
※各預金の利率は市場実勢などにより変動します。最新の利率ならびに詳細につきましては、窓口へお問い合わせください。

種　類 特　色 期　間 預入単位

※各預金の利率は市場実勢などにより変動します。最新の利率ならびに詳細につきましては、窓口へお問い合わせください。

種　類 特　色 期　間 預入単位

預　金

普通預金 ー 1円以上いつでも出し入れできる便利な預金です。

総合口座 ー ー
1冊の通帳に普通預金、定期預金・ミニカードローンが
セットでき、必要に応じて自動融資がご利用いただけ
ます。

決済用普通預金 ー 1円以上
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」
という3要件を満たす普通預金であり、預金保険制度
により全額保護されます。

教育資金一括
贈与普通預金 ー 10万円以上

1円単位

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に
対応する預金商品です。祖父母、父母等の贈与者から
子、孫等の受贈者への教育資金の贈与について、本預
金をご利用いただいた場合、受贈者1人につき1,500
万円を限度として贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金
一括贈与普通預金 ー 10万円以上

1円単位

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に
対応する預金商品です。祖父母・父母等の贈与者から子・孫等
の受贈者への結婚・子育て資金の贈与について、本預金をご利
用いただいた場合、受贈者1人につき、1,000万円（うち結婚資
金は300万円）を限度として贈与税が非課税となります。

当座預金 ー 1円以上小切手でお支払いができます。
企業や商店の効率的な資金管理にご利用いただけます。

通知預金 1週間以上 5万円以上7日以上の短期間の資金運用に適した預金です。

納税準備預金 お引き出しは納税時 1円以上納税日に備えて、あらかじめお支払いの準備にご利用
いただける預金です。

スーパー貯蓄預金
（●もみじ銀行） ー 1円以上

普通預金のように出し入れでき、預金の残高に応じて
6段階の金利が適用されます。（金融情勢によっては同
一金利となる場合があります）

自由金利型定期預金
（M型）

「スーパー定期」
1か月以上5年以内

1円以上
（300万円未満）預入期間を自由に指定できる定期預金です。

スーパー変動金利
定期預金

2年、3年、4年、5年
（複利型は3年、4年、

5年のみ）
1円以上

個人の方専用で金利が6か月の応当日ごとに変動する
定期預金です。
単利型と複利型が選択できます。

期日指定定期預金 1年以上最長3年 1円以上
（300万円未満）

個人の方専用で1年複利の定期預金です。お預け入れ
1年経過後は、1か月前までに期日をご指定いただけれ
ば、全額または一部の金額をお引き出しいただけます。

ゴールド定期預金
順風満帆 1年 1円以上

年金振込を指定いただいている方、年金予約申込をさ
れている方などを対象とした定期預金で、優遇金利が
適用されます。

「退職記念」
特別金利定期預金 3か月 300万円以上

原則として、年金振込を指定いただいている方、年金予約
申込をされている方で、退職金をお預け入れ（またはお預
替え）いただいた方を対象に、優遇金利を適用します。

据置定期
（自由満期型定期預金）
（愛称：大満開）
（●もみじ銀行）

6か月以上最長5年
1円以上

1,000万円未満
6か月経過後は、いつでもお引出し自由。お預け入れ期
間が長くなるほどお得な半年複利の定期預金です。

「スーパー定期300」 300万円以上

自由金利型定期預金
「大口定期」 1,000万円以上1,000万円からお預けいただける定期預金です。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

主要業務内容
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●山口銀行
●北九州銀行
1円以上

預金口座からの
自動振替は
5,000円以上

（●もみじ銀行）
5,000円以上
1,000万円未満
（個人の方は、
300万円未満）

定期的に積み立てる便利な積み立て預金です。

目的つみたて
定期預金

6か月以上
13年以内

目標日までの期間に応じて、定期的に積み立てる便利
な積み立て預金です。ランダム型とサイクル型があり
ます。

積立期間6か月以上
1円以上

預金口座からの
自動振替は
5,000円以上

住宅取得を目的とする積立預金です。
当行への住宅ローンのお申込みからお借入れまでの
いずれかの時点で、積立期間、積立金額等一定の優遇
条件が満たされている場合は、ギフト券進呈等の優遇
サービスをご提供させていただきます。

