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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
金等を取り扱っています。

（2）譲渡性預金 譲渡可能な定期預金を取り扱っています。

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り扱っています。
（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り扱っています。

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り扱っています。

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.信 託 業 務 遺言代用信託、暦年贈与型信託を取り扱っています。ほかに、併営業務として遺言信託・
遺産整理業務を取り扱っています。

8.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。

　

9.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・ペーパー等の取り扱い
（9）クレジットカード業務
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預金業務
　
●主な預金商品のご案内 （2019年7月1日現在）

種類 期間 お預入金額 特長

総合口座 ―― ――
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（お取り扱いは個人に限定）。

当座預金 自由 1円から 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。

普通預金 自由 1円から 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。

決済用普通預金 自由 1円から 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。

貯蓄預金 自由 1円から
お取り扱いは個人に限定。
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。

通知預金 7日以上 5万円から まとまった資金の短期運用に便利です。

納税準備預金
ご入金は自由
お引き出しは
原則納税時

1円から 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。

定
期
預
金

期日指定定期預金 最長3年・
据置期間1年 100円から

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。

据置定期預金
（スーパーF）

最長5年・
据置期間6か月 100円から

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。

スーパー定期
1か月・3か月・
6か月・1年・2年・
3年・4年・5年

100円から
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。

自由金利型定期預金
（大口定期預金）

1か月・3か月・
6か月・1年・2年・
3年・4年・5年

1,000万円から 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。

利息分割受取型定期預金 1年・2年・3年・
4年・5年 100万円から

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。

変動金利定期預金 2年・3年 100円から 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。

積立式定期預金

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

1回
5,000円から

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。

定期積金
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

1,000円単位 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。

財
形
預
金

一般財形預金 3年以上 1回
1,000円から

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。

財形年金預金 5年以上 1回
1,000円から

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。

財形住宅預金 5年以上 1回
1,000円から

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。

外
貨
預
金

外貨普通預金
（米ドル・ユーロ・豪ドル等） 自由

1米ドル
1ユーロ
1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。

外貨定期預金（オープン型）
（米ドル・ユーロ・豪ドル等）

1か月・3か月・
6か月・1年

1,000米ドル
1,000ユーロ
1,000豪ドルから等

特約付外貨定期預金
（“洛楽外貨”）（米ドル） 原則3か月 100万円から

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。

（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、窓口ヘお気軽にご相談ください。
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融資業務
　
●主なローン商品のご案内
●個人向けローン （2019年7月1日現在）

種類 ご融資金額 ご融資期間 担保 資金のお使いみち等

住
宅
関
係
の
ロ
ー
ン

京銀住宅ローン 最高1億円 最長35年

不動産

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。

京銀住宅ローン
フラット35 最高8,000万円 最長35年

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。

京銀
リバースモーゲージ型
住宅関連ローン

最高1,500万円 終身 不動産
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。

京銀無担保住宅ローン 最高1,000万円 最長15年 不要 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。

京銀住宅リフォーム
ローン 最高1,500万円 最長20年 不要

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、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し込みも可能です。

お
使
い
み
ち
自
由
の
ロ
ー
ン

京銀カードローンW
（ワイド）

極度額30・50・
100・300・500万円

1年
（原則として自動更新） 不要

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し込みも可能です。

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

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。

京銀フリーローン
「グッドサポート」 最高1,000万円 最長10年 不要

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、郵送でのお申し込みも可能です。

京銀ホーム・ラン・
ローン 最高1億円 最長30年

（変動金利制） 不動産 ご所有の不動産を活用していただき、事業性資金・投機資金
を除くさまざまなお使いみちにご利用いただけます。

目
的
に
応
じ
た
ロ
ー
ン

京銀マイカーローン 最高1,000万円 最長10年 不要
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し込みも可能です。

京銀教育ローン 最高1,000万円 最長15年 不要
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し込みも可能です。

