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お客さまのニーズにお応えします。

◆預金業務
　お金を貯める目的は人によってさまざまです。
将来のマイホーム資金、お子さまの教育費、セ
カンドライフの生活費……。いずれにしまして
も、人生の大きな目的を実現するための大切な
資金といえます。当行では、お客さまの資産運
用のお手伝いとして、さまざまな預金商品をご
用意しております。目的や期間に応じて預け入
れできる「スーパー定期」、5年ものスーパー定期
に一定の有利な金利と預け入れ6カ月経過後の一
部解約機能の付いた「すぐれもの21」、半年ごと
に金利を見直す「変動金利定期預金」、まとまっ
た資金の運用に最適な「大口定期預金」など、多
くのお客さまにご利用いただいております。

　今後とも、お客さまがご利用しやすい店舗や、
気軽にご相談できる窓口づくりに取り組み、地
域の皆さまの利便性向上を念頭に置いたサービ
ス・商品の提供を心がけてまいります。

（平成24年4月1日現在）預金商品
預金名 特色 期間 お預け入れ金額

総合口座

1冊の通帳に普通預金と定期預金をセットし、「貯め
る」、「使う」、「借りる」の3つの機能を備え、家計口座
として最適です。
総合口座定期預金額の90%以内、最高500万円ま
でいつでも自動的にご融資いたします。

普通預金
いつでも出し入れ自由 1円以上

定期預金
1カ月、3カ月、6カ月、
1年、2年、3年、4年、
5年（自動継続）

1万円以上

自動融資（当座貸越）の利率は担保定期預金利率
に0.5%上乗せして計算されます。

翼総合口座 総合口座に積立式定期預金をセットし、1冊で4つ
の機能を備えたより便利な商品です。

積立式定期預金
制限なし

口座振替の場合
5,000円以上
ご入金の場合
1,000円以上

普通預金 サイフがわりに使える手軽な預金です。 いつでも出し入れ自由 1円以上

無利息型普通預金
｢safety　bag｣
※ 預金保険制度により全額保
護の対象となる決済用預金
に該当します。

お客さまからのお申し出により新規口座開設・現在
ご利用の普通預金からの切替が可能です。また、本
預金から普通預金への切替も可能です。現在ご利用
の普通預金から切替されても口座番号の変更はござ
いませんので、給与振込・年金振込や自動振替の変
更手続きは不要ですし、現在ご利用中のキャッシュ
カードがそのままご使用いただけます。

いつでも出し入れ自由 1円以上

新型貯蓄預金
日々のお預け入れ残高に応じて6段階の金利が適用
されます。
普通預金との間でスウィング（振替）サービスをご利
用になればさらに便利です。

いつでも出し入れ自由 1円以上

当座預金 支払に小切手等を使用する商用向きの預金です。 いつでも出し入れ自由 1円以上

通知預金 まとまったお金を短期間で運用するのに最適です。
引き出しは2日前にご通知ください。 7日以上 5万円以上

納税準備預金 納税に備えていただく専用の預金でお利息は原則非
課税となります。

お預け入れはいつでも、
引き出しは原則として
納税時のみ

1円以上

営業のご案内
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預金商品

営業のご案内

預金名 特色 期間 お預け入れ金額

定

期

預

金

スーパー定期 市場金利に応じた金利でお預かりいたします。 1カ月以上5年以内 1円以上

スーパー年金定期
「カフー（果報）」

当行で国民年金、厚生年金、共済組合年金の受取口
座をお持ちのお客さまを対象に有利な金利でご提供
しております。

1年 1円以上
300万円以内

おきぎん福祉定期
当行で障害年金、福祉手当等の受取口座をお持ち
のお客さまを対象に有利な金利でご提供しており
ます。

1年 1円以上
300万円以内

ATM定期
ATMで通帳式の定期預金をお預けいただけます。
スーパー定期、新型期日指定定期、変動金利定期が
対象で、一定の条件を満たすと有利な金利がご利用
いただけます。

対象預金の預入期間

現金（※枚数は100枚ま
での取扱いとなります）
　10万円以上
　100万円以下
キャッシュカード
　10万円以上
　1,000万円未満

大口定期預金 1,000万円以上のまとまった資金の運用に最適な預
金です。 1カ月以上5年以内 1,000万円以上

一部解約機能付定期
「すぐれもの21」

スーパー定期3年・5年ものを有利な金利で運用し、さ
らに6カ月の据え置き後は必要なときに一部解約ができ
ます。

3年・5年 1円以上

新型定期預金
「未来カナイ」

中途解約時の利息を低く抑えることで好金利を実現
した新タイプの定期預金です。
お預け入れ期間は3年または5年からお選びいただ
けます。

3年・5年 10万円以上

新型期日指定定期
預金

1年据え置き後は1カ月前に通知いただければ満期
日が指定でき、元金の一部引き出しもできます。 3年 1円以上

300万円未満

変動金利定期預金
お預け入れ期間中、半年ごとに金利を見直し、金利
情勢に応じた運用をする預金です。
（個人の3年ものの場合は、半年複利で資金運用がで
きます。）

1年以上3年以内 1円以上

株主優待定期預金
基準日（毎年3月末及び9月末）時点で当行株式100
株以上を保有する株主様（個人及び法人）を対象に有
利な金利でご提供しております。

スーパー定期
１年もの

10万円以上
300万円以内
（株主ご本人さま１回限り）
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預金名 特色 期間 お預け入れ金額

