
コンビニATMで24時間

いつでも使えるカードがいいね。

　実質

ろうきんなら、コンビニATMでのご利用も可能！
ろうきんイメージモデル　高梨   臨

一部設置していない店舗や営業時間などにより、ご利用いただけない場合があります。 ATM設置場所および利用時間につきましては、各金融機関等のホームページをご覧ください。

金融機関等
（主な設置先）

曜　日

ご利用可能時間 24時間
8：00

〜

23：00

8：00

〜

21：00

（主な設置先：セブン－イレブン・イトーヨーカドーなど） （主な設置先：イオン・マックスバリュ・ミニストップなど）

ATMお引出し手数料

※

毎月第1・3月曜日の2：00～6：00、ハッピーマンデー前日の21：00～翌朝6：00は、定期メンテナンスを行うため、全てのATMでろうきんカードはご利用いただけません。
※19：00～7：00までのお引出しは所定の手数料がかかりますが、全額お戻しいたします。

いつでも

全国

●�長野ろうきんのカードなら、全国のろうきんはもちろん、銀
行・信用金庫・ＪＡバンクなどＭＩＣＳ加盟の提携金融機関、
ゆうちょ銀行、コンビニＡＴＭ（セブン銀行・イーネット・ローソ
ン・エイティエム・ネットワークス等）がご利用いただけ、しかも
お引出し手数料は即時、全額をキャッシュバック。つまり、
お引出し手数料は実質「無料」です。（一旦、手数料をお預
かりしますが、直後に全額ご返金いたします。）

※�長野ろうきんのキャッシュカード（普通預金・貯蓄預金）、ロー
ンカードがキャッシュバックサービスの対象となります。

※�ATMの設置場所および利用時間については、各金融機
関のホームページ等でご確認ください。

※�毎月第１・第３月曜日の２：００から６：００、またハッピーマン
デー前日の２１：００から翌朝６：００は、定期システムメンテナ
ンスのため、セブン銀行をはじめ、すべてのATMでろうきん
のカードがご利用いただけません。

※�サービスの詳細は、店頭・ホームページでご確認ください。

『お引出し』はお近くのコンビニATMで

　ATM利用手数料還元サービスにより、他金融機関ATMでのお引出しにおける手数料の全額をキャッシュバックい
たします。「お引出し」はお近くのATMをご利用ください。

ATM利用手数料還元サービス

サービスのご案内

ご利用いただける主なサービス

当金庫の最新の活動状況・サービス内容は、
下記URLよりご覧いただけます。

http://www.nagano-rokin.co.jp/ 長野ろうきん 検索長野ろうきん
ホームページ

カーローン・教育ローン等の無担保ローン商品の仮
審査、住宅ローンについては簡易審査のお申し込
みをしていただくことができます。お仕事などで忙
しく、ろうきん窓口まで足を運ぶことが難しい方も
安心してご利用いただけます。また、ローンに関す
るご来店・ご相談の事前予約のお申込みが可能です。

ローン仮審査申込、
ご来店・相談会のご予約

様々なライフイベントの基礎知識から、ご自身の家
計診断や将来にわたる具体的なマネープラン等をご
確認いただけます。

ライフプランシミュレーション・
家計見直し診断フォーム

ろうきんダイレクトをご契約いただくと、預金・ロー
ンの残高および試算照会・お振替・お振込み・ロー
ンの随時返済等の各種お取引きがご利用いただけ
ます。

ろうきんダイレクト
（インターネット・モバイルバンキング）

キャンペーン情報や各種サービスの変更など、お客
様へのお知らせをリアルタイムでお伝えいたします。

長野ろうきんからのお知らせ

環境に配慮した
植物性インキを
使用しています。

2016年11月発行
編集:長野県労働金庫　経営企画部　〒380-8611　長野市県町523番地　TEL026-237-3700

長野県労働金庫2016
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事業と
財務状況の
ご案内



ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、 
人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、 
そのネットワークによって成り立っています。