財形定期預金
（積立式） 3年以上 1円以上

「勤労者財産形成促進法」に基づいて、給与・ボーナス
からの天引きにより預入される預金で、期日指定定期
預金・自由金利型定期預金（Ｍ型）で運用されます。

財形年金預金

積立期間5年以上
据置期間

6か月以上5年以内
受取期間

5年以上20年以内

1円以上
預入金は60歳以降にその元利金を年金形式で分割し
て受け取る預金です。財形住宅預金と合わせて550万
円まで非課税扱いになります。

財形住宅預金 5年以上 1円以上住宅取得を目的とする積立預金です。財形年金預金と
合わせて550万円まで非課税扱いになります。

自動つみたて定期預金の表紙に、お客さまの大切な
思い出の写真やメッセージを印刷できます。

譲渡性預金（NCD） 1週間以上2年以内 1,000万円以上1,000万円以上の大口短期資金の運用に適していま
す。満期日前の中途売買（期間中の譲渡）も可能です。

点字預金 ー ー目の不自由な方のために、点字で表示した預金です。
普通預金、定期預金等がご利用いただけます。
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色 融資金額 返済期間

※事業者向けご融資につきましては、上記ローンのほか割引手形、手形貸付、証書貸付、あるいは各種制度融資、代理貸付などにより柔軟に対応しています。

　上記各種ローンは、融資対象が限られる場合や一定の基準を満たす必要のある場合があります。また、ローンのご利用に際しましては無理のない計画的なお借入、ならびにご返済に
ご留意ください。
　お借入条件、ご返済方法など詳細につきましては融資窓口にて詳しくご説明、ご相談させていただいています。お気軽にお問い合わせください。

種　類 特　色 融資金額 返済期間

※事業者向けご融資につきましては、上記ローンのほか割引手形、手形貸付、証書貸付、あるいは各種制度融資、代理貸付などにより柔軟に対応しています。

※両機関：もみじ銀行及び日本政策金融公庫

融　資 （事業者向けローン）

ビジネスローン
｢ジャストミート｣ 8,000万円まで

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受
けられる法人または個人事業主の方にご利用いただ
けます。

100万円以上 7年1ヵ月以内

7年1ヵ月以内

やまぎん
事業者カードローン
「社長の右腕」

やまぎん
車輌担保ローン

500万円まで

事業歴2年以上の中小企業者の方を対象とする事業性
カードローンで、ご利用限度額の範囲内であれば簡単
な手続で随時お借入ができ（カードの利用により当行
のATMでのお借入も可能）、くり返しご利用いただけ
ます。また、新規のお客さまもご利用いただけます。

1年以内

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人または個人事業主の方を対象としております。事業
用車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とす
る譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな
事業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

ビジネスローン
「ジャストミート」 8,000万円まで

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受け
られる法人又は個人事業の方にご利用いただけます。

1億円まで

500万円まで
（ただし両機関による

協調融資）

5年以内

両機関の
審査結果に
応じた期間

7年以内

もみじ
車輌担保ローン

もみじ
機械担保ローン

もみじ
女性活躍応援融資
「イロハモミジ」

100万円以上

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人又は個人事業主の方を対象としております。事業用
車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とする
譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな事
業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

7年1ヶ月以内

利用されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

創業前又は、創業後1年以内の女性事業者を対象とし
たローンです。創業時又は創業後1年以内に必要とな
る運転資金、設備資金としてご利用いただけます。

1億円まで 5年以内

2億円まで

法人　5,000万円以内
個人　3,000万円以内

3,000万円まで
（ただし一定の要件を満たして
いる方は、5,000万円まで）

1,000万円まで
（月商の2ヵ月分の
 範囲内）

運転　  7年以内
設備　15年以内

7年以内

20年以内

5年以内

やまぎん
機械担保ローン

山口県農業信用基金
協会保証付融資
「山口の実り」

きらら
サポート保証

やくしん
パートⅠ

やまぎん
ビジネスローン

所有されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

山口県内に住所または事業所を有する農業者の方々を
対象とした農業者様専用のローンです。農業事業資金で
あれば、運転資金、設備資金どちらにも利用可能です。

山口県内で事業所を構える事業歴2年以上の中小企業
者の方で、山口県信用保証協会の保証が受けられる方
にご利用いただけます。スピード審査、原則担保不要、
第三者保証人不要です。

山口県内で事業をされている方々を対象とした事業
資金用ローンです。山口県信用保証協会の保証でご利
用いただけます。

山口県内で事業所を構える事業歴2年以上の中小企業
者の方で、山口県信用保証協会の保証が受けられる方
にご利用いただけます。スピード審査、手続簡単、担保
不要、第三者保証人不要、新規のお客さまもご利用い
ただけます。

● 山口銀行 ● もみじ銀行

ビジネスローン
｢ジャストミート｣ 8,000万円まで 7年1ヵ月以内

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受
けられる法人または個人事業主の方にご利用いただ
けます。

きたきゅう
車輌担保ローン 100万円以上 7年1ヵ月以内

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人または個人事業主の方を対象としております。事業
用車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とす
る譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな
事業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