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

預金名 特色 期間 お預け入れ金額

積立式定期預金「あゆみ」 生活のペースにあわせて積立てができ、積立てた金
額をひとつにまとめて運用できます。 制限なし

口座振替の場合
5,000円以上
ご入金の場合
1,000円以上

積立定期預金 目標にあわせて計画的に蓄えたい方へ便利な積立です。 6カ月～5年 1円以上

フ
ォ
ト
通
帳

積立式定期「結い」
本人及び家族の写真を入れたオリジナルの通帳が作れ
ます。

制限なし 5,000円以上

通帳式定期
「HAPPY Photo」 作成する定期の期間 5万円以上

財

形

預

金

一般財産形成預金
毎月の給料やボーナスからの天引きですから、ムリ
なく貯蓄ができます。積立て開始後1年が経過すれ
ば、一部引出しもできます。

3年以上
給与…1,000円以上
ボーナス… 5,000円

以上

財産形成年金預金
豊かなシルバーライフのための資金づくりを目的と
した預金です。（財形非課税枠550万円以内）
受取は満60歳に達した日以降3カ月ごと。

積立期間　5年以上
受取期間　5年以上
　　　　20年以内

給与…1,000円以上
ボーナス… 5,000円

以上

財産形成住宅預金 住宅の取得や増改築の資金づくりを目的とした預金
です。（財形非課税枠550万円以内）

5年以上
但し、住宅取得の際は
5年未満でも引き出し
可能。

給与…1,000円以上
ボーナス… 5,000円

以上

定期積金 毎月一定日に一定額を積立て、満期日には給付金が
つきます。 6カ月～3年 1,000円以上

金銭信託「ゆとり」
まとまった資金をお預け入れいただき大きく増やす
「証書式」と目標にあわせて積立てる「追加式」があり
ます。また半年複利で有利に運用いただけます。

1年以上（証書式のみ）
2年以上
5年以上

5,000円以上

外

貨

預

金

外貨普通預金
外貨と円貨を交換してお預け入れまたは払い出しを
行う外貨建の預金です。
お取扱通貨：米ドル・ユーロ・豪ドル

いつでも出し入れ自由 1通貨単位

外貨通知預金
「外貨名人」

お預け入れから7日経過後、いつでも解約可能な外
貨建の預金です。為替手数料を優遇しております。
お取扱通貨：米ドルのみ

据置期間（7日）経過後、
いつでも解約可能 100通貨単位

自動継続
外貨定期預金

お預け入れ金額、期間に応じ、預金金利が異なる外
貨建の預金です。為替手数料を優遇しております。
満期日に自動継続しますので、書替時のご来店は不
要です。お取扱通貨：米ドル・ユーロ・豪ドル

1カ月・3カ月・6カ
月・1年の4種類 100通貨単位
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◆融資業務
　県経済の発展、そして事業を営む皆さまのご
繁栄のために当行では運転資金や設備資金など、
お客さまのニーズに応じて積極的にご融資いた
しております。中小企業・個人事業主の皆さま
へのご支援として、沖縄県信用保証協会提携の
「ステップアップ｣、TKC提携の「TKC戦略経営
者ローン」など各種ビジネスローンをご用意して
おります。
　また、個人の皆さまには、快適な住まいづく
りを応援する「住実プラン」をはじめ、就職、結
婚、就学などさまざまなライフイベントに対応
できるよう9種類の目的に合わせたパッケージ商
品「ローン市場」をご用意いたしております。

　また、土･日もご利用できる個人ローン専門店
「ローンFPステーション」（県内7拠点）の拡充や、
FAX・インターネット・携帯電話をご利用いた
だき、ローンの申し込みができる「ローン仮審査
申込」など利便性の向上に努め、お客さまの豊か
な暮らしの実現をお手伝いしております。さら
に、地域金融機関として、地域開発プロジェク
トなどに関する県及び市町村からの資金需要に
つきましても積極的にお応えしております。

融資商品 （平成24年4月1日現在）

営業のご案内

種　類 お使いみち 融資金額 融資期間

住
ま
い
づ
く
り
に

住
実
プ
ラ
ン

金利選択型住宅ローン ●住宅の新築、購入、増改築、土地購入等
●変動金利（年2回見直し）か、固定金利を選択 100万円～1億円 3年～35年

オール電化住宅ローン ●オール電化住宅及び環境配慮型住宅物件取得資金 100万円～1億円 3年～35年
セカンドハウスローン ●居住宅以外の住宅物件の取得資金 100万円～1億円 3年～35年
ファミリーハウスローン ●家族が居住する住宅取得資金 100万円～1億円 3年～35年