京銀子育て応援ローン 最高200万円 最長10年 不要 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。

京銀マンションローン 最高1億円 最長30年 不動産 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。

（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。

　
●事業者向けローン （2019年7月1日現在）

種類 ご融資金額 ご融資期間 資金のお使いみち等
京銀固定長期融資ファンド 最高2億円 運転資金 最長7年

設備資金 最長10年
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。

京銀生保付長期事業ローン 最高1億円 運転資金 最長10年
設備資金 最長20年

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。

当初固定金利特約型
長期貸出 最高2億円 運転資金 最長7年

設備資金 最長20年
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。

京銀エコ・ローン 最高1億円 運転資金 最長7年
設備資金 最長10年

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。

京銀観光支援特別融資
〈賑わい〉 最高5億円 運転資金 最長7年

設備資金 最長20年
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。

京銀機械活用ローン
〈安定操業〉 最高1億円 5年以内 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。
京銀車両活用ローン

〈安定走行〉 保証承諾額の範囲内 7年以内 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。

京銀フランチャイズ
応援ローン〈千客万来〉 最高5,000万円 運転資金 最長5年

設備資金 最長15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。

京銀ビジネスカード
ローン〈安心力〉

極度額100・200・
300・400・500万円 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。
京銀開業医向けローン

〈医力満点〉 最高1億円 運転資金 最長5年
設備・開業資金 最長20年

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。

京銀ビジネスローン
アドバンスONE 最高5,000万円 7年以内 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。
（注）上記のほか、京都府・京都市・その他各種制度融資、代理貸付業務を取り扱っています。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。
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投資信託業務 （2019年7月1日現在）

販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
ダイワ日本国債ファンド

（毎月分配型） 大和投資信託 追加型投信
国内／債券 「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。

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

アセットマネジメント
追加型投信
国内／債券 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。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）〉

円サポート 日興アセットマネジメント 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はかります。

コーポレート・ボンド・インカム
（為替ヘッジ型）〈泰平航路〉

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

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〉

フィデリティ投信 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は
かります。

野村新興国債券投信Aコース
（毎月分配型） 野村アセットマネジメント 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はか
ります。

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）

フィデリティ投信 追加型投信
海外／債券

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
低減をはかります。

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）

ドイチェ・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／債券 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。

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〉

三菱UFJ国際投信 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。 ○

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>

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 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。

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〉

アセットマネジメントOne 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。

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。

明治安田外国債券
オープン〈夢実現〉 ○

グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信 追加型投信

内外／債券 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。

高金利ソブリンオープン 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 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。

パン・パシフィック外国債券
オープン

明治安田
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

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〉

フランクリン・
テンプルトン・

インベストメンツ
追加型投信
海外／債券

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。

ダイワ高格付カナダドル債
オープン（毎月分配型） 大和投資信託 追加型投信

海外／債券
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。

短期豪ドル債オープン
（毎月分配型）

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券 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。

LM・オーストラリア
毎月分配型ファンド

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／債券 豪ドル建ての公社債等に投資します。

グリーン世銀債ファンド 日興
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

高金利国際機関債ファンド
（毎月決算型）

明治安田
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

世界のサイフ 日興
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

高金利成長通貨ファンド
（毎月分配型）〈インカムグロース〉

日興
アセットマネジメント

追加型投信
内外／債券

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。

アジア・パシフィック・
ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信 追加型投信

海外／債券
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。

JPM新興国ソブリン・
オープン

JPモルガン・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／債券 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。

メキシコ債券オープン
（毎月分配型）＜アミーゴ＞

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券

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。

ブラジル・ボンド・オープン
（毎月決算型） 大和投資信託 追加型投信

海外／債券
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。ブラジル・ボンド・オープン

（年2回決算型） ○
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販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
ニッセイ短期インド債券ファンド
（毎月決算型）