きたきゅう
事業者カードローン
「社長の右腕」

500万円まで 1年以内

1億円まで 5年以内

事業歴2年以上の中小企業者の方を対象とする事業性
カードローンで、ご利用限度額の範囲内であれば簡単
な手続で随時お借入ができ（カードの利用により当行
のATMでのお借入も可能）、くり返しご利用いただけ
ます。また、新規のお客さまもご利用いただけます。

きたきゅう
機械担保ローン

所有されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

● 北九州銀行

主要業務内容
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色 融資金額 返済期間

※事業者向けご融資につきましては、上記ローンのほか割引手形、手形貸付、証書貸付、あるいは各種制度融資、代理貸付などにより柔軟に対応しています。

　上記各種ローンは、融資対象が限られる場合や一定の基準を満たす必要のある場合があります。また、ローンのご利用に際しましては無理のない計画的なお借入、ならびにご返済に
ご留意ください。
　お借入条件、ご返済方法など詳細につきましては融資窓口にて詳しくご説明、ご相談させていただいています。お気軽にお問い合わせください。

種　類 特　色 融資金額 返済期間

※事業者向けご融資につきましては、上記ローンのほか割引手形、手形貸付、証書貸付、あるいは各種制度融資、代理貸付などにより柔軟に対応しています。

※両機関：もみじ銀行及び日本政策金融公庫

融　資 （事業者向けローン）

ビジネスローン
｢ジャストミート｣ 8,000万円まで

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受
けられる法人または個人事業主の方にご利用いただ
けます。

100万円以上 7年1ヵ月以内

7年1ヵ月以内

やまぎん
事業者カードローン
「社長の右腕」

やまぎん
車輌担保ローン

500万円まで

事業歴2年以上の中小企業者の方を対象とする事業性
カードローンで、ご利用限度額の範囲内であれば簡単
な手続で随時お借入ができ（カードの利用により当行
のATMでのお借入も可能）、くり返しご利用いただけ
ます。また、新規のお客さまもご利用いただけます。

1年以内

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人または個人事業主の方を対象としております。事業
用車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とす
る譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな
事業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

ビジネスローン
「ジャストミート」 8,000万円まで

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受け
られる法人又は個人事業の方にご利用いただけます。

1億円まで

500万円まで
（ただし両機関による

協調融資）

5年以内

両機関の
審査結果に
応じた期間

7年以内

もみじ
車輌担保ローン

もみじ
機械担保ローン

もみじ
女性活躍応援融資
「イロハモミジ」

100万円以上

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人又は個人事業主の方を対象としております。事業用
車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とする
譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな事
業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

7年1ヶ月以内

利用されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

創業前又は、創業後1年以内の女性事業者を対象とし
たローンです。創業時又は創業後1年以内に必要とな
る運転資金、設備資金としてご利用いただけます。

1億円まで 5年以内

2億円まで

法人　5,000万円以内
個人　3,000万円以内

3,000万円まで
（ただし一定の要件を満たして
いる方は、5,000万円まで）

1,000万円まで
（月商の2ヵ月分の
 範囲内）

運転　  7年以内
設備　15年以内

7年以内

20年以内

5年以内

やまぎん
機械担保ローン

山口県農業信用基金
協会保証付融資
「山口の実り」

きらら
サポート保証

やくしん
パートⅠ

やまぎん
ビジネスローン

所有されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

山口県内に住所または事業所を有する農業者の方々を
対象とした農業者様専用のローンです。農業事業資金で
あれば、運転資金、設備資金どちらにも利用可能です。

山口県内で事業所を構える事業歴2年以上の中小企業
者の方で、山口県信用保証協会の保証が受けられる方
にご利用いただけます。スピード審査、原則担保不要、
第三者保証人不要です。

山口県内で事業をされている方々を対象とした事業
資金用ローンです。山口県信用保証協会の保証でご利
用いただけます。

山口県内で事業所を構える事業歴2年以上の中小企業
者の方で、山口県信用保証協会の保証が受けられる方
にご利用いただけます。スピード審査、手続簡単、担保
不要、第三者保証人不要、新規のお客さまもご利用い
ただけます。

● 山口銀行 ● もみじ銀行

ビジネスローン
｢ジャストミート｣ 8,000万円まで 7年1ヵ月以内

事業資金ニーズに素早くお応えするローンです。事業
歴3年以上の方等で、オリックス株式会社の保証が受
けられる法人または個人事業主の方にご利用いただ
けます。

きたきゅう
車輌担保ローン 100万円以上 7年1ヵ月以内

所有されている事業用車輌の資産価値を活用するロ
ーンです。オリックス株式会社の保証が受けられる法
人または個人事業主の方を対象としております。事業
用車輌にオリックス自動車株式会社を担保権者とす
る譲渡担保権を設定していただきます。なお、新たな
事業用車輌の購入資金としてもご利用いただけます。