親子二世代住宅ローン ●住宅の新築、購入、増改築、土地購入等
※親子連帯債務者

100万円～1億円 3年～35年

女性向け住宅ローン（ラ・プラ） ●働く女性を対象とした特典満載な住宅ローン
※女性限定

100万円～1億円 3年～35年

美ら島移住ローン ●県内移住のための住宅新築・購入・増改築資金 100万円～1億円 3年～35年
住宅借換ローン ●現在お借入中の住宅資金の借換資金 50万円～1,000万円 1年～15年

新型住宅リフォームローン
● 住宅増改築から排水管修繕等に至る住宅リフォー
ム資金全般
●省エネ、環境保全、介護全般に係るリフォーム資金

50万円～500万円 1年～15年

フラット35（機構買取型） ●住宅の新築、購入、中古住宅の購入資金（固定金利） 100万円～8,000万円 15年～35年

豊
か
な
暮
ら
し
に

給振・財形ローン

●自由（但し事業資金は除く）

10万円～200万円 6カ月～7年
タイムリーローン 10万円～300万円 6カ月～7年
チェキット（フリーローン） 10万円～200万円 1年～10年
チェキット（カードローン） 10万円～200万円 1年ごとの自動更新
プラスワン 30万円 3年ごとの自動更新
カトレアカードローン 10万円・20万円・30万円・50万円・

100万円・200万円・300万円 3年ごとの自動更新
ゴールドカードローン 100万円～1,500万円 3年ごとの自動更新
公務員ローン 100万円～500万円 1年～10年以内
枠々公務員ローン ●自由（但し事業資金は除く） 10万円～300万円 3年ごとの自動更新
職域社員ローン ●自由（但し事業資金は除く） 10万円～500万円 6カ月～7年以内
枠々職域社員ローン ●自由（但し事業資金は除く） 10万円～300万円 3年ごとの自動更新
マイプランローン ●自由（但し事業資金は除く） 10万円～300万円 6カ月～10年
おきぎんニューフェイスローン ●自由（但し事業資金は除く） 10万円～50万円 1年～5年以内
軍用地ローン ●自由 2億円以内 25年以内
おきぎん枠々軍用地ローン ●自由 100万円～5,000万円 3年ごとの自動更新
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種　類 お使いみち 融資金額 融資期間

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

種　類 お使いみち 融資金額 融資期間

目
的
に
合
わ
せ
て

ロ
ー
ン
市
場

マイカーローン ● 自動車・バイクの購入資金、修理費用・
免許取得費用等

10万円～300万円 6カ月～10年
ブライダルローン

●結婚式場費用
●新婚旅行費用
●結婚指輪購入資金
●結納資金
●そのほか結婚関連資金

メモリアルローン ●墓地・墓石・仏壇購入資金
●葬式費用

メディカルローン ●出産費用、歯の矯正費用
●医療費全般

パソコンローン
●パソコン・ワープロ、周辺機器等の購入資金
● パソコン・ワープロ講座の受講資金及び資格取得
費用等

10万円～100万円 6カ月～5年

資格・カルチャーローン ●書籍・英会話教材・楽器購入資金
●資格取得費用等

トラベルローン ●海外･国内旅行資金
●お子さまの部活動での遠征費用

引越・リビングローン
●家具・家電購入資金
●敷金、礼金等
●引越費用

寿ローン ●「古希祝」、「米寿」等各種お祝い資金
●結婚記念指輪の購入費用

教育ローン ●教育関連費用全般 10万円～300万円 12年以内
（最長4年間の元金据置可能）

枠々教育ローン ●教育関連費用全般
（無担保型）
10万円～500万円
（有担保型）
10万円～1,000万円

（無担保型）
当座貸越期間：6カ月～6年6カ月
証書貸付期間：8年以内
合計（最大）：14年6カ月
（有担保型）
当座貸越期間：6カ月～6年6カ月
証書貸付期間：15年以内
合計（最大）：21年6カ月

