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預金業務 

皆さまの毎日の暮らしや将来の生活設計、それぞれの目的に合っ

た各種商品をご用意しております。 

お気軽に窓口へご相談ください。今後もお客様の多彩なニーズに

お応えし、ご満足いただけるよう努めてまいります。 
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種　類 特　　色 期　間 お預け入金額 

総
合
口
座 

定
期
預
金 

財
形
預
金 

普通預金 

（決済用普通預金） 

（決済用普通預金） 

定期預金 

普通預金 

貯蓄預金 

当座預金 

納税準備預金 

通知預金 

スーパー積金 

大口定期預金 

スーパー定期 

変動金利定期預金 

スーパー 
期日指定定期預金 

一般財形 

財形住宅 

財形年金 

普通預金に定期預金をセットし、貯める・受け取る・支払う 
借りるの4つの機能を備える商品です。 出し入れ 

自　　由 
1円以上 

1万円以上 
大口定期1千万円以上 

1円以上 

1円以上 

1円以上 

1円以上 

5万円以上 

1千円以上 

1千万円以上 

100円以上 
1千万円未満 

100円以上 

100円以上 
3百万円未満 

1千円以上 

1千円以上 

1千円以上 

3カ月以上 
5年以内 

入金は自由 
出金は納税時 

7日以上 

3年 

3年以上 

5年以上 

5年以上 

6カ月・1年 
2・3・5年 

1カ月以上 
5年以内 

1カ月以上 
5年以内 

1年据置 
最長3年 

出し入れ 
自　　由 

出し入れ 
自　　由 

出し入れ 
自　　由 

自動融資は定期預金残高の90%で最高200万円まで 
ご利用いただけます。 

年金・給与・配当金などの自動受取や、公共料金等の自動 
振替口座として、サイフ代わりにお使い下さい。 

口座開設10万円以上、普通預金より有利な利率が適用されます。 
（便利なスイングサービスがあります） 

商取引の決済などに小切手や手形をご利用いただくための 
預金です。 

税金の納付資金専用口座です。 
お利息に税金がかかりません。 

まとまったお金を短期間お預けいただく預金です。 

目的に合わせ、毎月一定額を積立てていく預金です。 

大口資金を必要期間に合わせて、有利に運用することが 
できます。 

たいへん有利な自由金利型定期預金です。（単利型、複利型） 
1回のお預け入れが3百万円以上の場合はさらに有利です。 

お預け入れ期間中、市場金利の動きに合わせ、6カ月毎に 
適用利率が変動する定期預金です。 

1年複利計算の定期預金です。1年据置後なら1カ月前の 
ご指定で全額または一部（1万円以上）のお引出しもできます。 

お勤めの方の財産作りのための預金です。 

お勤めの方の住宅取得プランをお手伝いする預金です。 
財形年金と合わせて550万円まで非課税です。 

お勤めの方の老後資金プランをお手伝いする預金です。 
財形住宅と合わせて550万円まで非課税です。 

お利息が付かない普通預金で、預金保険制度により全額保護されます。 

お利息が付かない普通預金で、預金保険制度により全額保護されます。 

お客様の大切な財産を 

目的やニーズに合わせて 

安全・有利にお預かりいたします。 

■主な預金のご案内 

（平成21年6月30日現在） 
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21世紀年金クラブとは、“しずちゅう”で公的年金をお受取のすべてのお客様
が対象で、5つの特典をご用意しております。 

年金受取ご予約サービスとは“しずちゅう”で公的年金のお受取をご予約いただい
たお客様に、お受取手続きのサポートとあわせ特典をご用意しております。 

お客様のお誕生日に素敵なプレゼントをご用意しております。お誕生日の前月
にプレゼント引換のハガキをお送りします。 

ATM手数料を最大月3回ご利用分まで年金お受取り口座にお戻しいたします。 
（翌月10日） 

当行本支店にて毎月開催しています。専門の社会保険労務士がご質問やご相
談に丁寧にお答えいたします。 

店頭の定期預金利率より＋0.3％金利上乗せした有利な定期預金です。 
お1人様300万円まで。 

スーパー定期1年の店頭表示利率＋0.3％の大変有利なクラブ会員だけの商
品です。最小預入金額は30万円で、ご利用限度額は1,000万円までです。 
取扱期間：平成21年4月1日～平成22年3月31日 

