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（0948）25-5293 ◎ ３　　　　　　　

（0948）22-1289 ◎　 ２

（0948）24-5062 ◎　　 ２

（0948）22-1479　 ◎　　 ２

（0948）22-1484 ◎　 ２

（0948）22-1514　 　　　 １

（0949）32-0062　　　　　　 １

（0949）32-9386　　　　　　 １

（092）522-4830 ◎ 1

（092）573-0298   １

（092）938-2189　　 　　　 １

（0948）24-0709   １

（0948）72-0746 ◎ 1

（0948）25-6936　　　　　　２

（0948）42-6591　   １

（0948）82-3871　　 　 ２

（0948）29-5884 ◎ １

（0948）28-7476   １　

（0948）24-6336   １









　いいしん未来塾では、私たちの地域の未来を担う若手経営者・後継経営者の方々が、企業のさら
なる飛躍、発展のため、共に学び、見識を高めるとともに、メンバー相互の絆を強めていただくこ
とを目的として、「若手経営者育成プログラム５回シリーズ」を提供しています。また、研修を行うと
共に、懇親会等も開催して、塾生同士および塾生と飯塚信用金庫の絆を深めています。
　平成28年度1期生36名、平成29年度2期生36名受講。平成30年度3期生38名受講。
　平成31年4月より第4期生を募集いたします。

年金専門スタッフと社会保険労務士により、各種
年金の新規受給手続きを始め、もらい忘れ年金
等、年金についてのあらゆる項目のご相談に応じ
ています。お気軽にご相談下さい。

なお、開催日・開催場所につきましては、ホーム
ページをご覧いただくか、最寄の営業店舗窓口へ
お問い合わせ下さい。

ご契約記念品をプレゼント
年金の自動お受け取りをご契約いただきましたお客さまに「記念品」をプ
レゼントいたします。

定期預金のお預り金利を優遇
ほのぼの定期
お預かり期間1年、お預り金額300万円まで、スーパー定期1年もの店頭
表示金利に0.15％（税引前）を上乗せいたします。
年金優遇定期（ほのぼの定期以外に）
お預かり期間1年、お預り金額1,000万円まで、スーパー定期1年もの店
頭表示金利に0.05％（税引前）を上乗せいたします。

団体傷害保険制度
『シニアクラブ』のご案内
年金自動お受け取りの皆さまに手頃な保険料で、様々なケガに備える団
体傷害保険制度『シニアクラブ』のご案内をいたします。

いいしんふれあい旅行
年金自動お受け取りの皆さまに、旅行のご案内をいたします。

※詳しい、お問い合わせ・ご相談は、お近くの“いいしん”店舗へ。

年金のことならどんなことでもご相談ください。

年金相談会を年12回開催しています。 ❶
特典

❷
特典

❸
特典

❹
特典

営 業 の ご 案 内

◎ご利用いただける方
　・申込時年齢満20歳以上完済時76歳未満の定期収入のある
方、または主婦・パートの方。

　・当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方、
　　および自営業の方。
　・（株）オリエントコーポレーションの保証が得られる方。
◎お使いみち
　・ご自由です。お借換えにもご利用に
　　なれます。（事業性資金は除きます。）
◎ご融資金額
　・10万円以上1,000万円以下
　（但し、主婦・パートの方は30万円を
　　限度とします。）
◎ご融資期間
　・6カ月以上10年以内
◎ご返済方法
　・元利均等毎月返済（ボーナス併用返済も可）

フリーローン「いいしんよかローン」フリーローン「いいしんよかローン」
◎ご利用いただける方
•申込時年齢満20歳以上安定継続した収入がある方。
•当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方。
•(一社)しんきん保証基金の保証が得られる方。
◎お使いみち
　•新車、中古車、免許取得、車検、自動車保険などの資金。
◎ご融資金額
　•1,000万円以内(1万円単位)
◎ご融資期間
　•3ヶ月以上10年以内
　　(元金返済据置は6ヶ月以内)
◎ご返済方法
　•元利均等毎月返済
　 （ボーナス併用返済も可）

カーライフプランカーライフプラン

「いいしん未来塾」開講について

年金自動お受け取りご契約者への特典
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◎ご利用いただける方
•申込時年齢満20歳以上完済時76歳未満の方。安定継続し
た収入がある方。（専業主婦可）
•当金庫の営業地区内に居住または勤務されている方。
•オリックス・クレジット（株）の保証が得られる方。
◎お使いみち
　•ご自由です。（事業性資金は除きます。）
◎ご利用限度額
　•10万円以上800万円以下
　 （但し、専業主婦の方は50万円を限度とします。）
◎ご融資期間
　•6カ月以上10年以内
◎ご返済方法
　•元利均等毎月返済
　 （ボーナス併用返済も可）

