極度額変更、順位変更、
譲受、譲渡、開発許可承諾
※対象となる上記お取扱いが複数件ある場合は、該当する件数分の手数料が必要と
なります。
※住宅ローン、ホーム・ラン・ローン等の各種個人向けローンにつきましては、上記手
数料の対象外です。

●円貨両替手数料
無料
100円
200円

無料
108円
324円
432円

1,000枚毎に432円を加算
（1,001枚の場合は864円）

ご両替後のお受取枚数
（紙幣＋硬貨）

1～49枚
50～100枚
101～500枚
501～1,000枚

お取扱枚数

円貨両替機
（1回）

窓口（1件）

1～49枚
50～100枚
101～1,000枚

・1回のご両替は、最大1,000枚までとなります。

●手形・小切手用紙発行手数料

手　形

小切手

　　　　　　　　50枚綴1冊　2,160円
　　　　　　　　50枚綴1冊　2,160円
　　　　　　　　  1枚　　　　 540円
 （割賦販売通知書1枚当たり　3,240円）
　　　　　　　　50枚綴1冊　1,080円
　　　　　　　　25枚綴1冊   　540円
　　　　　 　　　　 1枚　　　  540円
　　　　　 　　　　 1回　　  5,400円

約 　 束 　 手 　 形
為 　 替 　 手 　 形
マ ル 専 手 形 用 紙
（口 座 開 設）
一 般 当 座 小 切 手
パーソナルチェック
自 己 宛 小 切 手
記 名 判 登 録 料

●代金取立・組戻料等諸手数料

代金取立手数料

組戻料等諸手数料

1通
1通
1通
1件
1通
1通
1通

（注1）

（注2）

216円
432円
864円
648円
864円
864円
648円

同一手形交換地域内

同一手形交換地域外

送金・振込組戻料
取立手形組戻手数料
不渡手形返却料
取立手形店頭呈示料

当行本支店あて
他行あて

（注1）取立のため受託店から発送済の場合に限ります。
（注2）別途実費をお支払いいただく場合があります。

1,001枚以上

・お取扱枚数は、「ご持参いただいた紙幣・硬貨の合計枚数」と「ご両替後お受取り
になる紙幣・硬貨の合計枚数」のいずれか多い方となります。

※同一金種の新券への交換につきましても、手数料は上記のとおりとなります。
※同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質
　的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
　また、店頭以外で受付する場合につきましても、手数料は上記のとおりとなります。

●ローン関係手数料
54,000円

32,400円

10,800円

54,000円

54,000円

54,000円タイプＡ

タイプＢ

取扱手数料（1件）

（注） 既存分のうち「根抵当権型」で貸越極度設定のある場合のみ必要となります。

5,400円

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン
京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン
京銀住宅リフォームローン
京銀無担保住宅ローン
京銀借換えローン

・次のいずれかに該当する場合は、無料といたします。
　・ご完済時のお借入残高が300万円未満
　・ご完済日から約定の最終返済日までの残存期間が1年未満
　・お借入日からの経過年数、または、前回条件変更日（固定金利特約の再選択を含みます）からの経過年数が6か月未満
　・お借入日からの経過年数が7年超
・株式会社セディナ保証住宅ローンの繰上完済については、別途32,400円が必要となります。（返戻保証料から差し引きとなります。）

5,400円

5,400円

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン
京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン
京銀住宅リフォームローン
京銀無担保住宅ローン
京銀借換えローン 

条件変更手数料（1件）

・上記①～⑥の条件変更につきましては、同時に複数の条件変更を行われる場合、1件分の手数料（5,400円）となります。
・次のいずれかに該当する場合は、無料といたします。
　・インターネットバンキングによる住宅ローン一部繰上返済
　・100万円以上の一部繰上返済およびそれに伴う返済額変更ならびに返済期間変更　
　・条件変更後のお借入残高が300万円未満
　・条件変更日から最終返済日までの残存期間が1年未満
　

京銀住宅ローン
京銀ホーム・ラン・ローン
京銀マンションローン

固定金利特約再選択手数料（1件）

・お借入当初の固定金利特約選択についての手数料は不要です。
・固定金利特約再選択時のお借入残高が300万円未満の場合は、固定金利特約再選択手数料を無料といたします。
※条件変更と固定金利特約の再選択を同時に行う場合は、条件変更手数料5,400円＋固定金利特約再選択手数料5,400円＝合計10,800円が必要になります。