年金に関する最新の情報をご郵送しお知らせします。 

お誕生日を満期日にした定期預金で、店頭の定期預金利率より＋0.5％金利上
乗せした大変有利なクラブ会員だけの商品です。 
期間1年の自動継続で、お1人様500万円まで。 

年金請求時期の6ヶ月前に「年金請求手続きのご案内」をお送りします。 

当行本支店にて毎月開催しています。専門の社会保険労務士がご質問やご相談に
丁寧にお答えいたします。 
 
この他にも、年金の受取手続きのお手伝いや、年金についてのご相談をお受けい
たします。 
また、下記のパートナー定期預金もご利用いただけます。 

　当行に年金振込をご指定いただけるお客様を
ご紹介いただいたお客様と、ご紹介より当行に年
金振込をご指定いただいたお客様双方に、JCB
ギフトカードを贈呈させていただいております。 

　当行に年金振込をご予約いただけるお客様をご紹介
いただいたお客様と、ご紹介により当行に年金振込をご
予約いただいたお客様双方に、JCBギフトカードを贈呈
させていただいております。 

お誕生日プレゼント 年金受取ご予約定期 

21世紀年金クラブ　サービス 

ご紹介プレゼント 

年金受取ご予約サービス 

しずちゅうパートナー定期預金 

退職金専用定期預金 
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■年金サービスのご案内 

「給与振込」または「年金受取ご予約サービス」をご利用いただいているお客様の 
ベストパートナー。 

ご退職金受取後1年以内の皆様に、ライフプランに応じて3種類の特別金利商品をご用意しました。 

■その他定期預金商品のご案内 

年金振込ご紹介プレゼント 年金受取ご予約サービスご紹介プレゼント 

特典1 特典1

年金定期バースデー500 年金の請求時期をご案内 特典2 特典2

バースデープラス定期預金 

最新の年金情報をご送付 

特典3

特典3

ATM手数料キャッシュバック 

年金相談会の開催 

特典4

特典4

年金相談会の開催 特典5

対象商品：スーパー定期預金 
預入期間：1年 
金　　利：スーパー定期預金（1年）店頭表示利率＋0.2％ 
預入金額：30万円以上1,000万円以下 
対 象 先：当行にて「給与振込」または「年金受取ご予約サービス」をご利用いただいているお客様。 
取扱期間：平成21年4月1日～平成22年3月31日 

短期運用型退職金定期預金 
（ひとまずプラン） 

長期運用型退職金定期預金 
（あんしんプラン） 

一部引出自由型退職金定期預金 
（ひきだしプラン） 

特　徴 

商品名 

金　額 

期　間 
対象先 退職金を受取後、1年以内のお客様 

大切な退職金を、有利な金利で
「ひとまず」預けて、その間に今
後の資産運用について、じっくり
検討できます。 

大切な退職金を、有利な金利で
「あんしん」して運用できます。 

お預け入れ中に、急な資金が必
要になっても大丈夫。有利な金
利で運用しながら、一部「ひき
だし」が可能です。 

300万円～退職金の範囲内 
（1口300万円以上1,000万円未満） 

300万円～退職金の範囲内 
（1口300万円以上1,000万円未満） 

300万円～退職金の範囲内 
（1口300万円以上1,000万円未満） 

3ヶ月または6ヶ月 3年または5年 3年 

対象先：退職金受取後1年以内の個人の方で当行営業区域内に居住または勤務されている方 
取扱期間：平成21年4月1日～平成21年9月30日 
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融資業務 

お客様のお使い道に応じ、様々な商品を品揃えております。 
事業者の方には、一般のご融資をはじめ、ご用途に応じた事業性ローン
や各種制度融資などをご用意しております。 
個人の方には、お客様のライフステージにおける資金ニーズにお応えす
るため、各種ローンをご用意しております。 
静岡中央銀行は、お客様のベストパートナーとしてあらゆる場面で努力
し、積極的な行動でお応えします。 
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種　　　類 お使いみち 金　　額 期　　間 

