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カーライフリピートプラン
カーライフプランまたはカーライフリピートプランの一定のご利用実績
のあるお客様に、保証料を低く設定し更にご利用しやすくいたしました。

住宅の新築、増改築、土地購入、マンション購入等のマイホーム資金に、または
住宅資金の借換にご利用いただけます。変動金利、固定金利、段階金利があります。

7か月

住宅の新築、増改築をはじめ、土地の購入や高金利の住宅ローンの借換など、お気軽にご相談ください。

200万円超

無利息型
普通預金

全額保護されるから安心 預金保険制度により全額保護される、利息なしの預金です。現在ご利用
中の普通預金をそのまま変更できるので、年金振込・給与振込のお受け
取りや公共料金などの自動振替の変更手続きは不要です。
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期間

段階金利
11年目以降

3.500

2年

3年

5年

7年

10年

変動金利

2.600

3.000

3.500

3.700

3.850

2.625

1.600

2.000

2.500

2.700

2.850

1.400

1.450

1.800

2.600

2.650

2.200

2.600

3.100

3.300

3.450

1.825

基準金利 全期間
（1.0％優遇）

次回以降
（0.4％優遇）

初回

優遇金利

平成19年7月現在（単位：％）

11年目以降は、5年ごとに金利見直しを行い、
「スーパー定期（1年もの）+1.80％」が予定利
率を上回った場合はこれを適用いたします。

①保証が受けられない場合は、原則として
　0.2％を上乗せいたします。
②段階金利は、10年固定選択の場合だけ
　適用いたします。
③非会員に対する貸出に関しては、0.1％
　を上乗せいたします。
④優遇金利適用は、給与振込先といたします。

500



しんきんインデックスファンド２２５
しんきんアセットマネジメント投信

しんきんトピックスオープン
しんきんアセットマネジメント投信

ノムラ・ジャパン・オープン
野村アセットマネジメント

日興ジャパンオープン
（愛称＝ジパング）

日興アセットマネジメント

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

しんきん好配当利回り株ファンド
しんきんアセットマネジメント投信

しんきん好配当利回り株ファンド
（３カ月決算型・愛称＝四季絵巻）
しんきんアセットマネジメント投信

しんきん世界好配当利回り株ファンド
（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんＪリートオープン
（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

三井住友・グローバル・リート・オープン
（毎月決算型・愛称＝世界の大家さん）

三井住友アセットマネジメント

わが国の株式市場の動きと長期成長をとらることを目標に、日経平均
株価（日経２２５）に連動する投資効果の獲得を目指します。

わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資効果の獲得を目指します。

わが国の株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベー
スとしたアクティブ運用を行います。株価の割安性をベースに銘柄選
定を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとしたアクティブ運
用を行います。

わが国の証券取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象
とし、中長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の
動きを上回る投資成果の獲得をめざします。当ファンドは、主に「ジパングマザ
ーファンド」受益証券に投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。

わが国の株式を主要投資対象とし、取得時にＰＥＲ（株価収益率）・ＰＢＲ（
株価純資産倍率）などの指標または株式水準からみて割安と判断され
る銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資を行います。

主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資
し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。東
証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を参考指標とします。原則として年１回の決算時に
分配金を受けとることができます。

主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資
し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。原
則として３カ月毎の決算時に分配金を受けとることができます。

「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の受益証券に投資をします。マザー
ファンドの受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の先進国の好配当利回り株
に分散投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目
標とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。原則とし
て、毎月の決算毎に分配金を受取ることができます。

わが国の証券取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主
要投資対象とする「しんきんＪリートマザーファンド」の受益証券に投資するフ
ァミリーファンド方式で運用を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマ
ークとします。原則として、毎月の決算毎に分配金を受取ることができます。

日本を含む世界各国の不動産投資信託（リート）に投資します。安定かつ相対的に
高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散
投資し、エービーエヌ・アムロ・アセットマネジメントグループの運用ノウハウを活
用します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。原則として、
毎月の決算毎に分配金を受取ることができます。

株
式
型

国 内
（インデックス）

ファンドの分類 ファンド名/信託会社 特徴

国 内
（アクティブ）

海 外

海 外

国 内不
動
産
型

〈飯塚信用金庫〉の投資信託商品…マネープランに合わせてお選びください。

しんきん野村世界国債ファンド
野村アセットマネジメント

ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイアセットマネジメント

ドルマネーファンド
興銀第一ライフ・アセットマネジメント

しんきん海外ソブリン債セレクション
（欧州ソブリン債ポートフォリオ）
しんきんアセットマネジメント投信

しんきん海外ソブリン債セレクション
（米国ソブリン債ポートフォリオ）
しんきんアセットマネジメント投信

しんきん海外ソブリン債セレクション
（欧米ソブリン債ポートフォリオ）
しんきんアセットマネジメント投信

グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型）

国際投信投資顧問

MHAMスリーウェイオープン
みずほ投信投資顧問

しんきん３資産ファンド
（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんグローバル６資産ファンド
（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド １
（愛称＝フルーツ王国）

ユナイテッド投信投資顧問

日本を含む先進主要国のソブリン債を中心とした優良クレジットの債券に投資
します。ＡＡ格相当以上の格付けを有する債券を中心に、Ａ格相当までの格付け
を有する債券に投資します。国債券の平均残存期間は原則として１～３年程度
とし、外貨建資産の８０％以上をヘッジし為替変動リスクの低減を目指します。

