
Tokyo Topics 2021

デジタル版 インターネット環境で本チラシをご覧いただいた場合に　　マークをクリックすると、商品・サービスの詳しい内容をご確認いただけます。
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働くみなさまの家計管理を便利なオンラインサービスで応援！

Tokyo Topics

Click
詳しくは

Click
詳しくは

〈中央ろうきん〉なら
お得な商品・サービスが

オンラインで
簡単・便利に

ご利用いただけます！
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いつでもどこでもラクラクお手続き！
オンラインでご利用いただける商品・サービスをご紹介します。

いつでもどこでもラクラクお手続き！
オンラインでご利用いただける商品・サービスをご紹介します。

〈中央ろうきん〉では、働くみなさまが簡単・便利にお金に関するお手続きができるように各種オンラインサービスを
ご用意しております。「ご自宅・職場から」「遠方の方でも」〈中央ろうきん〉のお得な商品・サービスをぜひご利用ください。

ご来店しなくてもお手続きできる！

0.1

パソコンやスマホからお得でスマートな
資産づくりを始めてみませんか？

ろうきんダイレクト（インターネットバンキング）

インターネットバンキング投資信託

▶インターネットバンキングによるお預入れで、金利が上乗せ！計画的に貯めるなら、お得が続く定期預金に。

1年

元金継続

対象の定期預金の店頭表示金利に＋年0.1%
※その他の金利上乗せ定期預金との
　重複適用はできません。

2022年3月31日まで
※以降は変更となる場合があります。

対象の定期預金の
店頭表示金利に

金利上乗せ
年 %

投資信託とは？

インターネットバンキング
【金利上乗せ】定期預金

残高・明細照会のほか、振込、定期預金の入金・支払、投資信託の購入・解約など、
各種サービスがパソコンやスマホ・タブレットでお手続き可能。
※一部お取扱いができない商品・サービスがございます。
※一部ご利用時間に制限があるお取引がございます。

多くの投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家
（投資信託委託会社）が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が
投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品です。

プラス

お預入れ
期間

自動
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ご利用
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インターネットバンキングによる
お預入れ（ご新規・ご入金）

対象の
定期預金

●スーパー定期預金　
●大口定期預金

継続時の
お取扱い

インターネットバンキング【金利上乗せ】
定期預金として自動継続　
※満期時点での上乗せ金利で継続

金利
上乗せ幅
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貯める貯める

▶インターネット専用の低コスト商品も！すきま時間に賢く資産運用。

「ろうきんダイレクト」の詳細・
お申込みはこちらをクリック

「インターネットバンキング投資信託」の
お取引開始までのお手続きはこちらをクリック

「インターネットバンキング【金利上乗せ】定期預金」
詳しくはこちらをクリック

「インターネットバンキング投資信託」
詳しくはこちらをクリック

「インターネットバンキング投資信託」の
お取引方法はこちらをクリック

https://ib.rokin.jp/?bid=13
https://chuo.rokin.com/tameru_fuyasu/teiki.html#internet
https://chuo.rokin.com/toushin/internet/
https://chuo.rokin.com/toushin/internet/manual/
https://chuo.rokin.com/toushin/procedure/#procedure01


2.4

2.0

低金利な無担保ローンも来店不要・
　　　　  ペーパーレスでお手続きできます！

教育ローン［証書貸付型］教育ローン［証書貸付型］カーライフローンカーライフローン

最高1,000万円／最長10年

年 　　　　%
※保証料は金庫が負担致します。

ずっとサポート引下げ対象の場合

※保証料は金庫が負担致します。
年 　　　　%2.2

年 　　　　%0.2

●マイカーに関する資金
●バイク、自転車、船舶などに関する資金
●他金融機関等の自動車ローンの借換え費用など

団体会員の
場合

変動金利型

お使い
みち

お使い
みち

お使い
みち

リフォームローンリフォームローン

年 　　　　%
※保証料は金庫が負担致します。

ずっとサポート引下げ対象の場合

※保証料は金庫が負担致します。
年 　　　　%1.8

●ご自宅のリフォーム・増改築資金
●本人居住用住宅・セカンドハウスの購入資金など

団体会員の
場合

変動金利型

最高2,000万円／最長15年

年 　　　　%2.2
※保証料は金庫が負担致します。

ずっとサポート引下げ対象の場合

※保証料は金庫が負担致します。
年 　　　　%2.0

●受験料、入学金・授業料、学用品、下宿の敷金・礼金
●他金融機関等の教育ローンの借換え費用など

団体会員の
場合

変動金利型

ずっとサポート引下げ
引下げ要件を満たす場合、表示のとおり

金利引下げ

引下げ要件（下記の①・②のいずれか）
①財形貯蓄またはエース預金のご契約※1

②有担保ローンまたは無担保ローン
   （マイプランを含む）のご契約※2

※1対象のローン商品の申込時点（仮審査申込を含む）で「契約日から
1年以上経過」かつ「残高12万円以上」の方。※2対象のローン商品の
申込時点（仮審査申込を含む）で〈中央ろうきん〉の有担保ローンまたは
無担保ローン（マイプランを含む）をご返済中の方。※引下げ要件①・②
をともに満たしている場合でも、金利引下げ幅は年0.2%となります。