自
由
型 

目
的
型 

住
宅
関
連
資
金 

プレオカード 

newカードローン 

フリーローン 

メンバーズローン 

スピードマイカーローン 

マイカーローン 

教育ローンキャンパス 

ホームローン 

住宅諸費用ローン 

プラス500 

不動産購入ローン 

クイックリフォームローン 

リフォームローン住まいる 

自由（事業資金を除く） 

自由（事業資金を除く） 

自由（事業資金を除く） 

自由（事業資金を除く） 

自動車購入、その他付帯費用 

自動車・バイク購入、免許取得費用 

教育資金（入学金、授業料等） 

住宅新築・購入・増改築・借替等 

住宅関連諸費用（無担保） 

ホームローンの担保不足分 

不動産取得に関する資金 

自宅の増改築・補修・関連設備購入 

自宅の増改築・補修・関連設備購入 

30万円・50万円 

10万円～300万円 

10万円～500万円 

10万円～300万円 

10万円～500万円 

10万円～500万円 

100万円～8,000万円 

10万円～500万円 

50万円～500万円 

100万円～1億円 

10万円～700万円 

10万円～300万円 

3年の自動更新 

3年の自動更新 

5年以内 

7年以内 

7年以内 

7年以内 

9年6ヶ月以内 

35年以内 

15年以内 

35年以内 

30年以内 

15年以内 

10年以内 

種　　　類 お使いみち 金　　額 期　　間 

一
般
ご
融
資 

証書貸付 

手形貸付 

当座貸越 
一般事業資金（運転資金・設備資金）としてご利用いただけます。 

事業資金 

事業資金 

事業資金 

事業資金 

100万円～5,000万円 

100万円～1,000万円 

50万円～500万円 

100万円～1,000万円 

5年以内 

5年以内 

1年～5年（証書貸付） 

1年更新（カードローン） 
1年～2年 

（期間延長も可能） 

割引手形 

ベスト融資 

ビジネスローン 

クイックビジネスローン 

　　（クレジットラインリリーフ） 

事業者カードローン 

※この他にもお客様のライフサイクルに応じた豊富な商品サービスを取り揃えております。営業担当者または融資担当者までご相談ください。 
商品ご利用にあたっての留意事項 
■ご利用にあたっては、ローン規約、ご返済方法、利用限度額等を十分ご確認、ご検討いただき、無理のない計画的なお借入をお勧めします。 
　お気軽に店頭または、営業担当者までご相談ください。 

ゆとりある暮らしと地域の事業活動をバックアップ 

誠実にお応えします。 

■事業者向けローン等 

※この他にもお客様の事業活動をバックアップする豊富な商品サービスを取り揃えております。営業担当者または融資担当者までご相談ください。 

■個人向けローン 

（平成21年6月30日現在） 

10万円・30万円・50万円・70万円 
・100万円 
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クイックリフォームローン 

プレオカード 

セカンドハウスローン 

住宅関連ローン 
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住まいを快適にするさまざまな場面 
でご利用いただけます。 
FAX・郵送・インターネット・窓口で 
お申込み。 
耐震工事・改装・増築・外構工事 
バリアフリー工事 
家具・カーテン・空調…等 

　平成21年6月より、「営業車両活用ローン」 
の取扱を開始しました。 

くらしにプラスなカードローン。 
ご来店不要で、最高100万円まで。 

営業車両活用ローン 
クレジットラインリリーフ 

○最高700万円　　○期間15年 
○無担保でご融資 

お客様にとって、一生でいちばん大きなお買い物。マイホームについて真剣になって考え、行動をおこすこと、 
それは人生のプランを描くということ。 
“しずちゅう”は、この大切なときにお客様のお役にたてる銀行でありたいと思っています。 