会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

ろうきんの理念

当金庫は、労働金庫法第5条に定められている
右記の3原則に基づき、中期経営計画および年
度事業計画を策定し事業運営を行っています。

〈ろうきん〉の目的や
事業の原則は
法律で定められています。 ◦金庫は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

◦金庫は、その行う事業によってその会員に直接の奉仕をすることを目的と
し、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。

◦金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

労働金庫法第５条『事業運営三原則』

ろうきんは、労働組合や生活協同組合
の働く仲間が、お互いを助け合うため
に資金を出し合ってつくった協同組織
の金融機関です。現在、多くの金融機
関がありますが、働く仲間とその家族
の生活が豊かになることを目的につく
られた金融機関はろうきんだけです。
働く人たちの暮らしを支え、快適で暮
らしやすい社会づくりをめざします。

ろうきんは
働く仲間がつくった

金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法に基づいて、
営利を目的とせず、会員（労働組合・
生活協同組合などの団体）の一人ひと
りを主人公として、公平かつ民主的に
運営されています。
このろうきん独自の運営に共感する人
たちの輪が日本中に広がり、今日に
おける利用者は全国で1,000万人以上。
労働組合や生活協同組合をはじめとし
た多くの仲間に支えられています。

ろうきんは
営利を目的としない

金融機関です。

ろうきんの業務内容は、預金やローン・
各種サービスなど、一般の金融機関と
ほとんど変わりません。しかし、資金
の運用方法がまったく違います。働く
人たちからお預かりした資金は、働く
人たちの大切な共有財産として、住宅・
結婚・教育資金など、働く仲間とその
家族の生活を守り、より豊かにするた
めに役立てられています。

ろうきんは
働く人目線で考える

金融機関です。

※預金残高には譲渡性預金を含みます。

2016年度事業計画

Ⅱ. 2016年度の重点課題対応

Ⅲ. 中長期的な経営環境対応

人口減少や高齢化の進展、労働組合組織率の低下、金融機関競合環境等、
中長期的環境変化に対応した業務運営の実践

経営基盤強化の取組み 「働くひと」にやさしい
長野ろうきんの実践両立

Ⅰ. 中期経営計画（2014〜2016年度）4つの挑戦

3 4

2

この人（たち）だから、取引したい、
チーム・職員の姿勢と行動

会員と同じ方向を向く
協働した事業運営１

健全経営を実践した安定収益確保と
環境変化への対応

“長野ろうきんならでは”の
金融サービスの提供

ろうきん理念・
ろうきんビジョンの実現

次期中期経営計画
（2017〜2019年度）の
策定とその実践

１．貸出金拡大に向けた取組み

ローンセンター機能の充実、金利・商
品の有利性向上につとめるとともに、お
客様にご満足いただける相談・接遇を
継続し資出金拡大に取組んでおります。

２．理事会・運営委員長会議・
運営委員会の機能強化

新たなガバナンス態勢による長野ろう
きんの組織活性化を通じ、組合員に
寄り添う事業活動の実践につとめてお
ります。

３．コンプライアンスを
重視する経営姿勢の継続

会員・お客様からの「信用・信頼」
にお応えするため、コンプライアンスを
重視した経営姿勢を継続しております。

2016年度事業計画達成への取組み
および中期経営計画

（2014〜2016年度）の総まとめ

名称 長野県労働金庫

登録金融機関　関東財務局長（登金）268号
本店住所 〒380-8611長野県長野市県町523番地
電話番号 （026）237-3700
ホームページ http://www.nagano-rokin.co.jp/
創立 1951年（昭和26年）12月

代表者 理事長　髙橋 精一
常勤役職員数 406名（男268名、女138名）

店舗数 20店舗（インターネット長野支店含む）
3出張所・8ローンセンター

出資金 2,475百万円
預金残高 623,242百万円
貸出金残高 319,318百万円

長野県労働金庫の概況 (2016年9月末)
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［自己資本比率※］図3