介護ローン ●介護・看護用具購入費用
●介護に関わる改築・改修費用 10万円～300万円 6カ月～10年

マンション共用部分
リフォームローン

●大規模修繕、補修・改修工事及び費用
●災害による補修、耐震工事など 100万円～3,000万円 10年以内

事
業
性
ロ
ー
ン
と
し
て

県信保提携ビジネスローン
｢即銭力7｣

●運転資金
●設備資金（土地・建物購入資金を除く）

（手形貸付・証書貸付）
100万円～1,000万円

1カ月以上10年以内
但し、手形貸付は1年以内

事業者カードローン
｢バイタリティ」300&500 ●運転資金 当座貸越

300万円・500万円 2年ごとの自動更新

県信保提携ビジネスローン
「ステップ・アップ8000」

●運転資金
●設備資金（土地・建物購入資金を除く）

（手形貸付・証書貸付）
100万円～8,000万円

1カ月～10年以内
但し、手形貸付は1年以内

ドクターズローン ●医院など開業に伴う設備資金・運転資金 運転資金100万円～1億円
設備資金100万円～3億円

運転資金1年以上10年以内
設備資金1年以上20年以内

シンセン ●事業資金
●設備資金（土地・建物購入資金を除く） 100万円～1,000万円 1カ月～10年以内

但し、手形貸付は1年以内

TKC戦略経営者ローン ●運転資金
（手形貸付）100万円～5,000万円
（証書貸付）100万円～5,000万円
（当座貸越）100万円～1,000万円

（手形貸付）1年以内
（証書貸付）7年以内
（当座貸越）2年ごとの自動更新

TKC会員税理士
　顧問事業者融資制度

●運転資金
●設備資金
●財務改善資金
●創業資金

100万円～2億8,000万円

運転資金7年以内
設備資金20年以内
財務改善資金10年以内
創業資金：運転・設備
資金の別で判定

事業者カードローン ●事業資金 100万円～2,000万円 1年又は2年

個人業者ローン
「フォローアップ」

●運転資金
●設備資金
●借換資金

10万円～300万円 6カ月～7年以内

アパートローン ●アパートの新築・増改築・中古アパートの購入等 2億円以内 35年以内

介護ビジネスローン ●介護サービスの提供に必要な運転・設備資金 運転資金2,000万円以内
設備資金5,000万円以内

運転資金5年以内
設備資金10年以内

大型事業ローン ●事業資金 100万円～2億8,000万円 1年又は2年

大型事業者ローン「Let’s」（担保型） ●運転資金 100万円～3,000万円 1年
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
に

ニュービジネス企業育成資金
●研究開発資金
●事業展開資金
●公開準備資金

1億円以内
運転資金7年以内
設備資金15年以内
信用貸付5年以内
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◆代理業務
　日本銀行の代理店として国庫金の受払い、国税
等の収入、国債元利金の支払いのほか、地方公共
団体の指定金融機関として、公金の受払い事務を
取扱っております。また、事業資金等にご利用い

ただくために各種代理貸付業務をお取扱いしてお
ります。
（●沖縄振興開発金融公庫、●勤労者退職金共済機構、
●福祉医療機構、●その他）

代理貸付

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

（平成24年4月末現在）

営業のご案内

種　類 お使いみち 融資の限度 融資期間 融資利率

住
ま
い
づ
く
り
に

公
庫
住
宅
資
金

1.  マイホーム新築・
建売住宅購入融資

自分で所有及び居住する
ための住宅を建設または
購入する方
※基準金利適用住宅とは
・ バリアフリー＋耐久性
タイプ

・ 省エネルギータイプ＋
耐久性タイプ
　のいずれかの住宅です

●住宅融資1,780万円以内
●土地融資440万円以内
（住宅融資額は床面積、土地融資は敷
地面積、地域により異なる）

35年以内
（年齢によって異
なります）

基準金利適用住宅 2.46%

2. マンション購入融資 ●住宅融資2,250万円以内
（床面積や敷地権利等による）

3. リフォーム融資

政策誘導型リフォーム
工事の種類
1. 長期耐用改修工事
2. 長寿社会対応住宅工事
3. 環境共生住宅工事
（検査機関による検査必要）

●増改築1,060万円以内
●修繕等工事
250万円、530万円（政策誘導型、
その他の場合によって異なる）

20年以内
（年齢によって異
なります）

政策誘導型リフォーム 1.72%
上記以外のリフォーム 1.82%

4.  住まいひろがり特別融資
「親族居住型」

「親族居住型」は親または
子のために住宅を取得す
るためのもの

●1～3までの各融資に準じます
35年以内
（年齢によって異
なります）

基準金利適用住宅 3.01%

5. 財形住宅融資
新築、建売住宅購入、マン
ション購入、中古住宅、
中古マンションの購入、
増改築、修繕、模様替え

●財形貯蓄残高の10倍まで
（上限4,000万円）

新築35年以内
中古35年以内
（構造によって異
なります）
リフォーム20年
以内（年齢によっ
て異なります）

変動金利
（5年固定）／1.48%

教
育
に

教育資金 お子さまの高校、大学の
入学金・授業料などに ●進学者1人当たり300万円 15年以内 2.55%

事
業
発
展
に

中小企業資金
事務所・工場・店舗等の
新築、増改築、改装資金、
機械器具・備品の購入資
金、長期運転資金等に

●対象事業費の範囲かつ　
　特定資金12,000万円

10年以内
15年以内

1.75%
2.15%

生業資金 ●対象事業費の範囲かつ　
　基本資金2,400万円 10年以内

15年以内
2.25%
2.65%

生活衛生資金 ●一般貸付7,200万円
●振興事業貸付7,200万円
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◆証券業務
　金融の自由化・国際化ならびに証券化が急速に
進むなか、資金運用の気運が高まり、お客さまの
ニーズもますます多様化・高度化しております。
こうした変化の進展に伴い、当行では、国債や投