※一部対象外となる商品もございます。詳しくはお
取引営業店までお問い合わせください。

団体会員限定

カーライフローン・教育ローン〔証書貸付型〕・リフォームローンは
ずっとサポート引下げの対象となります。

最高2,000万円／最長20年／団体信用生命保険付
（最高2,000万円 ※ご融資額の範囲内となります。）

「R-NEXT」サービス！

仮審査申込からご契約まで来店不要でお手続きいただけます！

仮審査申込フォームに、入力、送信
▶仮審査申込み終了

受付・仮審査

〈中央ろうきん〉から
仮審査結果の連絡

本申込み
仮審査後、
「R-NEXT」で本申込みの
お手続きが可能！

仮審査後、
「R-NEXT」で本申込みの
お手続きが可能！

ご融資の承認

ご融資の実行

▶【無担保ローン仮審査申込】
　より手続き

step 2

step 4

step 5

step 6

step 7

step 1

step 3

団体会員
限定
団体会員
限定

すべて
OK

借りる借りる

※オンライン相談は相談に限定したものであり、各種お申込みに際しては別
途お手続きが必要となります。※ご相談の内容によっては「オンライン相談」
の対象とならない場合がございます。※詳細につきましては、お取引営業店
までお問い合わせください。

オンライン相談について
詳しくはこちらをクリック

リフォームローン
詳しくはこちらをクリック

カーライフローン
詳しくはこちらをクリック

こちらをクリック

教育ローン［証書貸付型］
詳しくはこちらをクリック

〈中央ろうきん〉の
ホームページにアクセス

https://chuo.rokin.com
中央ろうきん

https://chuo.rokin.com/loan/car_loan/
https://chuo.rokin.com/loan/edu_loan/term.html
https://chuo.rokin.com/loan/reform_loan/
https://chuo.rokin.com/loan/app/app_mutanpo.html
https://chuo.rokin.com/online/