米国建の多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債
等）を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な
収益の確保を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行いません。原則として、３ヶ月毎の決算時に分配金を受取ることができます

主に格付けの高い米ドル建の短期国債、政府機関債、コマーシャル・
ペーパー等に投資し、利子等収益の確保と円安、米ドル高時の為替
益の享受により、好リターンの獲得を目指します。外国建資産につい
ては、為替ヘッジを行いません。

ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国のソブリン債を実質的な主要投資対象
とします。主としてシティグループＥＭＵ国債インデックスをベンチマー
クとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として３カ月毎の決算時に分配金を受取ることができます。

米国ソブリン債を実質的な主要投資対象とします。主としてシティグ
ループ米国国債インデックスをベンチマークとします。外貨建資産に
ついては、原則として為替ヘッジを行いません。原則として３カ月毎の
決算時に分配金を受取ることができます。

ＥＭＵ（欧州経済通貨同盟）参加国および米国のソブリン債を実質的な主要投資対象と
し、主としてシティグループＥＭＵ参加国と米国に50％ずつ投資します。シティグルー
プＥＭＵ国債インデックスを50％、シティグループ米国国債インデックス50％の配分
比率で合成した指数をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替
ヘッジを行いません。原則として３カ月毎の決算時に分配金を受取ることができます。

グローバル・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国のソブ
リン債券に分散投資し、リスク分散をはかった上で、長期的に安定した収益の確保と信託財
産の成長を目指します。円投資家の立場から最適な国別の資産配分（カントリー・アロケー
ション）を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。外貨建資産につい
ては、為替リスクがあります。原則として、毎月の決算時に分配金を受取ることができます。

わが国の株式、債券および短期金融資産に分散投資し、その組入比率
の変更を機動的に行い、信託財産の安定的な成長を目標として運用
を行います。（国内株式３０％以下）

６つの異なる資産（国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内不動産投信・外国
不動産投信）に分散投資します。各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則と
して６つの資産の割合が投資信託財産の純資産総額に対して、概ね1/6ずつになる
よう投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。原則
として、毎月の決算時に分配金を受取ることができます。

①しんきん好配当利回り株マザーファンド、②しんきん欧州ソリブン債および米国
ソリブン債マザーファンド、③国内不動産投信（原則としてしんきんＪリートオープ
ンと同様の運用）の３資産に分散投資し、信託財産の成長と安定した成長を目指し
ます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。原則として、毎
月の決算時に分配金を受取ることができます。

日本を含む世界各国の株式および債券に積極的に分散投資し、リスク
を軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
ます。市場環境の変化に応じて証券先物取引、為替予約取引等を通じ
機動的に適切な資産配分の変更を行います。

債
権
型

国 内 外

ファンドの分類 ファンド名/信託会社 特徴

海 外

海 外

国 内 外

バ
ラ
ン
ス
型

<ご購入に際してのご注意>  

・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。� 

・投資信託の設定及び運用は投資信託会社が行います。�  

・投資信託には、換金・償還時の元本保証及び投資期間中の運用成果の保証はありません。�  

・当金庫の販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

  なお、当金庫は「信金中央金庫」の投資信託を取次販売しています。

・投資信託は、主な投資対象の値動きにより基準価格が上下しますので、

  これにより投資元本を割りこむおそれがあります。

・当資料は、証券取引法に基づく開示書類ではありません。お申込みにあたっては

  「目論見書」をお渡ししますので、必ず内容を確認の上、ご自身でご判断下さい。
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インターネットバンキングのご案内

1,000円  1,050円

1,000円  1,050円

1,000円  1,050円

無料        21円

注）手数料には消費税を含みます。 （平成19年7月現在）

630円

債権保護預り手数料

夜間金庫

（自動振込）

手形小切手の発行
（1冊につき）

月間使用料

小切手帳 50枚

50枚

50枚

1通融資証明書発行

利息証明書発行

残高証明書発行

印鑑証明書発行

資格証明書発行

住宅ローン

全額繰り上げ返済

返済予定表再発行

1通

1通

1通

1通

1通

630円

840円

840円

525円500円

315円300円

525円500円

630円600円

630円

5,250円

5,250円

5,250円
700円

5,000円

5,000円

5,000円

600円

10,500円10,000円

600円

800円

800円

約束手形帳

為替手形帳

2,625円

1,050円

2,100円

入金帳代（1冊）

一部繰上げ返済

条件変更返済

確定日付料

3,150円手形・小切手署名鑑登録料

自動ファイリング契約料

インターネットバンキング月間手数料

法人インターネットバンキング月間手数料

送金・振込の組戻し料

無料

1,050円

まとまった資金を安全、確実、有利
に運用できる商品です。お身体の
ご不自由な方などは、　 350万円
　 350万円の非課税貯蓄の特典
がご利用いただけます。

利付国債　10年（変動金利）
利付国債　  5年（固定金利）

しんきんグッドスマイル
しんきんグッドサポート
しんきんグッドキャンバス

定額年金保険
変額年金保険

生命保険の
窓口販売

住宅関連長期火災保険
債務返済支援保険

確定型年金払積立障害保険

残高照会・入出金明細照会・振込振替等のサービス
がご自宅や会社等のパソコンや携帯電話からご利
用いただける便利なシステムです。
※ご利用にはお申し込みが必要です。

（ホームページ上からも申込用紙を請求できます。）

お問い合わせ先　業務部 ℡0948-22-3090
HPアドレス　http://www.shinkin.co.jp/iizuka/
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スミレ

インターネットバンキング
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