ニッセイアセット
マネジメント

追加型投信
海外／債券 インド・ルピー建ての債券等に投資します。

ピムコ ハイ・インカム
毎月分配型ファンド 三菱UFJ国際投信 追加型投信

海外／債券
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。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・
ファンド（毎月分配型） 三菱UFJ国際投信 追加型投信

海外／債券 主として世界各国のハイ・イールド債に投資します。

フィデリティ・USハイ・
イールド・ファンド

フィデリティ投信 追加型投信
海外／債券 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・USハイ・

イールド・ファンド（資産成長型） ○

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）

ドイチェ・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／債券 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。

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）〉

三菱UFJ国際投信 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。 ○

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>

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 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。

MHAM J－REITアクティブオープン
毎月決算コース〈物件満彩〉

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。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）>

○

DIAMアジア・オセアニア・
リートファンド アセットマネジメントOne 追加型投信

内外／不動産投信
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。

アジア好利回り
リート・ファンド

三井住友DS
アセットマネジメント

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。

ラサール・グローバルREIT
ファンド（毎月分配型）

日興
アセットマネジメント

追加型投信
内外／不動産投信 日本を含む世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。

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〉

アセットマネジメントOne 追加型投信
海外／不動産投信 日本を除く世界各国の不動産投信（REIT）等に投資します。

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。新光US－REITオープン（年1回決算型）

<ゼウスⅡ（年1回決算型）> ○

オーストラリアREIT
ファンド（毎月決算型） 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。オーストラリアREIT
ファンド（年2回決算型） ○

ストックインデックス
ファンド225 大和投資信託 追加型投信

国内／株式／インデックス型
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。 ○

ダイワJPX
日経400ファンド 大和投資信託 追加型投信

国内／株式／インデックス型
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。 ○

京都・滋賀インデックスファンド
〈京（みやこ）ファンド〉

野村
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式／インデックス型

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。 ○

日本復活成長株ファンド
〈ニッポンの輝〉

BNYメロン・アセット・
マネジメント・ジャパン

追加型投信
国内／株式

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。 ○

UBS地方銀行株ファンド UBS
アセット・マネジメント

追加型投信
国内／株式

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。 ○

DIAM割安日本株ファンド アセットマネジメントOne 追加型投信
国内／株式

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。

MHAM新興成長株オープン
〈J-フロンティア〉 アセットマネジメントOne 追加型投信

国内／株式
国内の株式の中から高成長が期待できる「新興企業」の株式を中心に投資をおこな
います。 ○

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

追加型投信
海外／株式／インデックス型

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。

○

ひふみプラス レオス・
キャピタルワークス

追加型投信
海外／株式

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別
して長期的に投資します。 ○

Y jam プラス！ アストマックス投信 追加型投信
海外／株式

主として国内外の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的
として運用を行います。 ○

米国成長株式ファンド 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／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。 ○

マニュライフ・米国銀行株式ファンド
＜アメリカン・バンク＞

マニュライフ・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／株式 主として、米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。

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）〉 アセットマネジメントOne 追加型投信

内外／株式 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。
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）〉

○

ロボット・テクノロジー関連株
ファンド－ロボテック－ 大和投資信託 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。 ○
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販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
グローバル自動運転関連株式
ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友DS

アセットマネジメント
追加型投信
内外／株式

自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の
株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ○

グローバル自動運転関連株式
ファンド（為替ヘッジなし）

ピクテ・プレミアム・ブランド・
ファンド（3カ月決算型） ピクテ投信投資顧問 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。

グローバル好配当株オープン 三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
内外／株式 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。

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

追加型投信
海外／株式

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。 ○

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

追加型投信
海外／株式

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。 ○

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

追加型投信
海外／株式 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・

アセット・マネジメント
追加型投信

海外／その他資産（貸付債権） 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。
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〉

UBSグローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジあり） UBS

アセット・マネジメント
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グローバルCBオープン
（毎月決算型・為替ヘッジなし）