資信託の窓口販売など、証券業務の拡充に積極的
に取り組み、お客さまのニーズに適切・迅速にお
応えできるよう総合金融サービスの充実に努めて
おります。

証券投資信託の窓口販売 下記の投資信託について、募集、解約の取扱い、解約金・分配金・償還金支払いの取扱い、振替口座簿に
よる管理等を行っております。

種　類 内　容
公共債の窓口販売 下記の公共債の窓口販売をお取扱いしております。保護預かりをご利用いただきますと、盗難、紛失の危

険もなく、元利金も自動的に指定口座に振込まれます。（国債については、ペーパーレスとなっており保護
預かりのみの対応となります。）

長期・中期利付国債 期間10年の長期国債と期間2年、5年の中期国債の3種類で○特、㊝がご利用になれます。
申込単位は5万円です。

個人向け国債（変動・10年） 期間10年の国債で○特、㊝がご利用になれます。半年ごと見直しの変動金利で下限金利は0.050%です。
申込単位は1万円で個人限定です。

個人向け国債
（固定・3年）（固定・5年）

 期間3年または5年の国債で○特、㊝がご利用になれます。固定金利で下限金利は0.050%です。
申込単位は1万円で個人限定です。

ディーリング業務  既に発行済みの公共債の販売をお取扱いしております。公共債の種類、保護預かり制度、○特、㊝がご利用
になれる点は、窓口販売と同じです。

取扱商品 運用会社 商品分類
追加型・公社債証券投資信託（1月号～12月号） 三菱UFJ投信（株） 国内債券型
ダイワJｰREITオープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託（株）

ファンド・オブ・ファンズフランクリン・テンプルトン・米国政府証券ファンド
（愛称：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（株）

ノムラ日米REITファンド（毎月分配型） 野村アセットマネジメント（株）
三菱UFJ国内バランス20（愛称：夢列島20） 三菱UFJ投信（株）

バランス型

三菱UFJ国内バランス50（愛称：夢列島50） 三菱UFJ投信（株）
ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村アセットマネジメント（株）
三菱UFJグローバルバランス
（愛称：未来地図）積極型／安定型 三菱UFJ投信（株）

世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
（愛称：夢航路） 三菱UFJ投信（株）

FPバランスファンド（安定型）／（安定成長型） 三菱UFJ投信（株）
三菱UFJ米国債券インカムオープン（愛称：夢咲月） 三菱UFJ投信（株）
JPMユーロ公社債ファンド（隔月決算型）
（愛称：欧州紀行） JPモルガン・アセット・マネジメント（株）

パインブリッジ新成長国債券プラス
（愛称：ブルーオーシャン） パインブリッジ・インベストメンツ（株）

DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
（愛称：ハッピークローバー） DIAMアセットマネジメント（株）

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
（毎月分配型）（愛称：杏の実） 大和証券投資信託委託（株）

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和証券投資信託委託（株）
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託（株）
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問（株）
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
為替ヘッジあり 国際投信投資顧問（株）

ストックインデックスファンド225 大和証券投資信託委託（株）
インデックス型

インデックスファンドTSP 日興アセットマネジメント（株）
三菱UFJ国内株式ファンド（愛称：夢列島100） 三菱UFJ投信（株）

国内株式型

ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：底力） 大和証券投資信託委託（株）
JF中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント（株）
フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ投信（株）
フランクリン・テンプルトン日本株オープン
（愛称：日本丸） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ（株）

パインブリッジ米国優先証券ファンド
（愛称：ラストリゾート） パインブリッジ・インベストメンツ（株）

国際株式型
GW7つの卵 日興アセットマネジメント（株）
※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。
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◆保険業務
　長引く超低金利時代における資産運用ニーズ
の高まりに加え、火災・天災・盗難など不動産
の保全に対するリスクへの認識が高まっていま
す。こうしたなか、金融の自由化が進展し、平
成19年12月22日には、銀行の保険販売が全面
解禁され、銀行窓口で生命保険と損害保険のあ

らゆる商品の取扱いが可能となりました。当行
では、お住まいの不動産の保全に加え、保障を
兼ね備えた将来的な資産運用、あるいは資産運
用の分散として、保険商品の活用も含めた総合
的なファイナンシャルサービスの提供を積極的
に行ってまいります。

◆国際業務
　国際化の進展とともに、お客さまのご要望も
年々多様化しております。当行は、豊富な経験と
実績に基づいて、貿易等海外取引のお手伝い･ご
相談、外国向けの送金や海外旅行等に向けた外国
通貨の両替等のほか、外貨預金、そのほか各種外
国為替情報の提供など、海外取引に関するあらゆ

るサービスをご用意いたしております。特に自動
継続外貨定期預金及び外貨通知預金「外貨名人」
は、為替手数料を優遇しており、大変ご好評をい
ただいております。今後ともお客さまのニーズに
お応えできるような商品･サービスの提供に努め、
国際業務の機能拡充に努めてまいります。

営業のご案内

保険商品

種　類 内　容
貿易 輸出 輸出信用状の接受・通知、輸出手形・外貨小切手の（買取）・（取立）等をお取扱いしております。

輸入 輸入信用状発行、輸入取立手形の決済、貿易送金等をお取扱いしております。
定期的な信用状の開設の際には、依頼書作成サービス（リピートサービス）をご利用ください。