きたきゅう
事業者カードローン
「社長の右腕」

500万円まで 1年以内

1億円まで 5年以内

事業歴2年以上の中小企業者の方を対象とする事業性
カードローンで、ご利用限度額の範囲内であれば簡単
な手続で随時お借入ができ（カードの利用により当行
のATMでのお借入も可能）、くり返しご利用いただけ
ます。また、新規のお客さまもご利用いただけます。

きたきゅう
機械担保ローン

所有されている機械設備の資産価値を活用するロー
ンです。興銀リース株式会社の保証が受けられる法人
の方を対象としております。機械設備に興銀リース株
式会社を担保権者とする譲渡担保権を設定していた
だきます。なお、新たな機械設備の購入資金としても
ご利用いただけます。

● 北九州銀行

主要業務内容
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色 融資金額 返済期間

融　資 （個人向けローン）

1億円まで
35年以内

長期優良住宅は
50年以内

住宅ローン
マイホームの取得費用はもちろん、担保設定費用や保
証料、取得時の火災保険料などの諸費用も含めてご利
用いただけます。また、高金利住宅ローンのお借換え
にもご利用いただけます。

2億円まで 35年以内
一般木造構造は20年以内アパートローン アパート、貸家の新築・増改築・購入資金などの不動産

取得資金にご利用いただけるローンです。

1,000万円まで 15年以内
アパート
リフォーム
ローン

アパートオーナー様向けの無担保リフォームローンで
す。通常のリフォーム工事資金等に加え、太陽光発電等の
環境配慮型設備の購入・設置費用や、バリアフリー等改装
資金、介護機器の購入資金にもご利用いただけます。

500万円まで
入学先・在学先が医学部、歯学部、薬学部、
獣医学部、パイロット養成関連コースの方は

1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）入学・在学先が
医学部、歯学部、薬学部、獣医学部は
17年以内（元金据置期間含む）

学資ローン
お子さまの学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿
代や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロ
ーンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご
卒業まで元金返済を据置くことができます。

500万円まで
パート・アルバイトの方は

70万円まで、
専業主婦の方は30万円まで

10年以内フリーローン
おまかせ！やまぐち君

お使いみちは自由です。（ただし、事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時から
夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

300万円まで 7年以内やまぎん
多子世帯応援ローン

子育てに必要な資金にご利用いただけます。
※23歳未満のお子さまが3名以上の方とさせていただきます。

300万円まで 7年以内つかえる！
やまぐち君

個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。（事業性資金を含みます）

（貸越契約額）
30万円、50万円、70万円、
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円

（契約期間）　
5年または1年

以後、契約期間毎に
自動更新

（契約期間）
1年又は2年更新
以後、契約期間毎に

自動更新

（契約期間）
2年更新

以後、2年毎に自動更新

（契約期間）
3年更新

以後、3年毎に自動更新マイカード
やまぐち君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただけ
ます。消費者金融・信販会社などのお借換えにもご利用
いただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝7時から
夜11時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円、400万円、500万円

（契約期間）　
1年

以後、1年毎に自動更新
マイカード
プレミアム

ゆとりの貸越契約額とよりお使いやすい低金利なカードロ
ーンを実現しました。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時
から夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（契約期間）　
3年

以後、3年毎に自動更新
ミニカードローン

普通預金口座にカードローン機能をセットしました。
公共料金などの自動引落しで、ご口座の残高が不足し
ていた場合、不足分を自動的にご融資します。

1,000万円まで 10年以内マイカーローン
マイカー（※自転車も含む）の購入資金はもちろん、車検・修
理・免許取得費用、他金融機関（信販会社を含む）のマイカー
ローンのお借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

500万円まで 10年以内多目的ローン 旅行、引越し、エステなど、多目的に使えるローンで
す。お支払い先に直接振り込みができて安心です。

500万円まで 5年以内
（元金据置期間含む）

エコローン
（エコカー） 低公害車購入資金にご利用いただけるローンです。

500万円まで 10年以内空き家対策ローン 空き家解体資金、空き家購入およびリノベーション資金にご利
用いただけます。山口県、福岡県、広島県の空き家に限ります。

500万円まで
5年以内

太陽光発電システムの場合のみ
10年以内（元金据置期間含む）

エコローン
（エコリフォーム）

住宅用太陽光発電システム整備資金、屋上緑化、壁面
緑化、駐車場緑化等にご利用いただけるローンです。

5,000万円まで
住宅の建設・購入資金以外の場合は

1,500万円まで

お借入のご契約者が
亡くなられた日を
最終期限とします。

リバースモーゲージ型
ローン

住宅の建設・購入資金、リフォーム資金、「サービス付き高
齢者向け住宅」の入居一時金などにご利用いただけます。

1,500万円まで
お使いみちにより
異なります。

20年以内
お使いみちにより
異なります。

無担保住宅ローン
住宅のリフォームおよび設備機器購入資金（10kw以上
の太陽光発電設備も可）、高金利住宅ローン（リフォーム
ローンを含む）の借換え資金、住宅購入・新築資金の一部
資金を低金利・無担保でご利用いただけるローンです。