それを下回る場合は、「早期是正措置」の対象になります
国内基準は 4.00%以上です。

※9月末中間決算は法定化されておりませんが、内部規定に基づき、3月末本決算に準
じた仮決算を行っております。上記9月末の自己資本比率は、この仮決算結果に基づ
いて算出した概算値です。
※2016年3月末の自己資本比率を修正再表示しております。

リスク・アセット348,326百万円
×100

自己資本比率

13.47%
（概算値）

自己資本合計46,952百万円

2016年9月末の当金庫の自己資本比率は13.47%であり、国内基準の
4%を大きく上回っています。当金庫の自己資本については、引き続き
損失の吸収の高い出資金・利益準備金・特別積立金等で構成されてお
り、質・量ともに充実していると評価しております。

財務状況のご案内

収益と費用の状況資産と負債・純資産の状況

リスク管理債権について
　2016年9月末における不良債権額等の状況は、｢破綻先
債権｣、｢延滞債権｣、｢3か月以上延滞債権｣ 及び ｢貸出条
件緩和債権｣ の合計で18億22百万円となり、総貸出金に
占める割合は、0.57％という低水準を維持しています。
　また、｢破綻先債権｣、｢延滞債権｣、｢3か月以上延滞債権｣
及び ｢貸出条件緩和債権｣ の合計額18億22百万円のうち、
17億97百万円は担保や保証機関等の保証で債権の保全が
図られ、23百万円は個別貸倒引当金により保全措置を図
っています。

金額、比率の表示方法
１．金額単位

（１）各表に表示した金額単位未満の端数は切り捨てて記載しています。
（２）小計、合計等の合算は、円単位まで算出し、単位未満を切り捨てて記載しています。したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄の金額が一致しない場合があります。
　　また、残高が百万円未満の科目は「0」と表示し、残高がない科目については「ー」と表示しています。
２．諸利回り・諸比率
 小数点第３位を切り捨てし、第２位までを記載しています。

本誌は、当金庫の経営内容を多くの皆様に知っていただくために、2016年9月末情報を取りまとめてご報告するものです。
9月末中間決算は法定化されておりませんので、会計監査人監査の対象となっておりません。

主要な業務の状況を示す指標
（単位：百万円、％）

項　目 2015年中間期 2016年中間期
業務純益 1,728 1,021
資金運用利回 1.37 1.33
資金調達利回 0.10 0.10
資金調達原価率 1.06 1.03
資金利鞘 0.31 0.30
預貸率（末残） 52.02 51.23
預証率（末残） 35.68 37.69

　「経常収益」は、前年同期比8億39百万円減少しました。
有価証券利息配当金が増加し、「資金運用収益」が増加
しましたが、前年同期に計上した国債等の売却益の減少
を主要因として、「その他業務収益」が減少しました。
　「経常費用」は、前年同期比61百万円増加しました。
コンビニATM等の利用増により「役務取引等費用」が
21百万円、市場金利低下による退職給付費用の増加等
により「経費」が50百万円、前年同期と比べ増加しま
した。
　「経常収益」の減少と「経常費用」の増加を要因として、

「経常利益」は、前年同期比9億1百万円減少し、9億67
百万円となりました。
　「中間純利益」は、「経常利益」が減少したことに伴い、
前年同期比6億64百万円減少し、6億86百万円になりま
した。

自己資本の額と自己資本比率（概算値）

　2016年9月末の自己資本額は、46,952百万円となり、
自己資本比率は、13.47％となりました。

特別利益  －百万円 特別損失 5百万円

法人税、住民税及び事業税 279百万円
法人税等調整額 △3百万円

法人税等合計 276百万円

2 税引前中間純利益 　962百万円
内訳 【特別利益　　特別損失】経常利益1

1 経常利益 967百万円
収益　　　費用内訳

費用収益
資金運用収益（貸出金利息など）

4,451百万円
＋

役務取引等収益（受入為替手数料など）
104百万円

＋
その他業務収益（債券売却益など）

176百万円
＋

その他経常収益 3百万円

経常収益　4,736百万円

　資金調達費用（預金利息など）
315百万円

＋
役務取引等費用（支払為替手数料など）

494百万円
＋

その他業務費用（債券売却損など）
0百万円

＋
経費（人件費・物件費など） 2,950百万円

＋
その他経常費用 8百万円

経常費用 3,768百万円

中間純利益 686百万円
内訳 法人税等合計2 税引前中間純利益

3

［リスク管理債権について］図2

［資産と負債・純資産の状況］図１
（単位：百万円）
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[ 内訳 ]
●手形貸付
●証書貸付
●当座貸越