お問い合わせ・ご相談は

中央労働金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第259号

〈ろうきんアプリご留意事項〉【ご利用いただける方】ろうきんの普通預金口座と、そのキャッシュカードをお持ちの個人のお客様※本アプリにはメイン
口座1つ、サブ口座4つの合計5つまで口座を登録できます（メイン口座は普通預金を、サブ口座は普通預金・貯蓄預金・カードローンを選択できま
す）。【ご利用時間】24時間（税公金支払いは7:00～22:45）※次の時間帯はサービスを停止いたします。第1・第3月曜日の2:00～6:00、1月1日～
1月3日の終日、5月3日～5月5日の2:00～6:00。また、前記以外にシステムメンテナンス時、サービスを休止する場合がございます。【ご利用にあ
たって】アプリ推奨のOSの詳細や、その他本アプリのご利用にあたってのご留意事項は、当金庫ホームページでご確認ください。※アプリ推奨OSで
ご覧いただいた場合でも、機種・端末の設定などにより正常に動作しない場合がございます。※タブレットは推奨端末ではございません。〈ろうきんダ
イレクト（インターネットバンキング）ご留意事項〉※通信に関わる費用はお客様のご負担となります。※お振込のご利用には所定の手数料がかかりま
す。※一部ご利用いただけない携帯電話・スマホ機種または口座がございます。取扱休止日：1月1日～3日、5月3日～5日の2：00～6：00、ハッピーマ
ンデー（成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日）の前日21：00～当日6：00、第1・第3月曜日の2：00～6：00、その他メンテナンス等の期間（ろうき
んダイレクトのお知らせのページでご案内します）。※申込み後、サービスの提供に期間がかかる場合がございます。〈インターネットバンキング【金利
上乗せ】定期預金ご留意事項〉※インターネットバンキング【金利上乗せ】定期預金は、預金保険制度の対象商品です。※上乗せ金利は税引き前であ
り、お利息には２０.３１５％の税金がかかります。※金利情勢等により、予告なく商品内容を変更したりお取扱いを中止する場合がございます。※中途
解約された場合、当金庫所定の中途解約利率が適用となります。※店頭に説明書をご用意しております。※最新の店頭表示金利は、店頭または当金
庫ホームページでご確認ください。〈投資信託ご留意事項〉※投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金
の支払いの対象ではありません。投資者保護基金とは、証券会社の経営が破綻したときに、顧客に対する支払いの保証をする制度です。※投資信託
は株式、公社債などの値動きのある証券等（外国証券を組入れ対象としたファンドは為替変動リスクもあります。）に投資しますので基準価額は変動
します。よって、元本および収益金は保証されておりません。※投資信託のご購入、保有、換金に際しては、各種手数料等【お申込金額に対して最大
3.3%（税込）のお申込手数料、純資産総額に対して最大年率2.42%（税込）の信託報酬、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、
その他運用に係る費用（監査報酬、有価証券売買手数料等※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を示すことができません。）】を
ご負担いただきます。商品ごとに費用が異なりますので、投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面にてご確認ください。※投資した資産
に生じた利益および損失はすべてお客様に帰属します。※過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。※投資信託はあらか
じめ決められた受益権の口数を下回ることになった場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のために有利であると認められたとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは、委託会社と受託会社が合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。※当金庫はご購入・換金
のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は各運用会社が行います。※投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリング
オフの規定の適用はありません。※ご購入の際には投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面は営業店（ローンセンターを除く）にご用意しております。ただし、インターネット専用ファンドに
ついては、インターネットによる電子交付となります。〈R-NEXTご留意事項〉※R-NEXTは団体会員の組合員限定のサービスであるため、金庫ホー
ムページからアクセスすることはできません。※取扱条件や取扱対象商品の詳細については、〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。※
非相対でのお申込みは、ご本人様確認のうえ普通預金口座を開設済みであることが条件となります。〈各種ローンご留意事項〉【共通】※所属会員に
より、ご融資条件等が異なる場合がございます。※変動金利型は、金利情勢により返済期間中に金利が変わることがございます。※ご返済が滞った場
合は、金利引下げが受けられなくなる場合がございます。※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。※（金利適用期間）カー
ライフローン・リフォームローンは2022年3月31日、教育ローン［証書貸付型］は2022年4月28日ご融資実行分までとなります。※金利情勢の変化
により、金利は変更となる場合がございます。※実際のご融資金利は、お申込み時点ではなく、お借入れ時点の金利が適用となります。※固定金利型
もございます。※店頭やホームページでご返済額の試算ができます。※団体会員の構成員以外の方は、ご利用にあたって中央ろうきん友の会に入会
すること、または当金庫の個人会員（最低出資金1,000円が必要）になることが必要となる場合がございます。※店頭に説明書をご用意しておりま
す。※詳しいお問い合わせ・ご相談は、〈中央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。【教育ローン［証書貸付型］ご留意事項】※ご融資期間の範
囲内で最長5年の元金据置期間が設定可能です。※教育ローン（証書貸付型／固定金利タイプのみ）における奨学金借換の適用金利は異なります。
※教育ローンには［証書貸付型］の他に［カード型］もございます。【リフォームローンご留意事項】※事業性資金、投機目的資金、負債整理資金、賃貸
の用に供する不動産の取得・リフォームに係る資金にはご利用いただけません。※団体信用生命保険は、健康状態によっては保険会社の加入承諾が
得られない場合がございます。
※団体会員とは…中央労働金庫に出資いただいている次の団体をいいます。①労働組合 ②国家公務員・地方公務員等の団体 ③勤労者のための福
利共済活動を目的とする団体で一定の条件を満たすもの。なお、対象とならない場合もございます。

スマホでいつでも簡単・便利に
口座の残高や明細確認が可能。
入出金やお得なご案内はプッシュ通知でお知らせ！

いつでも、どこでも、つなぐ、つながる ろうきんアプリ

プッシュ通知ご留意事項※スマホの端末自体や通信、当金庫シ
ステムの状況もしくは機種変更などにより、入出金お知らせの
プッシュ通知が遅延する場合などがございます。最新の入出金
明細などは必ず本アプリ画面でご確認ください。※入出金明細
のプッシュ通知はメイン口座のみとなります。

ろうきん普通預金口座のキャッシュカードを
お持ちの方であれば、すぐにご利用可能です。 「ろうきんアプリ」の

詳細・ダウンロードは
こちらをクリック

利用手数料は

無料!

※ご相談フォームの入力期限は2022年3月31日(木)までとなります。

右記のリンクボタンよりアクセスの上、必要事項をご入力くださ
い。ご相談内容を確認の上、後日〈中央ろうきん〉よりご連絡いた
します。

〈預金・融資・資産運用等の相談をご希望の方〉Webによるご相談申込みが可能です。

ご相談フォームへのアクセスはこちらをクリック
https://www.enq-plus.com/enq/
chuo_rokin_tohonbu/sodan/

https://chuo.rokin.com/rokin-app/
https://www.enq-plus.com/app/enq/chuo_rokin_tohonbu/sodan/terms/
r
タイプライターテキスト
<中央ろうきん>八王子支店　TEL：042-642-4141

r
タイプライターテキスト
2021年12月1日現在