東京海上・円資産バランスファンド
（毎月決算型）<円奏会>

東京海上
アセットマネジメント

追加型投信
国内／資産複合 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）> ○

投資のソムリエ アセットマネジメントOne 追加型投信
内外／資産複合

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。 ○

スカイオーシャン・コアラップ
（安定型） スカイオーシャン・

アセットマネジメント
追加型投信

内外／資産複合
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） ○

ブレンドシックス スカイオーシャン・
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。 ○

ファイン・ブレンド
（毎月分配型） 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

（資産成長型） ○

財産3分法ファンド（不動産・
債券・株式）毎月分配型

日興
アセットマネジメント

追加型投信
内外／資産複合

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。

ダイワFEグローバル・バリュー
（為替ヘッジあり） 大和投資信託 追加型投信

海外／資産複合 割安と判断される世界の株式等に投資し、信託財産の成長を目指します。 ○ダイワFEグローバル・バリュー
（為替ヘッジなし）

Y jam ライト！ アストマックス投信 追加型投信
国内／資産複合

主としてインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の株式・
債券に投資を行います。 ○

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〉

大和投資信託 追加型投信
内外／資産複合

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。

LM・グローバル・プラス
（毎月分配型）

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／資産複合 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。

世界8資産ファンド
〈世界組曲〉（安定コース）

アセットマネジメントOne 追加型投信
内外／資産複合

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。

○

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） ○

LM・アメリカ高配当株ファンド
（毎月分配型） レッグ・メイソン・

アセット・マネジメント
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。LM・アメリカ高配当株ファンド

（年2回決算型） ○

LM・オーストラリア
高配当株ファンド（毎月分配型）

レッグ・メイソン・
アセット・マネジメント

追加型投信
海外／資産複合

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。

ヘルスケア・リート・プラス 三井住友DS
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。

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〉

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／資産複合

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。
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●ダイレクトバンキング専用商品 （2019年7月1日現在）

販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
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
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。

三井住友・ヨーロッパ
国債ファンド

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／債券 EU（欧州連合）加盟国の高格付けの国債に投資します。

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
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。

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

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。

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 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。

香港ハンセン指数
ファンド

三井住友DS
アセットマネジメント

追加型投信
海外／株式／インデックス型

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。

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問 追加型投信

内外／株式
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。

世界ｅコマース関連株式オープン
＜みらい生活＞ アセットマネジメントOne 追加型投信

海外／株式
日本を含む世界の株式のうち、主として、ｅコマース（電子商取引）をはじめとし
た、新たな消費関連サービスの成長から恩恵を受けると判断される消費関連企業の
株式に投資を行います。

○

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＞

アセットマネジメントOne 追加型投信
海外／株式

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。

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＞

○

HSBC ブラジル オープン HSBC投信 追加型投信
海外／株式

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。

HSBC インド オープン HSBC投信 追加型投信
海外／株式

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。

HSBC チャイナ オープン HSBC投信 追加型投信
海外／株式

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。

ブラックロック
天然資源株ファンド

ブラックロック・
ジャパン

追加型投信
海外／株式

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。

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>

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。

コア投資戦略ファンド（安定型）
＜コアラップ（安定型）＞ 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（成長型）

＜コアラップ（成長型）＞
欧州不動産戦略ファンド
3カ月決算型）〈OH！シャンゼリゼ〉 アセットマネジメントOne 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。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

アセットマネジメントOne 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。

○
Bコース
Cコース ○
Dコース

●インターネットバンキング専用商品 （2019年7月1日現在）

販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
〈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

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

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J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

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

追加型投信
海外／不動産投信

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。

○

ニッセイ日経225
インデックスファンド

ニッセイ
アセットマネジメント

追加型投信
国内／株式 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。 ○

〈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

追加型投信
海外／株式

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。 ○

＜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

追加型投信
内外／資産複合／
インデックス型

「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。

○
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●つみたてNISA専用商品 （2019年7月1日現在）