● 山口銀行

住
宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

（貸越契約額）
10万円、20万円、30万円、50万円
（ご新規の場合は30万円まで）

最高5,000万円 35年以内住宅ローン 住宅の新築、土地・建物の購入、マンションの購入、中古住
宅の購入、住宅資金のお借換え等にご利用いただけます。

最高1,500万円 20年以内無担保住宅ローン
ご本人または同居の家族が所有する住宅のリフォー
ムおよび設備機器購入資金、住宅ローン・リフォーム
ローンのお借換え、住宅購入・新築の一部資金にご利
用いただけます。

住宅の建設・購入資金（以外は最高1,500万円）
死亡時を融資期間の

満了時期として元金等を
一括でご返済いただきます。

リバースモーゲージ型
ローン

高齢者の方が、自ら居住する住宅の建設、購入または
リフォームの資金、サービス付き高齢者住宅の入居一
時金等にご利用いただけます。

最高3億円

最高5,000万円

35年以内アパートローン 賃貸住宅・賃貸アパート・賃貸マンションの購入、新
築、増改築の資金をご用立てします。

最高1,000万円 10年以内マイカーローン
マイカー、バイク、自転車等の購入資金や、車検、修理、
運転免許取得費用、他金融機関等のマイカーローンの
お借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

最高500万円 10年以内多目的ローン

最高300万円 7年以内つかえる！もみじ君

最高500万円 10年以内フリーローン
おまかせ！もみじ君

旅行、引越し、エステ等、多目的に使えるローンです。
お支払い先に直接振り込みができて安心です。

お使いみちは自由です。（ただし事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。インターネット、スマートフォンから24
時間お申込みいただけます。

個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。事業性資金にもご利用いただけます。

（利用限度額）
最高300万円マイカード

もみじ君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただ
けます。インターネット、スマートフォンから24時間
お申込みいただけます。

（利用限度額）
最高500万円

マイカード
プレミアム

ゆとりの利用限度額とよりお使いやすい低金利のカ
ードローンを実現しました。インターネットで24時間
お申込みいただけます。

（利用限度額）
10・20・30万円・50万円
（ご新規の場合は30万円まで）

ミニカードローン
普通預金口座にカードローン機能をセットしました。
公共料金等の自動引落しで、ご口座の残高が不足して
いた場合、不足分を自動的にご融資します。

最高5,000万円 25年以内不動産担保ローン
「ジャンボローン」

所有不動産を担保に、大きなプランを実現される方に
おすすめします。

学資ローン
お子様の学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿代
や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロー
ンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご卒
業まで元金返済を据置くことができます。

住
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連
の
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

● もみじ銀行

主要業務内容

500万円まで
入学先・在学先が医学部、歯学部、薬学部、
獣医学部、パイロット養成関連コースの方は

1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）入学・在学先が
医学部、歯学部、薬学部、獣医学部は
17年以内（元金据置期間含む）

主
要
業
務
内
容

主
要
業
務
内
容
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色 融資金額 返済期間

融　資 （個人向けローン）

1億円まで
35年以内

長期優良住宅は
50年以内

住宅ローン
マイホームの取得費用はもちろん、担保設定費用や保
証料、取得時の火災保険料などの諸費用も含めてご利
用いただけます。また、高金利住宅ローンのお借換え
にもご利用いただけます。

2億円まで 35年以内
一般木造構造は20年以内アパートローン アパート、貸家の新築・増改築・購入資金などの不動産

取得資金にご利用いただけるローンです。

1,000万円まで 15年以内
アパート
リフォーム
ローン

アパートオーナー様向けの無担保リフォームローンで
す。通常のリフォーム工事資金等に加え、太陽光発電等の
環境配慮型設備の購入・設置費用や、バリアフリー等改装
資金、介護機器の購入資金にもご利用いただけます。

500万円まで
入学先・在学先が医学部、歯学部、薬学部、
獣医学部、パイロット養成関連コースの方は

1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）入学・在学先が
医学部、歯学部、薬学部、獣医学部は
17年以内（元金据置期間含む）

学資ローン
お子さまの学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿
代や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロ
ーンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご
卒業まで元金返済を据置くことができます。

500万円まで
パート・アルバイトの方は

70万円まで、
専業主婦の方は30万円まで

10年以内フリーローン
おまかせ！やまぐち君

お使いみちは自由です。（ただし、事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時から
夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