京銀住宅ローン フラット35
ご融資金額×2.16％

京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン

京銀マンションローン（京都信用保証サービス株式会社保証）

京銀ホーム・ラン・ローン
（京都信用保証サービス株式会社保証）

京銀住宅ローン

初回

2回目以降（注）　

繰上完済手数料（1件）

主な手数料 （平成29年7月1日現在、下記手数料は、消費税込みの金額です。）

●振込手数料
他行あて当行本支店あて当行同一店あて

648円
864円
324円
540円
432円
648円
324円
540円
432円
648円
432円
648円

324円
540円
108円
216円
108円
324円
108円
216円
108円
324円
108円
324円

216円
432円
無料
無料
108円
324円
無料
無料
108円
108円
無料
無料

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

窓口ご利用の場合

EBサービス・インターネットEBサービス・
定額自動送金サービス・MT・FD

1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件

キャッシュカード扱い

現金扱い

テレフォン（自動音声対応）
インターネット・スマートフォン・モバイル

テレフォン
（オペレーター対応）

ATMご利用の場合

京銀ダイレクトバンキング
ご利用の場合

【MT：磁気テープ、FD：フロッピーディスク】

※視覚等に障がいがありATMのご利用が困難なお客さまが窓口をご利用になった場合には、ＡＴＭをご利用になった場合と同額としております。
※定額自動送金については、送金1回につき、上記振込手数料に加えて別途108円の取扱手数料が必要となります。
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●金融経済環境
　当連結会計年度のわが国経済は、未曽有の金融緩和政策
が続く中、雇用・所得環境の改善の下でも根強い節約志向
が続いたほか、円高進行や海外経済の減速による輸出の伸
び悩みなどから、停滞感を強める中でスタートいたしまし
た。しかしながら、期後半からは、米国の政策運営に対す
る期待などから円安へと反転し、海外経済の持ち直しとと
もに輸出主導で企業業績が底固く推移したほか、堅調な公
共投資や、株高・都市圏での地価上昇による資産効果も下
支えとなり、個人消費の伸び悩みという課題を残しつつも、
全体としては緩やかな回復へと向かいました。ただ、企業
の設備投資についてはなお慎重姿勢が続き、仕入価格上昇
や人手不足の深刻化、欧米の政治情勢に対する懸念など、
先行きに対する不透明感も高まる中で期を終えることとな
りました。

●営業の経過および成果
　このような環境のもと、当行グループは、第５次中期経
営計画「ビジョン75　いい銀行づくり」（平成26年度～28
年度）の最終年度として、計画に掲げる営業戦略、人材戦
略、業務改革戦略に沿った諸施策を推進した結果、当連結
会計年度の業績は次のとおりとなりました。

（経営成績）
　連結経常収益は、資金運用収益を中心に前連結会計年度
比22億83百万円減少し、1,104億６百万円となりました。
　一方、連結経常費用は、資金調達費用が減少したものの、
その他業務費用や営業経費等の増加により、前連結会計年
度比39億89百万円増加し、825億91百万円となりました。
　この結果、連結経常利益は、前連結会計年度比62億73百
万円減少し、278億15百万円となり、親会社株主に帰属する
当期純利益は、前連結会計年度比27億21百万円減少し、186
億１百万円となりました。

（主要勘定）
　当連結会計年度末の主要勘定につきましては、預金は、
個人・法人預金ともに堅調に増加しましたことから、前連
結会計年度末比2,480億円増加し、６兆6,422億円となりまし
た。また、譲渡性預金は、前連結会計年度末比1,286億円増
加し、9,251億円となりました。この結果、預金及び譲渡性
預金の合計は、前連結会計年度末比3,766億円増加し、７兆
5,673億円となりました。
　貸出金は、個人・法人向けともに積極的な対応に努めま
した結果、前連結会計年度末比3,803億円増加し、４兆9,787
億円となりました。

　有価証券は、市場動向を注視しつつ、適切な運用に努め
ました結果、前連結会計年度末比579億円増加し、２兆8,650
億円となりました。なお、このうち時価会計に伴う評価差
額（含み益）は、前連結会計年度末比1,391億円増加し、
5,319億円となっております。
　また、総資産は、前連結会計年度末比7,449億円増加し、８
兆8,994億円となり、株主資本は、利益剰余金の増加により、
前連結会計年度末比141億円増加し、3,927億円となりました。