[ 内訳 ]
●出資金
●利益準備金
●特別積立金
●中間未処分
　剰余金
●処分未済持分

●その他
　有価証券
　評価差額金

2,475
2,477

40,774

1,228

△0

7,017

470
234,938

97,151
814

77,070
27,148

306
32,447

5,952
303,377

9,988

貸出金 319,318

金銭の信託・有価証券
235,409

純資産 53,972

[ 内訳 ]
●金銭の信託
●有価証券
　●国債
　●地方債
　●社債
　●投資信託
　●株式
　●外国証券

[ 内訳 ]
●当座預金
●普通預金
●貯蓄預金
●定期預金
●その他
●譲渡性預金

15
120,182

207
495,268

83
7,485

現金・預け金
130,593

預金
623,242

その他 9,125 その他 17,230

資産合計

694,445百万円

負債・純資産合計

694,445百万円

23百万円個別貸倒引当金

1,822百万円合計額

「破綻先債権」「延滞債権」
「３か月以上延滞債権」及び
「貸出条件緩和債権」

［保証・引当金］

全体の
0.57%

1,797百万円
担保や保証機関等の保証額

319,318
百万円

貸出金総額

309,645

512,003

304,858

529,442

309,460

550,169
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［資産と負債・純資産の状況］図１
（単位：百万円）
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負債・純資産合計

694,445百万円

23百万円個別貸倒引当金

1,822百万円合計額

「破綻先債権」「延滞債権」
「３か月以上延滞債権」及び
「貸出条件緩和債権」

［保証・引当金］

全体の
0.57%

1,797百万円
担保や保証機関等の保証額

319,318
百万円

貸出金総額

309,645

512,003

304,858

529,442

309,460

550,169

資産の部 2016年3月末 2016年9月末
現金 4,075 3,982
預け金 118,317 126,610
金銭の信託 477 470
有価証券 226,555 234,938
貸出金 314,523 319,318
その他資産 5,114 5,032
有形固定資産 3,753 3,966
無形固定資産 17 17
債務保証見返 148 134
貸倒引当金 △ 26 △ 25
合計 672,956 694,445

負債の部及び純資産の部 2016年3月末 2016年9月末
預金積金 603,363 615,757
譲渡性預金 5,312 7,485
借用金 － 4,400
債券貸借取引受入担保金 3,199 6,366
その他負債 3,083 2,078
代理業務勘定 7 9
賞与引当金 175 186
役員賞与引当金 5 2
退職給付引当金 1,901 1,991
役員退職慰労引当金 24 30
睡眠預金払戻損失引当金 66 57
繰延税金負債 1,907 1,972
債務保証 148 134
負債の部合計 619,194 640,473
出資金 2,477 2,475
利益剰余金 44,029 44,480
処分未済持分 － △ 0
会員勘定合計 46,506 46,955
その他有価証券評価差額金 7,254 7,017
評価・換算差額等合計 7,254 7,017
純資産の部合計 53,761 53,972
合計 672,956 694,445

科　目 2015年中間期 2016年中間期
経常収益 5,576 4,736

資金運用収益 4,389 4,451
役務取引等収益 100 104
その他業務収益 899 176
その他経常収益 186 3

経常費用 3,707 3,768
資金調達費用 311 315
役務取引等費用 473 494
その他業務費用 2 0
経費 2,900 2,950
その他経常費用 19 8