貿易金融 輸出・輸入に係る金融を行います。
海外送金 電信送金をお取扱いしております。

電信送金での定期的なお支払いには依頼書作成サービス（リピートサービス）をご利用ください。
先物為替予約 将来の為替相場に対して予約を組みます。
両替 現金（CASH） 米ドルを中心に、円との両替サービスを行っております。

ドル現金から円現金両替専用の外貨自動両替機を設置しておりますのでご利用ください。
旅行小切手（T/C） 米ドル、ユーロ、日本円等の旅行小切手を販売しております。また、お持ち帰りの旅行小切手を買取りいたし

ます。
外貨預金 外貨普通預金 外貨と円貨を交換してお預け入れ、または払い出しを行う外貨建の預金です。

お取扱通貨：米ドル・ユーロ・豪ドル
外貨通知預金
「外貨名人」

お預け入れから７日経過後、いつでも解約可能な外貨建の預金です。為替手数料を優遇しております。
お取扱通貨：米ドルのみ

自動継続
外貨定期預金

お預け入れ金額・期間に応じ、預金金利が異なる外貨建の預金です。為替手数料を優遇しております。
満期日に自動継続しますので、書替のご来店は不要です。お取扱通貨：米ドル・ユーロ・豪ドル

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

種類 商品 概　要
火災保険 トータルアシスト

住まいの保険 当行の住宅ローンをご利用されるお客さまが加入できる火災保険で、団体扱い契約による保険料の割引があり
ます。
保険の対象（建物・家財等）に火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、盗難等の事故、また左記以
外の偶然な事故による破損等、が起こったときに保険申込の内容により損害保険金をお支払いします。

フルハウス
家庭用火災保険
住宅生活総合保険

個人年金保険 マイドリーム　プラス 金利情勢に応じて積立利率を定め、積立利率にもとづき積立金を増加させる仕組みの定額の個人金保険です。
(災害)死亡給付金額や将来受け取る年金額が最低保証されています。

三大陸 米ドル・ユーロ・豪ドル・円で運用する定額の個人年金保険です。3つのプラン (基本・ターゲット設定・定
期引出)から運用を選択でき、ご契約時に確定した利率が積立利率保証期間を通じて適用されます。

アテナⅡ 米ドル・ユーロ・豪ドルで運用する定額の個人年金保険です。積立期間中は､ご契約時の予定利率で複利運用
されます。契約日から1年経過以後に解約返戻金の円換算額が指定した目標額以上となった場合に､保険会社
より｢郵送｣でお知らせするサービスがあります。

一時払
終身保険

夢のかたち 健康状態等の告知なしでお申し込みができる一時払終身保険です。ご契約時に15年目までの死亡保険金額や
解約返戻金額が確定し、継続するほど金利情勢に応じて死亡保険金額の増加が期待できます。

ロングドリーム
プラス

職業告知でお申し込みができる一時払終身保険です。10年ごとに積立利率の見直しを行い､積立金は積立利
率によって複利運用されるため一生涯増加します。災害死亡の場合は基本保険金額の20%が上乗せ保障され
ます。
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種類 商品 概　要
一時払
終身保険

ふるはーとＳ ご契約当初から一時払保険料を上回る死亡・高度障害保障がある一時払終身保険です。ご契約時に解約返戻金
額が確定し､死亡保険金額を上限に増え続けます。

ふるはーとW 簡単な告知でお申し込みができる一時払終身保険です。ご契約時に死亡保険金額・解約返戻金額が確定し､一
定期間経過後に解約返戻金額が一時払保険料を超過します。

ビーウィズユー 円または米ドルで運用する一時払終身保険で､ご契約当初から一時払保険料よりも高い保障があります。15年
ごとに積立利率の見直しを行い、積立利率に応じて増加保険金額が加算されます。

しあわせ、ずっと 米ドル・ユーロ・豪ドルの外貨建て運用の終身保険に、円建てで運用資産を自動確保する「円建て資産自動確
保」機能を組み合わせた一時払終身保険です。

平準払
終身保険

WAYS(ウェイズ) 将来のニーズに合わせて、死亡保障を年金、介護年金、医療保障に変更できる終身保険です。保険料払込方法
は、一括払い・平準払い(月払・半年払・年払)の中からお選びいただけます。

※詳しくは、最寄りの当行本支店にお問い合わせください。

◆信託業務
　当行では、「金銭信託」に加え、三菱UFJ信託銀
行及び三井住友信託銀行と信託代理店契約を結
び、「特定金銭（金外）信託」、「公益信託」、「特定贈
与信託」、「土地信託」、「動産信託」※、「年金信託」

の6つの信託契約代理業務をお取扱いいたしてお
ります。財産の運用や管理、資産の有効活用な
ど、これから、ますます高度化するお客さまの
ニーズにも迅速にお応えいたします。