住宅取得時の様々な諸費用に対応 
無担保で最大500万円 

〈しずちゅう〉の住宅関連 
ローンの総合ガイドブック 

ホームローンガイドブック 住宅諸費用ローン 

担保不足分や諸費用に対応 
有担保で最大500万円 

プラス500

1. 最長7年までご融資 
 
 
2. 第三者保証人不要 
 
 
3. 幅広い資金ニーズに対応 

1. 無担保　第三者保証人不要 
 
 
2. 最大500万円までご融資 
 
 
3. カードローンと証書貸付の2タイプ 

お申込みからご契約まで来店不要 
 
 
パート・アルバイト・主婦の方でも申込可能 
 
 
カード1枚で借入・返済可能 

快適なセカンドライフや余暇の充実をサポート 
 
 
新築は8,000万円、中古物件は6,000万円まで 
 
 
期間は最長35年、金利は変動・固定から選択 

0120-608-055 
受付時間／平日9:00～18:00（銀行休業日除く） 

お持ちの営業車両を、運転資金・設備資金の 
資金調達に活用できるローンです。 中小企業・個人事業主のお客様の事業資金ニーズに 

スピーディに対応します。 
FAX・郵送・インターネット・窓口で 
お申込み。 

※詳しくは、当行ホームページ  
　http : //www.shizuokachuo-bank.co.jp でご覧ください。 

静岡中央銀行 
ダイレクトセンター 

0120-822-856 
受付時間／平日9:00～18:00

プレオカード 
専用ダイヤル 

当行営業区域内で、快適なセカンドライフや余暇の
充実をお望みのお客様のための、セカンドハウス専
用のローンです。 



一時払型年金払積立 
障害保険 
 
 
ドリームパスⅡ 
 

引受保険会社 
日本興亜 
損害保険株式会社 

追加型株式投資信託 
（バランス型） 
 
 
ワールド・ソブリンインカム 
愛称：十二単衣 
 
 
委託会社：岡三アセット 
　　　　 マネジメント（株） 

追加型株式投資信託 
（バランス型） 
 
 
米欧債券インカムオープン 
 
 
 
委託会社：野村アセット 
　　　　 マネジメント（株） 

追加型株式投資信託 
（日経225連動型） 
 
 
ストックインデックスファンド225 
 
 
 
委託会社：大和証券 
　　　　　投資信託委託（株） 

追加型株式投資信託 
（国内株式/一般型） 
 
 
日本好配当  リバランスオープン 
 
 
 
委託会社：岡三アセット 
　　　　 マネジメント（株） 

追加型株式投資信託 
（国際株式/一般型） 
 
 
世界優良株ファンド 
愛称：プライム コレクション 
 
 
委託会社：T&Dアセット 
　　　　　マネジメント（株） 

追加型株式投資信託 
（バランス型） 
 
ダイワ・マルチアセットファンド 
シリーズ（奇数月分配型） 
愛称：ミルフィーユ 
 

委託会社：大和証券 
　　　　　投資信託委託（株） 
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保険商品の窓口販売業務 

当行の住宅ローンをご利用のお客
様向けの長期総合火災保険です。 
地震・家財保険や、個人賠償責任負
担特約にもご加入いただくことがで
きます。 
保険料は、団体割引が適用になります。 

当行の住宅ローンをご利用のお客
様が、病気やケガで入院・自宅療養
を余儀なくされた場合に、ローンご
返済額と同額の保険金が支払われ
る保険です。 

お客様の豊かなセカンドライフの実現や、教育資金等の運用に向けて「のこす〈保険〉」「受け取る〈年金〉」「ふやす〈運用〉」の3つ
の機能をもった個人年金保険（変額年金・定額年金・年金払積立傷害保険）4商品を取り揃えております。 

当行の投資信託は6商品のラインナップで、お客様の様々な資産運用のニーズに幅広くお応えします。 

投資信託の窓口販売業務 

住宅ローン長期火災保険 返済サポート保険（債務返済支援保険） 

個人年金保険 

■生命保険 

■損害保険 
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（平成21年6月30日現在） 

（平成21年6月30日現在） 

一時払型変額保険 
 
 
たのしみVA年金物語 
 
 
 