経常利益 1,868 967
特別利益 － －
特別損失 13 5
税引前中間純利益 1,855 962
法人税、住民税及び事業税 532 279
法人税等調整額 △ 27 △ 3
法人税等合計 504 276
中間純利益 1,350 686

（単位:百万円） （単位:百万円）■ 貸借対照表 ■ 損益計算書



会員や地域で働いているあらゆる人に、長野ろうきんをまた使いたいと思っていただける“長野ろうきんならでは”の
商品・サービスを提供してまいります。

長野ろうきんの各種ローンをご
利用いただくことで、2016年度
中の新規ご融資取引1件につき
100円をろうきんが拠出し、そ
の総額を「長野県みらい基金」
を通じて支援団体へ寄付いたし
ます。地域のひとり親世帯を中
心に、子育て世帯を支援する取
り組みを応援する基金です。

毎月100円からご契約者様の普
通預金口座より手数料無料で自
動寄付をする制度です。集まっ
た寄付金は「長野県みらい基金」
が管理し、応援したいNPO等へ
寄付配分されます。寄付先の活
動状況は長野県みらい基金のホ
ームページやニュースレターな
どでお知らせします。

キャンペーン・商品のご案内

対象預金

預入期間および
適用金利

※インターネット・モバイルバンキング、テレフォンバンキング、ATMによるお預け入れは
特別金利定期預金の対象外となります。

1年：年0.10％ 3年：年0.12％ 5年：年0.14％
（税引後年0.079％） （税引後年0.095％） （税引後年0.111％）

冬の生活応援キャンペーン 2016
ろうきんは、みんなつかえる。

上記期間中、新規でお預け入れをいただいた個人のお客様

期　　間

対　　象

預入金額

対象預金

預入期間および
適用金利

上記期間中、インターネットバンキングにより新規でお預け入れをいただいた個人のお客様

期　　間

対　　象

預入金額

〈ろうきん〉イメージモデル
高梨 臨

特別金利定期預金

インターネットバンキング金利上乗せ定期預金

スーパー定期預金・大口定期預金

2016年11月1日（火）～2017年1月31日（火）

5万円以上

2016年11月1日（火）～2017年1月31日（火）

スーパー定期預金・大口定期預金

5万円以上

1年：店頭表示金利＋年0.11％ ※特別金利定期預金への金利上乗せはできません。

※テレフォンバンキングによるお預け入れは、対象外となります。

《定期預金について》●他の金利優遇制度との併用はできません。●インターネットバンキング定期預金は、お預け入れ期間１年のみを金利上乗せの対象といたします。●本キャンペーン
における対象預金は新規お預け入れとし、当金庫にお預け入れいただいている定期性預金からの書替または振替は対象外とさせていただきます。●特別金利定期預金およびインターネット
バンキング定期預金による金利上乗せは初回満期日までのお預け入れ期間に限らせていただきます。満期日以降に自動継続をご選択された場合、以降の金利は自動継続をした日における同
期間の店頭表示金利を適用させていただきます。●中途解約の場合は、当金庫が定める預入期間に応じた中途解約利率を適用いたします。●2013年1月1日から2037年12月31日までの間に
お受取りになる利息には「復興特別所得税」が追加課税されますので20.315%の税金がかかります。（国税15.315%、地方税5%）また税引後利率は小数点以下第3位未満を切り捨てて表示
しています。

《ろうきんカードローン�マイプランについて》●表示金利は、2016年11月1日現在の金利です。（金利は情勢の変化により変動する場合があります）●お借入金利は、お取引内容や審査結
果等により異なります。●審査の結果、ローン利用のご希望にそえない場合がございます。●事業性資金・投機的資金としては、ご利用いただけません。●ご契約期間は1年ごとの自動更新
となります。