300万円まで 7年以内やまぎん
多子世帯応援ローン

子育てに必要な資金にご利用いただけます。
※23歳未満のお子さまが3名以上の方とさせていただきます。

300万円まで 7年以内つかえる！
やまぐち君

個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。（事業性資金を含みます）

（貸越契約額）
30万円、50万円、70万円、
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円

（契約期間）　
5年または1年

以後、契約期間毎に
自動更新

（契約期間）
1年又は2年更新
以後、契約期間毎に

自動更新

（契約期間）
2年更新

以後、2年毎に自動更新

（契約期間）
3年更新

以後、3年毎に自動更新マイカード
やまぐち君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただけ
ます。消費者金融・信販会社などのお借換えにもご利用
いただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝7時から
夜11時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円、400万円、500万円

（契約期間）　
1年

以後、1年毎に自動更新
マイカード
プレミアム

ゆとりの貸越契約額とよりお使いやすい低金利なカードロ
ーンを実現しました。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時
から夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（契約期間）　
3年

以後、3年毎に自動更新
ミニカードローン

普通預金口座にカードローン機能をセットしました。
公共料金などの自動引落しで、ご口座の残高が不足し
ていた場合、不足分を自動的にご融資します。

1,000万円まで 10年以内マイカーローン
マイカー（※自転車も含む）の購入資金はもちろん、車検・修
理・免許取得費用、他金融機関（信販会社を含む）のマイカー
ローンのお借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

500万円まで 10年以内多目的ローン 旅行、引越し、エステなど、多目的に使えるローンで
す。お支払い先に直接振り込みができて安心です。

500万円まで 5年以内
（元金据置期間含む）

エコローン
（エコカー） 低公害車購入資金にご利用いただけるローンです。

500万円まで 10年以内空き家対策ローン 空き家解体資金、空き家購入およびリノベーション資金にご利
用いただけます。山口県、福岡県、広島県の空き家に限ります。

500万円まで
5年以内

太陽光発電システムの場合のみ
10年以内（元金据置期間含む）

エコローン
（エコリフォーム）

住宅用太陽光発電システム整備資金、屋上緑化、壁面
緑化、駐車場緑化等にご利用いただけるローンです。

5,000万円まで
住宅の建設・購入資金以外の場合は

1,500万円まで

お借入のご契約者が
亡くなられた日を
最終期限とします。

リバースモーゲージ型
ローン

住宅の建設・購入資金、リフォーム資金、「サービス付き高
齢者向け住宅」の入居一時金などにご利用いただけます。

1,500万円まで
お使いみちにより
異なります。

20年以内
お使いみちにより
異なります。

無担保住宅ローン
住宅のリフォームおよび設備機器購入資金（10kw以上
の太陽光発電設備も可）、高金利住宅ローン（リフォーム
ローンを含む）の借換え資金、住宅購入・新築資金の一部
資金を低金利・無担保でご利用いただけるローンです。

● 山口銀行

住
宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

（貸越契約額）
10万円、20万円、30万円、50万円
（ご新規の場合は30万円まで）

最高5,000万円 35年以内住宅ローン 住宅の新築、土地・建物の購入、マンションの購入、中古住
宅の購入、住宅資金のお借換え等にご利用いただけます。

最高1,500万円 20年以内無担保住宅ローン
ご本人または同居の家族が所有する住宅のリフォー
ムおよび設備機器購入資金、住宅ローン・リフォーム
ローンのお借換え、住宅購入・新築の一部資金にご利
用いただけます。

住宅の建設・購入資金（以外は最高1,500万円）
死亡時を融資期間の
満了時期として元金等を
一括でご返済いただきます。

リバースモーゲージ型
ローン

高齢者の方が、自ら居住する住宅の建設、購入または
リフォームの資金、サービス付き高齢者住宅の入居一
時金等にご利用いただけます。

最高3億円

最高5,000万円

35年以内アパートローン 賃貸住宅・賃貸アパート・賃貸マンションの購入、新
築、増改築の資金をご用立てします。

最高1,000万円 10年以内マイカーローン
マイカー、バイク、自転車等の購入資金や、車検、修理、
運転免許取得費用、他金融機関等のマイカーローンの
お借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

最高500万円 10年以内多目的ローン

最高300万円 7年以内つかえる！もみじ君

最高500万円 10年以内フリーローン
おまかせ！もみじ君

旅行、引越し、エステ等、多目的に使えるローンです。
お支払い先に直接振り込みができて安心です。

お使いみちは自由です。（ただし事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。インターネット、スマートフォンから24
時間お申込みいただけます。