販売取扱商品 運用会社 分類 商品の特徴（投資対象） 積立
つみたて日本株式
（日経平均）

三菱UFJ国際投信

追加型投信
国内／株式／

インデックス型
日経平均株価（日経225）と連動する投資成果を目指して運用します。 ○

つみたて先進国株式 追加型投信
海外／株式／

インデックス型

MSCI Kokusai Index（MSCI コクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動す
る投資成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている日
本を除く先進国の株式に投資します。

○

つみたて新興国株式
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動する投資
成果を目指して運用します。主として対象インデックスに採用されている新興国の
株式等（DR（預託証書）を含みます。）に投資します。

○

つみたて8資産均等
バランス

追加型投信
内外／資産複合／
インデックス型

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不
動産投信（J-REIT）、先進国不動産投信（REIT）の対象指数を均等比率で組み合わせ
た合成指数に連動する投資成果を目指します。

○

生命保険代理店業務
〈個人年金保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

変額年金保険
プレミアジャンプ3・年金（外貨建） 第一フロンティア生命保険 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。デュアルドリーム【外貨建】 日本生命保険

定額年金保険（一時払）

三大陸【外貨建】 メットライフ生命保険
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。

My年金Best外貨 太陽生命保険

あしたの、よろこび【外貨建】 三井住友海上プライマリー生命保険

養老保険（一時払） プレミアストーリー2【外貨建】 第一フロンティア生命保険
契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、決められた保険期間内
に被保険者が死亡した時に死亡保険金が支払われ、保険期間が終了（満
期まで生存）した時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる商品
です。

定額年金保険（平準払）

みらい応援歌 東京海上日動あんしん生命保険
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。

虹色きっぷ 明治安田生命保険
たのしみ未来/たのしみ未来
＜学資積立プラン＞ 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

〈一時払終身保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

一時払終身保険

夢のかたちプラス 日本生命保険

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。

エブリバディ 明治安田生命保険
ふるは～とSアドバンス 住友生命保険
ふるは～とWステップ 住友生命保険
ふるは～とJロードプラス 住友生命保険
プレミアレシーブ（円建） 第一フロンティア生命保険
プレミアプレゼント【円建】【外貨建】 第一フロンティア生命保険
みんなにやさしい終身保険 T＆Dフィナンシャル生命保険
ロングドリームGOLD3【外貨建】 日本生命保険
外貨建・エブリバディプラス 明治安田生命保険
しあわせ、ずっと2【外貨建】 三井住友海上プライマリー生命保険
やさしさ、つなぐ【円建】【外貨建】 三井住友海上プライマリー生命保険
サニーガーデンEX【外貨建】 メットライフ生命保険
ビーウィズユープラス【外貨建】 メットライフ生命保険
プレミアジャンプ2・終身（円建）【変額】 第一フロンティア生命保険
生涯プレミアムワールド5【外貨建】 T＆Dフィナンシャル生命保険

〈一時払がん医療終身保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

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
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。

〈一時払介護保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

一時払介護保険 一時払終身介護 太陽生命保険
契約時に保険料を一時払いで払い込むタイプで、介護保障と死亡保障が
一生涯続く商品です。
介護状態に該当された場合は介護年金、死亡時は死亡保険金が支払われ
ます。

〈平準払終身保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

平準払終身保険

ふるは～とL＜介護プラン＞/
ふるは～とL 住友生命保険

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。

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
ドルスマート【外貨建】 メットライフ生命保険
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〈がん保険・医療保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

がん保険
がん診断保険R 東京海上日動あんしん生命保険 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。

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

医療保険

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

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。

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
フェミニーヌneo 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
リンククロス 笑顔をまもる認知症保険 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
&LIFE 新医療保険Aプレミア 三井住友海上あいおい生命保険
メディフィットA メディケア生命保険
メディフィットPlus メディケア生命保険
メディフィットリターン メディケア生命保険
メディカルKitR 東京海上日動あんしん生命保険