信託契約代理業務
●特定金銭（金外）信託
投資家の皆さまの手元資金を有価証券投資を
通じて効率運用するほか、有価証券の管理、決
算事務を行うものです。

●公益信託
企業や個人の財産を信託銀行に信託し、福祉・
教育などのさまざまな公益活動に役立てる制
度です。

●特定贈与信託
特別障害者の方の生活安定を図るために、親族
や篤志家の方々が金銭等の財産を信託銀行に
信託するものです。この場合、6,000万円ま
でを限度とし、贈与税が非課税となります。

●土地信託
お客さまが所有されている土地を信託銀行に信
託し、信託銀行が土地の有効利用の企画から資
金調達、建物の設計、テナントの募集、その後
の管理まで一貫して引き受ける制度です。

●動産信託※
お客さまが機械設備等を導入する際に、信託銀
行がそのお手伝いをする制度です。

●年金信託
将来の年金・一時金の支払原資を、掛け金とし
て社外に計画的に積み立て、確保する制度で、
数多くの企業や団体で導入されています。

信託契約代理業務 （平成24年4月末現在）

取扱業務 取扱店舗 代理店契約先
公益信託・特定贈与信託・土地信託・ 本店営業部・牧志支店・牧港支店・ 三菱UFJ信託銀行
動産信託※・年金信託・特定金銭（金外）信託 コザ支店・名護支店 三井住友信託銀行

※「動産信託」は三菱UFJ信託銀行のみの取扱いとなります。

医療・がん・学資・収入保障保険
種類 商品 概　要

医療保険 もっと頼れる医療保険
新EVER（エヴァー） 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れる保険です。死亡した時は、死亡保

険金が受け取れるタイプの商品もあります。保障内容や付加できる特約など、保険会社により商品性は異なり
ます。

医療保険CURE
（キュア）
&LIFE新医療保険α

がん保険 生きるためのがん保険
Days（デイズ） がんで入院したり手術したときに、入院給付金や手術給付金が受け取れる保険です。がん保険では、入院給付

金の支払日数が無期限で、がんと診断されたときには診断給付金が受け取れます。保障内容や付加できる特約
など、保険会社により商品性は異なります。がん治療支援保険

&LIFE新ガン保険α
学資保険 夢みるこどもの学資

保険
お子様の教育費などにかかるお金を補助することを目的とした保険です。高校入学の際に「学資一時金」、大学
入学時から4年間「学資年金」をお受け取りいただけます。お受け取りいただける「学資一時金」と「学資年金」の
総額が、払込保険料総額を上回る貯蓄型の保険です。契約者に万一のことがあった場合、保険料のお払込が不
要になる特則を付加できます。

収入保障保険 家族のお守り 死亡または高度障害状態になった場合に､毎月年金を受取ることができます。保障の大きさは時間の経過とと
もに減少していき、解約返戻金および配当金がない分、割安な保険料でご加入いただけます。
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◆エレクトロニック･バンキング
　インターネットに代表されるITの進展に伴
い、パソコンや携帯電話を活用したさまざまな
電子商取引（eコマース）が各分野で実用化されて
います。このような電子化時代を迎え、ますま
す高度化・多様化するお客さまのニーズにお応
えするため、ITを活用したリモートチャネルに
よるエレクトロニック・バンキング・サービス
（EBサービス）の普及・拡大を図っております。
　当行のEBサービスは「いつでも・どこでも・簡
単に・好きな方法で」をコンセプトとして家庭や
オフィスから預金口座の残高照会や入出金明細
照会、振込・振替などのオンラインサービス、給
与・賞与振込／総合振込や預金口座振替などの
一括データ伝送サービスなど、個人から企業ま
で幅広くご利用いただけます。
　平成22年1月に、おきぎんeパートナー（個人）
の月額基本料金を無料とし利用者負担の軽減を

図り、平成24年2月からは、おきぎんeパート
ナー（法人）の機能強化を随時（利用者ID増設、オ
ンライン取引での承認機能の追加、電子証明書
発行）行い、更なるサービスの充実に努めてい
ます。
　また、平成23年3月にはマルチペイメントダ
イレクト収納サービス、県市町村の公金収納支
援として24時間365日払込できる「コンビニ収
納サービス」を開始し、納付書の利便性向上に努
めております。近年取り扱い開始予定のでんさ
い（全銀電子債権ネットワーク）は手形・振込に
代わる新たな決済インフラで、これまで利用不
可だった債権も譲渡や割引などが可能になり有
効活用する事が出来るようになります。
　今後もITを活用した先進サービスを取り揃え
お客さまの生活やビジネスをサポートしてまい
ります。

エレクトロニック・バンキング・サービス（EBサービス） （平成24年3月末現在）

営業のご案内

サービスの種類 サービスの内容

テレホンサービス ダイヤルホン、プッシュホンを利用して当行のコンピュータと結んで、当行のコンピュータ
から音声による振込などの取引内容通知のほか、照会がご利用いただけるサービスです。

ファクシミリサービス ファクシミリを利用して当行のコンピュータと結び、当行のコンピュータからファクシミリ
に振込などの取引内容通知のほか、照会がご利用いただけるサービスです。