個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。事業性資金にもご利用いただけます。

（利用限度額）
最高300万円マイカード

もみじ君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただ
けます。インターネット、スマートフォンから24時間
お申込みいただけます。

（利用限度額）
最高500万円

マイカード
プレミアム

ゆとりの利用限度額とよりお使いやすい低金利のカ
ードローンを実現しました。インターネットで24時間
お申込みいただけます。

（利用限度額）
10・20・30万円・50万円
（ご新規の場合は30万円まで）

ミニカードローン
普通預金口座にカードローン機能をセットしました。
公共料金等の自動引落しで、ご口座の残高が不足して
いた場合、不足分を自動的にご融資します。

最高5,000万円 25年以内不動産担保ローン
「ジャンボローン」

所有不動産を担保に、大きなプランを実現される方に
おすすめします。

学資ローン
お子様の学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿代
や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロー
ンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご卒
業まで元金返済を据置くことができます。

住
宅
関
連
の
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

● もみじ銀行

主要業務内容

500万円まで
入学先・在学先が医学部、歯学部、薬学部、
獣医学部、パイロット養成関連コースの方は

1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）入学・在学先が
医学部、歯学部、薬学部、獣医学部は
17年以内（元金据置期間含む）

主
要
業
務
内
容

主
要
業
務
内
容
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色

項　目 内　容

1億円まで
35年以内

長期優良住宅は
50年以内

住宅ローン
マイホームの取得費用はもちろん、担保設定費用や保
証料、取得時の火災保険料などの諸費用も含めてご利
用いただけます。また、高金利住宅ローンのお借換え
にもご利用いただけます。

1,000万円まで 15年以内アパートリフォーム
ローン

アパートオーナー様向けの無担保リフォームローンで
す。通常のリフォーム工事資金等に加え、太陽光発電等の
環境配慮型設備の購入・設置費用や、バリアフリー等改装
資金、介護機器の購入資金にもご利用いただけます。

2億円まで 35年以内
一般木造構造は20年以内アパートローン アパート、貸家の新築・増改築・購入資金などの不動産

取得資金にご利用いただけるローンです。

5,000万円まで
住宅の建設・購入資金以外の
場合は1,500万円まで

お借入のご契約者が
亡くなられた日を
最終期限とします。

リバースモーゲージ型
ローン

住宅の建設・購入資金・リフォーム資金・「サービス付
き高齢者向け住宅」の入居一時金などにご利用いただ
けます。

1,000万円まで 10年以内マイカーローン
マイカー（※自転車も含む）の購入資金はもちろん、車検・修
理・免許取得費用、他金融機関（信販会社を含む）のマイカー
ローンのお借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

500万円まで
パート・アルバイトの方は

70万円まで、
専業主婦の方は30万円まで

10年以内フリーローン
おまかせ！きたきゅう君

お使いみちは自由です。（ただし、事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時から
夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
30万円、50万円、70万円、
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円

（契約期間）　
5年または1年
以後、契約期間毎に
自動更新

マイカード
きたきゅう君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただけ
ます。消費者金融・信販会社などのお借換えにもご利用
いただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝7時から
夜11時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
100万円、150万円、200万円、
250万円、300万円、400万円、

500万円

（契約期間）　
1年

以後、1年毎に
自動更新

マイカード
プレミアム

ゆとりの貸越契約額とよりお使いやすい低金利なカー
ドローンを実現しました。平日はもちろん、土・日・祝日
も朝8時から夜10時までフリーダイヤルでお申込みい
ただけます。

（貸越契約額）
10万円、20万円、
30万円、50万円

（ご新規の場合は30万円まで）

（契約期間）　
3年

以後、3年毎に自動更新
ミニカードローン

普通預金口座にカードローン機能をセットしました。公
共料金などの自動引落しで、ご口座の残高が不足してい
た場合、不足分を自動的にご融資します。

500万円まで 10年以内空き家対策ローン
空き家解体資金、空き家購入およびリノベーション資
金にご利用いただけます。山口県、福岡県、広島県の空
き家に限ります。

500万円まで 10年以内多目的ローン 旅行、引越し、エステなど、多目的に使えるローンで
す。お支払い先に直接振り込みができて安心です。

300万円まで 7年以内きたきゅう多子世帯応援ローン
（愛称：にぎやか家族）

子育てに必要な資金にご利用いただけます。※23歳未
満のお子さまが3名以上の方とさせていただきます。

300万円まで 7年以内つかえる！きたきゅう君 個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。（事業性資金を含みます）

500万円まで
お子様の入学先・在学先が医学部・
歯学部・薬学部・獣医学部・

パイロット養成関連コースの方は
1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）
お子様の入学先・在学先が医・
歯・薬学部・獣医学部の方は
17年以内（元金据置期間含む）