※店頭に説明書をご用意しております。詳しくは窓口にお問い合わせください。

ろうきんの理念やろうきんビジョンに掲げられる「人々が喜びをもって共生できる社会」の実現に寄与するため、長野ろうき
んは社会的役割の発揮につとめ、これからも、会員・お客様・地域社会への貢献をすべく、ＣＳＲ活動（企業の社会的責任）
を確実に実践し、引き続き「働く人とそのご家族の支援」をテーマとして取組んでまいります。

　各営業店では、地域の皆さま方との交流を大切に、運
営委員会の企画・運営による地域に根ざした活動を広げ
ています。また、各種活動を通じた収益金は、地域や様々
な団体へ寄付等をさせていただいています。
※ 運営委員会は、各営業店単位で会員から選出された運

営委員長と運営委員により構成され、各営業店におけ
る推進活動の中心的役割を担っています。

　2016年熊本地震の犠牲となられた方々には謹んでご
冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さま
には心からお見舞いを申し上げます。
　また、2011年3月11日に発生した東日本大震災によ
る被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

　当金庫では、熊本地震、東日本大震災により被災され
た方に対して、以下の取組みを行っています。
1融資関連取引の特別措置
　 　被災された方々の早期生活安定と災害復旧をはかる

ため、被災された方またはその親族の方を対象とした
「災害救援ローン」のお取扱いをしています。また、
熊本地震により被災されたお客様で、当金庫の融資を
ご利用の方については、お申し出があれば、返済期日
を猶予させていただく等のご相談もお受けしておりま
す。（詳細は店頭までお問い合わせください。）

2振込手数料免除措置の実施
　 　当金庫が指定する災害義援金口座への送金にかかる

為替手数料の無料化を実施しています。
3日本赤十字社「東日本大震災義援金」への寄付
　 　復興支援の継続を目的とし、各営業店に義援金募金

箱を設置しています。2015年度は17,778円の募金
をいただき、日本赤十字社「東日本大震災義援金」へ
の寄付を行いました。

　 　2011年度より実施しているこの募金は、5年間で
累計487,610円となっています。

1. 地域に根ざした福祉活動

2. 自然災害に係る取組み

〈福島支店〉
「御嶽山噴火災害見舞金」（木曽町）への寄付

〈松本支店〉
ろうきんカップMATSUMOTO少年サッカー大会

地域の子どもの未来に
貢献する基金です。

寄付者と地域貢献活動を
つなぐシステムです。

長野ろうきん
「こども基金」

長野ろうきん
NPO自動寄付
システム

長野ろうきんのカード（ローンカ
ード含む）をお持ちの方が長野
ろうきんのATMをご利用いただ
いた場合はお引出し・お預け入
れ1回につき1円を、またchou-
chouシリーズによるお積立の場
合は年間お積立合計額の0.05%
を長野ろうきんが負担し、公益
財団法人日本対がん協会「乳が
んをなくすほほえみ基金」に寄
付いたします。

〈長野ろうきん〉はピンクリボン
運動を応援しています。

ピンクリボン
運動支援

ろうきん カードローン マイプラン

会員労働組合ご加入の組合員の方

一般勤労者の方

ろうきん住宅ローンをご利用の方…年1.0％
給与振込のご契約がある方…………年1.0％

※給与振込は、当金庫システムにて給与判定可能なご契約に限ります。

「ろうきん住宅ローンをご利用の方」、 「給与振込をご契約の方」
は、個人金利引下げ制度「マイプランパック」で、店頭表示金利
から最大年2.0％の金利引下げ。

　長野ろうきんでは、2011年より実施している「ピンクリボン運動」の支援に加え、2016年度より長野県みらい基
金と連携した2つの新たな取組み（長野ろうきん「こども基金」・長野ろうきんNPO自動寄付システム）を行っています。