ペイバイホン・サービス プッシュホンを利用して当行のコンピュータと結び、あらかじめご登録いただいた口座間の
振込・振替がご利用いただけるサービスです。

ベストパートナー

ミニ 多機能電話による「残高照会、各種照会、振込・振替」がご利用いただけるサービスです。
「EBキッズ」 FB専用機による「残高照会、各種照会、振込・振替」がご利用いただけるサービスです。

ジュニア FB専用機による「残高照会、各種照会、振込・振替、データ伝送（給与・賞与振込、総合振込）」が
ご利用いただけるサービスです。

スーパー  FB専用機による「残高照会、各種照会、振込・振替、データ伝送（給与・賞与振込、総合振込、
預金口座振替）」がご利用いただけるサービスです。

おきぎんパソコンバンキング
　「ホームでバンク」
　「オフィスもバンク」

パソコンによる「残高照会、各種照会、振込・振替、データ伝送（給与・賞与振込、総合振込、
預金口座振替）」がご利用いただけるサービスです。会計ソフトとの連携処理も可能です。

おきぎんeパートナー（個人）
（インターネットバンキング）

インターネットを経由して「残高照会、入出金明細照会、振込・振替、定期預金取引、住
所変更届、公共料金自動振替申込、税金・各種料金の払込み（マルチペイメント）、投資信
 託お取引」ができます。個人及び個人事業主にご利用いただけ、専用ソフトは特に必要としま
せん。また、来店、書面記入、印鑑押印など一切不要な「ネット契約」もご利用いただけます。

おきぎんeパートナー（法人）
（インターネットバンキング）

インターネットを経由して「残高照会、入出金明細照会、振込・振替、税金・各種料金の
 払込み（マルチペイメント）、給与・賞与振込、総合振込、預金口座振替」ができます。法人
及び個人事業主にご利用いただけ、専用ソフトは特に必要としません。

マルチペイメント・
ダイレクト収納サービス

各種税金の口座振替を、インターネットバンキングの契約なしで、官庁のWebサイト等の
電子申請によりお支払いいただけるサービスです。

ペイジー口座振替受付サービス 口座振替に関わる申請を、依頼書や印鑑を必要とせず、収納機関窓口にてキャッシュカード
にて行えるサービスです。

コンビニ収納サービス 商品購入代金や料金などを24時間365日、コンビニでいつでもお支払いいただけるサービ
スです。

公金収納業務トータル支援
システム

地方自治体の公金収納業務の合理化を目的に、コンビニ、クレジットカード、インターネッ
トなど、ますます多様化する決済方法をご提供し、住民の皆様の利便性向上に寄与するサー
ビスです。
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●自動振込サービス・ふりこみ楽だ
月々の定期的なお振込みが簡単・便利になるサービスです。一
度手続きするだけで、毎月自動的に最大5つの口座にお振込み
いたします。当行の口座へのお振込みはもちろん、当行以外の
口座へのお振込みもできる便利なサービスです。個人、個人事
業主、法人のすべての方がご利用いただけます。

●ポイントサービス・Oh！得倶楽部
お客さまのお取引項目をポイント化し、そのポイントの合計点
に応じて、さまざまな特典が受けられるお得なサービスです。
特典として、ATM時間外手数料無料や、預金金利の優遇、ロー
ン金利の優遇などをご用意しています。

●給与振込
毎月の給与やボーナスがご指定の預金口座に自動的に振込ま
れます。

●内国為替
当行の本支店は、「全国銀行データ通信システム」加盟の全国の
銀行、信金、信連、農中、商工中金などの本支店とオンライン
で結ばれていますので全国どこへでも安全・確実・迅速にお
振込みができます。

●貸金庫
株券・権利証券等の重要証券類や貴金属などの貴重品を盗難
そのほかの災害からお守りし、安全にお預かりいたします。営
業期間中はいつでもご自由にご利用いただけます。

●夜間金庫
銀行の営業終了後でもお店の売上代金などを安全にお預かり
し、翌営業日にご指定の預金口座にご入金いたします。

●ご相談サービス
お客さまの税金等について、専門家による相談サービスを定期
的に実施いたしております。また、資産運用などのアドバイス
を行うファイナンシャルアドバイザーを配置しておりますの
で、お気軽にご相談ください。

●金のお取扱い
「金地金」を実際にお買い求めになる方法と、当行で保護預かり
する方法があり、長期の貯蓄手段としてご利用になれます。

●国債のお取扱い
当行でも国債がお買い求めになれます。国債は日本国政府が発
行し、利子及び元本の支払いを行うもので、利子は半年に一
回、元本は償還時にお支払いします。

●集配金サービス
当行及び警備会社との三者契約により、売上金等の集金、釣銭
等両替金の配金、などを年中無休で行います。現金運搬の安全
性が確保できます。

●メールオーダーサービス
公共料金自動振替、eパートナーなどの申込みが郵送にて行え
ます。窓口に来店する必要はございません。

◆各種サービス