　
〈収入保障保険〉 （2019年7月1日現在）

保険の種類 取扱商品 引受保険会社 商品の特徴

収入保障保険 リンククロス じぶんと家族のお守り 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
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。

損害保険代理店業務
〈住宅関連長期火災保険〉 （2019年7月1日現在）

取扱商品 幹事保険会社
（共同保険方式） 共同引受会社 商品の特徴

トータルアシスト
住まいの保険 東京海上日動火災保険 損害保険ジャパン日本興亜

三井住友海上火災保険
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。

信託業務 （2019年7月1日現在）

取扱業務 内容
遺言信託 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、一連の業務として行います。

遺産整理業務 遺産の調査から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、遺産分割までの一連の相続手続きをサポートさせていただくサービスです。

遺言代用信託 あらかじめお受取人さまをご指定いただくことで、もしもの時も、必要な書類などをご用意いただければ、必要なお金をすぐにご指定されたお受
取人さまに受け取っていただくことができる信託商品です。

暦年贈与型信託 あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振り込み等のお手続きなしで、生前贈与が行える信
託商品です。

信託代理店業務 （2019年7月1日現在）

取扱業務 内容
土地信託
（不動産管理信託を含む）

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。

年金信託
[厚生年金基金信託]
[確定給付企業年金信託]

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。

公益信託
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。

特定贈与信託
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に信託し、信託銀行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。

特定金銭信託・
特定金外信託

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。

確定拠出年金
特定金銭信託

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。

金銭債権信託 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。

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。

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。

証券代行業務
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。

※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
●信託代理店業務は営業本部でお取り扱いしています。
●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へのお取り次ぎとなっております。
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証券業務 （2019年7月1日現在）

項目 内容

公共債の窓口販売
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り扱いしています。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 既に発行済みの公共債の売買をお取り扱いしています。
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。

社債受託・引受業務
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。

金融商品仲介業務 証券会社の一部の商品・サービスにつきまして、お取り次ぎしております。
（提携証券会社…京銀証券・野村證券・大和証券）

国際業務 （2019年7月1日現在）

項目 内容
外貨建融資（インパクトローン） 米ドルなどの外貨建のご融資をお取り扱いしています。
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り扱いしています。
輸出関係 輸出信用状の通知、輸出手形の買取り・取立てなどをお取り扱いしています。
輸入関係 輸入信用状の開設、輸入手形の決済などをお取り扱いしています。
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り扱いしています。

外国送金
外国向送金 電信送金をお取り扱いしています。
外国からの送金 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。
外貨両替 現金(キャッシュ) 米ドルなどの主要外国通貨をお取り扱いしています。

京銀アジアデスク
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。

確定拠出年金（401k）向け運用商品提供業務 （2019年7月1日現在）

項目 内容

企業型
上場・大企業向け 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り扱いしています。
中堅・中小企業向け 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」をお取り扱いしています。
個人型 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」をお取り扱いしています。

エレクトロニックバンキングサービス （2019年7月1日現在）

サービスの種類 内容

〈京銀〉パソコンサービス
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〉新パソコンサービス
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。

京銀インターネット
EBサービス

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・各種料金の払い込みや外国為替取引の受
付・照会がご利用いただけます。

ファクシミリサービス
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。

テレフォンサービス
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。

資金集中管理サービス 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。

ダイレクトバンキングサービス （2019年7月1日現在）

サービスの種類 内容

京銀
ダイレクトバンキング

インターネットバンキング
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
料金の払い込み、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し込み、住所変更手続などのお取引ができます。

スマートフォンバンキング
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・各種料金の払い込み、
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
託自動積立のお申し込み、住所変更手続きなどのお取引ができます。

テレフォンバンキング
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。

ディスクロージャー誌 （宝印刷）  2019年07月26日 13時58分 30ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）