●配当方針
　配当方針につきましては、株主の皆さまへ持続的成長に
よる、より一層の利益還元を実施するため、次のとおりと
しております。

●対処すべき課題
　金融機関を取り巻く環境につきましては、少子化・高齢
化の進行やさらなる金融緩和政策による貸出金利回りの低
下、あるいはFinTechに代表されるようなIT化や生活様式
の変化など、今後ますます厳しく、また大きく変化してい
くことが予想されます。
　こうした中、当行の第６次中期経営計画「Timely & Speedy」
では、「コンサルティング機能の発揮」を活動のメインテ
ーマに、広域型地方銀行としてさらなる成長・発展をめざ
すことといたしました。すなわち、「つなげる」をキーワ
ードに、個人のお客さまには、金融運用商品のご提案・ア
ドバイスなど、ライフプランに応じた資産形成のお手伝い
に注力してまいります。一方で法人のお客さまには、事業
の拡大や承継のご支援など、当行の強みである店舗ネット
ワークを活かしたきめ細かいサービスで対応し、質の高い
金融仲介機能を発揮してまいります。
　そして、これまでのカルチャーや体制・仕組みの改革に
も臆せず速やかに取り組み、京都銀行グループ各社との緊
密な連携のもと多様な金融サービスをご提供することで、
お客さまと地域社会からのご期待にしっかりとお応えしつ
つ、当行自らも大きな成長を期してまいります。

事業の概況
経営環境と業績

安定配当を基本としつつ、当期純利益に対する
配当性向25％を目安といたします。

●「京銀でんさいサービス」取引利用手数料（取引１件あたり）

※1 割引をご利用の場合には、当行本支店宛ての「（分割）譲渡記録手数料」の他に、別途「割引料」等をいただきます。
※2 「でんさい」の支払期日に受取人にご負担いただく手数料です。
※3 利害関係者が債務者と債権者のみの場合は、オンラインでの変更が可能です。
※4 支払期日に口座間送金決済で決済された場合は、「支払等記録手数料」は不要です。
（注1）各種記録請求後、請求者または請求の相手方により削除・取消・否認（みなし否認）があった場合でも、手数料が課金されます。
（注2）京銀インターネットEBサービスのご利用が必須となります。

●その他の手数料

2,160円

1,080円
432円

1,080円

1,080円

648円

648円

648円

648円

324円

324円

324円

324円

216円

無　料

1,080円

4,320円

4,320円

2,160円

648円

2,160円

648円

648円

4,320円

1,080円

648円

1通

1件

1件

残高証明書発行手数料

キャッシュカード・ローンカード等再発行手数料
通帳・証書再発行手数料※1

当行本支店あて 他行あて

オンライン

書　面

書　面

書　面

書　面

オンライン

書　面

オンライン

オンライン

書　面

書　面

書　面

取引種類

発生記録（債務者請求方式）
発生記録（債権者請求方式）
譲渡記録※1

分割譲渡記録※1

口座間送金決済手数料（＝取立手数料）※2

開示（通常開示）
全部開示
開示（特例開示）
残高の開示（都度発行方式）
残高証明書（定例発行方式）

変更記録（債権内容に係る場合）※3

支払等記録（口座間送金決済以外）※4

保証記録（譲渡に随伴しない場合）
支払不能情報照会 （利用者・元利用者からの照会）
貸倒引当金繰入事由に係る証明書
口座間送金決済中止

10,800円

77,760円

　　　7,776円
36,288円

25,920円

15,552円

103,680円

51,840円

38,880円

33,696円

20,736円

12,960円

108円

年間

1回

年間

年間

年間

年間

年間

年間

年間

年間

年間

年間

50枚綴1冊

1種

2種

3種

4種

5種

6種

1種

2種

3種

使用料

投入票
夜間預金金庫

貸保護函使用料

貸金庫使用料（全自動）

貸金庫使用料（手動・半自動）

定額自動送金取扱手数料※4

※1 ローン通帳の再発行手数料は無料といたします。
※2 継続発行分とは、当行所定の依頼書により定期的・継続的な発行を事前にご依頼いただく残高証明書です。
※3 取引明細表の発行につきましては、ご依頼日の前日より過去最大10年間とさせていただきます。
※4 別途所定の振込手数料が必要となります。

当行制定
書式

継続発行分※2

個別発行分

お客さま指定・英文

監査法人向け
当行制定外
書式

京銀でんさいサービス契約における月額基本料は無料です。ただし、京銀インターネットＥＢサービスの月額基本料は必要となります。

3,240円

1通取引明細表発行手数料※3 540円
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