引受保険会社 
住友生命保険相互会社 

一時払型変額保険 
 
 
ハッピーデイズ 
 
 
引受保険会社 
T&Dフィナンシャル 
生命保険株式会社 

定額積立型定額保険 
 
 
レーヴⅡ 
 
 
引受保険会社 
日本興亜 
生命保険株式会社 

○投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 
○投資信託は元本保証及び利回りの保証いずれもありません。 
○投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購入のお客様が 
　負うことになります。 

○投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。 
○ご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 
○投資信託のご購入の際は、「目録見書」を必ずご覧下さい。 
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案
内
 

新規発行や既に発行された国債等の公共債の募集を取扱い、
窓口にてお客様に販売しています。 

三菱UFJ信託銀行と信託代理店契約を締結し、各種信託業
務について取扱いしています。 

公共債の窓口販売業務 

信託代理業務 

エレクトロニックバンキング（EB）サービス 

その他各種サービス 

28

項　　目 内　　容 

法
人
・
事
業
者
向
け 

個
人
向
け 

ビジネスWEB 

パソコンバンキング 

データ伝送サービス 

ファクシミリサービス 

テレフォンサービス 

インターネットバンキング 

モバイルバンキング 

テレフォンサービス 

＊法人・個人事業者向けインターネットバンキング 

お客様のパソコン・FB端末・ホームユース端末でオフィスにいながら残高照会・取引明細照会・振込 
振替サービスがご利用できるサービスです。 

しずちゅうビジネスWEBは、インターネットを利用し、お取引照会や振込、また総合振込や給与振込 
などの一括伝送サービスなどをご利用いただけるサービスです。 

お客様のパソコン等の端末と“しずちゅう”のコンピューターを電話回線で結び、データ伝送により、 
給与振込・総合振込・預金口座振替等の大量データを送信できるサービスです。 

お客様のファクシミリに、ご指定口座への振込・入出金明細などをご連絡したり、その場で残高照会 
等がご利用できるサービスです。 

お客様の電話に、ご指定口座への振込や入出金の明細などをご連絡したり、その場で残高照会等が 
ご利用できるサービスです。 

インターネットを利用し、お客様がお持ちのパソコンで残高照会・取引明細照会・振込振替サービス 
などがご利用いただけます。 

お客様の携帯電話で（NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイル）、残高照会・取引明細照会・振込振替 
サービスなどがご利用いただけます。 

お客様のご家庭の電話で、残高がその場で照会できるサービスです。 

項　　目 内　　容 

自
動
受
取 

キャッシュサービス 

デビットカードサービス 

　　給与振込み 

　　年金自動受取り 

　　配当金自動受取り 

公共料金等の自動支払い 

貸金庫・保護預かり 

夜間金庫 

カード1枚で、当行のATMおよび全国の提携金融機関のATMにてご預金等のお引き出しができ 
ます。 

全国のデビットカード加盟店でのキャッシュカードによる代金支払が可能です。 
代金は口座から即時に決済されます。 

毎月の給与やボーナスが会社から直接お客様の預金口座に振り込まれます。 

一度の手続きで、お客様の大切な年金がお客様の預金口座に振り込まれます。 

一度の手続きで、配当金がお客様の預金口座に振り込まれます。 

有価証券、預金証書、重要書類等、お客様の貴重品を当行の金庫で大切に保管します。 

電気・電話・ガス・水道・NHK受信料等の公共料金のほか、各種税金、国民年金保険料、クレジット 
代金などをお客様の預金口座から自動的にお支払します。 

毎日の売上金をお預かりし、翌営業日に預金口座に入金します。営業終了後の夜間や休日でも 
ご利用いただけます。 

パソコンや携帯電話などにより、銀行の窓口にご来店いただくことなく振込・振替や取引照会等がご利用いただけます。 

【信託代理業務取扱店】 
　本店営業部・吉原支店・熱海支店・静岡支店・浜松支店 
　川崎支店・渋沢支店・香川支店・東京支店 