3. CSR活動の取組み

最大引き下げ後金利

最大引き下げ後金利

店頭表示金利

店頭表示金利

〈保証料込み〉 年2.7％

年3.1％

〜年4.7％

〜年5.1％

※審査内容により、年6.7％の金利が適用となる場合があります。
変動金利

最高500万円（10万円単位）
※ 所属会員、雇用形態により異なります。

ご融資金利

ご融資限度額

〈保証料込み〉
※審査内容により、年6.7％の金利が適用となる場合があります。

変動金利

最高500万円（10万円単位）
※ 所属会員、雇用形態により異なります。

ご融資金利

ご融資限度額

CSR活動・社会貢献の取組み



コンビニATMで24時間

いつでも使えるカードがいいね。

　実質

ろうきんなら、コンビニATMでのご利用も可能！
ろうきんイメージモデル　高梨   臨

一部設置していない店舗や営業時間などにより、ご利用いただけない場合があります。 ATM設置場所および利用時間につきましては、各金融機関等のホームページをご覧ください。

金融機関等
（主な設置先）

曜　日

ご利用可能時間 24時間
8：00

〜

23：00

8：00

〜

21：00

（主な設置先：セブン－イレブン・イトーヨーカドーなど） （主な設置先：イオン・マックスバリュ・ミニストップなど）

ATMお引出し手数料

※

毎月第1・3月曜日の2：00～6：00、ハッピーマンデー前日の21：00～翌朝6：00は、定期メンテナンスを行うため、全てのATMでろうきんカードはご利用いただけません。
※19：00～7：00までのお引出しは所定の手数料がかかりますが、全額お戻しいたします。

いつでも

全国

●�長野ろうきんのカードなら、全国のろうきんはもちろん、銀
行・信用金庫・ＪＡバンクなどＭＩＣＳ加盟の提携金融機関、
ゆうちょ銀行、コンビニＡＴＭ（セブン銀行・イーネット・ローソ
ン・エイティエム・ネットワークス等）がご利用いただけ、しかも
お引出し手数料は即時、全額をキャッシュバック。つまり、
お引出し手数料は実質「無料」です。（一旦、手数料をお預
かりしますが、直後に全額ご返金いたします。）

※�長野ろうきんのキャッシュカード（普通預金・貯蓄預金）、ロー
ンカードがキャッシュバックサービスの対象となります。

※�ATMの設置場所および利用時間については、各金融機
関のホームページ等でご確認ください。

※�毎月第１・第３月曜日の２：００から６：００、またハッピーマン
デー前日の２１：００から翌朝６：００は、定期システムメンテナ
ンスのため、セブン銀行をはじめ、すべてのATMでろうきん
のカードがご利用いただけません。

※�サービスの詳細は、店頭・ホームページでご確認ください。

『お引出し』はお近くのコンビニATMで

　ATM利用手数料還元サービスにより、他金融機関ATMでのお引出しにおける手数料の全額をキャッシュバックい
たします。「お引出し」はお近くのATMをご利用ください。

ATM利用手数料還元サービス

サービスのご案内

ご利用いただける主なサービス

当金庫の最新の活動状況・サービス内容は、
下記URLよりご覧いただけます。

http://www.nagano-rokin.co.jp/ 長野ろうきん 検索長野ろうきん
ホームページ

カーローン・教育ローン等の無担保ローン商品の仮
審査、住宅ローンについては簡易審査のお申し込
みをしていただくことができます。お仕事などで忙
しく、ろうきん窓口まで足を運ぶことが難しい方も
安心してご利用いただけます。また、ローンに関す
るご来店・ご相談の事前予約のお申込みが可能です。

ローン仮審査申込、
ご来店・相談会のご予約

様々なライフイベントの基礎知識から、ご自身の家
計診断や将来にわたる具体的なマネープラン等をご
確認いただけます。

ライフプランシミュレーション・
家計見直し診断フォーム

ろうきんダイレクトをご契約いただくと、預金・ロー
ンの残高および試算照会・お振替・お振込み・ロー
ンの随時返済等の各種お取引きがご利用いただけ
ます。

ろうきんダイレクト
（インターネット・モバイルバンキング）

キャンペーン情報や各種サービスの変更など、お客
様へのお知らせをリアルタイムでお伝えいたします。

長野ろうきんからのお知らせ

環境に配慮した
植物性インキを
使用しています。
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