フリーローン「いいしんエール」フリーローン「いいしんエール」
◎ご利用いただける方
　・申込時年齢満20歳以上完済時76歳未満の個人事業者・
法人役員の方。

　・当金庫の営業地区内に居住、事業先または経営する会社が
ある方。

　・（株）クレディセゾンの保証が得られる方。
◎お使いみち
　・ご自由です。（事業資金も可）
◎ご利用限度額
　・10万円以上500万円以下
◎ご融資期間
　・6カ月以上10年以内
　（ご融資金額が300万円以下の場合は
　　7年以内）
◎ご返済方法
　・元利均等毎月返済（ボーナス併用返済も可）

フリーローン「いいしんワーク」フリーローン「いいしんワーク」



店舗のご案内

◎営業店

◎店舗外現金自動設備 ATM

店名 住所 電話番号 FAX番号

本店営業部

菰田支店

新飯塚支店

鯰田支店

幸袋支店

二瀬支店

宮田支店

菅牟田支店

福岡支店

諸岡支店

粕屋支店

潤野支店

筑穂桂川支店

穂波支店

稲築支店

庄内支店

枝国支店

相田支店

山内出張所

あいタウン出張所

飯塚市役所出張所

飯塚病院出張所

JR新飯塚駅出張所

柏の森出張所

川津出張所

ハローデイ九工大前店出張所

花瀬出張所

あそう潤野店出張所

椿出張所

ルミエール穂波店出張所

イオン穂波店出張所

岩崎出張所

鴨生出張所

碓井町出張所

飯塚市吉原町6-1 １ 

飯塚市新立岩5-5 1

飯塚市芳雄町3-83 1

飯塚市立岩931-1 1

飯塚市柏の森1-1 1

飯塚市川津193-15 1

飯塚市川津680-5 1

飯塚市花瀬172-1 1

飯塚市潤野54 1

飯塚市椿195 1

飯塚市楽市624-2 1

飯塚市枝国666-48 1

嘉麻市岩崎1485-2 1

嘉麻市鴨生468-1 1

嘉麻市飯田1004-1 1

平日・土・日・祝

平日

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

平日・土・日・祝

8：45～20：00

8：00～18：00

8：45～20：00

8：00～21：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：00～21：00

8：45～20：00

8：45～20：00

8：45～20：00

〒820-8602

〒820-0017

〒820-0005

〒820-0001

〒820-0066

〒820-0053

〒823-0011

〒823-0004

〒815-0081

〒812-0894

〒811-2317

〒820-0021

〒820-0702

〒820-0072

〒820-0202

〒820-0111

〒820-0081

〒820-0052

〒820-0012

飯塚市本町11-42

飯塚市菰田西2-2-16

飯塚市新飯塚9-21

飯塚市鯰田568-1

飯塚市幸袋86

飯塚市伊岐須157-11

宮若市宮田53-7

宮若市磯光1242-1

福岡市南区那の川1-23-21

福岡市博多区諸岡2-9-21

糟屋郡粕屋町長者原東3-7-1

飯塚市潤野36-1

飯塚市平塚77-3

飯塚市南尾402-5

嘉麻市山野1713-6

飯塚市有安685

飯塚市枝国494-5

飯塚市相田101-7

飯塚市下三緒38-30

（0948）22-3300

（0948）22-0109

（0948）22-0512

（0948）22-0867

（0948）22-7400

（0948）22-7030

（0949）32-0370

（0949）32-1133

（092）531-4638

（092）582-1212

（092）938-2100

（0948）24-2122

（0948）72-4040

（0948）25-1919

（0948）43-1100

（0948）82-3751

（0948）29-0003

（0948）26-5010

（0948）24-6336

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

（0948）25-5293 ◎ ３　　　　　　　

（0948）22-1289 ◎　 ２

（0948）24-5062 ◎　　 ２

（0948）22-1479　 ◎　　 ２

（0948）22-1484 ◎　 ２

（0948）22-1514　 　　　 １

（0949）32-0062　　　　　　 １

（0949）32-9386　　　　　　 １

（092）522-4830 ◎ 1

（092）573-0298   １

（092）938-2189　　 　　　 １

（0948）24-0709   １

（0948）72-0746 ◎ 1

（0948）25-6936　　　　　　２

（0948）42-6591　   １

（0948）82-3871　　 　 ２

（0948）29-5884 ◎ １

（0948）28-7476   １　

（0948）24-6336   １

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

発行　平成30年11月　飯塚信用金庫 総合企画部
〒820-8602　飯塚市本町11番42号
電話0948-22-3300（代）  ホームページ http://iishin.jp
FAX0948-24-7642

（平成30年11月１日現在）

ATMご利用限度額
一日の払出金額の上限は５０万円になっています。

ＡＴＭお振込限度額 
現金振込は、一回に１０万円までとなっております。
カード振込の場合は、一日の振込限度額は２００万
円までとなっております。

ATM機能は全店舗および店舗外ATMともに
次のすべての機能がご利用できます。
　・現金入出金  ・カード振込
　・現金振込 ・通帳繰越
　・通帳記帳 ・限度額変更
　・暗証番号変更

貸金庫 ATM台数

ATM台数
飯塚市内

嘉麻市内
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