学資ローン
お子さまの学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿
代や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロ
ーンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご
卒業まで元金返済を据置くことができます。

1,500万円まで
お使いみちにより
異なります。

20年以内
お使いみちにより
異なります。

無担保住宅ローン
住宅のリフォームおよび設備機器購入資金（10kw以上
の太陽光発電設備も可）、高金利住宅ローン（リフォーム
ローンを含む）の借換え資金、住宅購入・新築資金の一部
資金を低金利・無担保でご利用いただけるローンです。住

宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

融　資 （個人向けローン）

● 北九州銀行

融　資 （その他の資金調達方法）

シンジケートローン 大規模な資金調達や事業資金の効率化をご検討されているお客さまに対し、複数の金融機関が協
調融資団（シンジケート団）を組成して、同一の契約書・条件でご融資させていただく方法です。

売掛債権流動化 お客さまがお持ちの売掛債権（売掛金・受取手形等）をSPC（特別目的会社）に譲渡することによ
り、資産をオフバランス化し、譲渡代金を受け取る方法です。

ABL
ABL（Asset Based Lending）は、在庫製品、売掛債権等の事業資産を有効に活用した、不動産担保や
保証人に過度に依存しない金融手法です。お客さまの保有する動産を有効にご活用していただくた
め、ＮＰＯ法人日本動産鑑定と業務提携しており、客観的な動産の評価等を受けることも可能です。

PFI
PFI（Private Finance Initiative）は、公共施設の整備、運営等を民間企業に委ね、低廉かつ良質な
公共サービスを実現する官民共同事業です。一般的には、公共が支払う費用を返済原資とするプロ
ジェクトファイナンスを組成します。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

私募債
直接金融の一手法であり、最長7年までの期間を選択できますので長期の安定した資金を調達で
きます。私募債の発行は、一定の適債基準を充足する優良企業に限定されるため、取引先に対する
信用力アップや、対外的なイメージ向上にもつながります。

証券関連業務

公共債窓口販売 国債、地方債、政府保証債の募集の取扱い・販売・買取を行っています。

社債受託 社債発行の際の発行形態、発行額、発行時期などについてのご相談や、契約書の作成、証券保管振
替機構への手続、社債発行代金の振込などの発行事務を代行しています。

金融商品仲介業務 お客さまに提携証券会社（大和証券・ワイエム証券）が取り扱う証券取引を勧誘し、取引申込みの
受付けを通じて、多様化する資金運用ニーズにお応えします。

証券取引に係る
顧客紹介業務

当行のお客さまから証券運用ニーズ等について相談があった場合に、提携証券会社（ワイエム証
券）がある旨を説明し、証券会社の担当窓口等を紹介しています。

公社債引受 地方債などを引き受けることにより地方公共団体などの資金調達にご協力しています。

公社債元利金支払 お客さまがお持ちの公社債の元利金の支払いを行っています。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

主要業務内容

主
要
業
務
内
容

主
要
業
務
内
容
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種　類 特　色 融資金額 返済期間 種　類 特　色

項　目 内　容

1億円まで
35年以内

長期優良住宅は
50年以内

住宅ローン
マイホームの取得費用はもちろん、担保設定費用や保
証料、取得時の火災保険料などの諸費用も含めてご利
用いただけます。また、高金利住宅ローンのお借換え
にもご利用いただけます。

1,000万円まで 15年以内アパートリフォーム
ローン

アパートオーナー様向けの無担保リフォームローンで
す。通常のリフォーム工事資金等に加え、太陽光発電等の
環境配慮型設備の購入・設置費用や、バリアフリー等改装
資金、介護機器の購入資金にもご利用いただけます。

2億円まで 35年以内
一般木造構造は20年以内アパートローン アパート、貸家の新築・増改築・購入資金などの不動産

取得資金にご利用いただけるローンです。

5,000万円まで
住宅の建設・購入資金以外の
場合は1,500万円まで

お借入のご契約者が
亡くなられた日を
最終期限とします。

リバースモーゲージ型
ローン

住宅の建設・購入資金・リフォーム資金・「サービス付
き高齢者向け住宅」の入居一時金などにご利用いただ
けます。

1,000万円まで 10年以内マイカーローン
マイカー（※自転車も含む）の購入資金はもちろん、車検・修
理・免許取得費用、他金融機関（信販会社を含む）のマイカー
ローンのお借換えまで幅広くご利用いただけるローンです。

500万円まで
パート・アルバイトの方は

70万円まで、
専業主婦の方は30万円まで

10年以内フリーローン
おまかせ！きたきゅう君

お使いみちは自由です。（ただし、事業性資金は除きま
す。）ご返済期間を決めて、無理なく計画的にご返済い
ただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝8時から
夜10時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
30万円、50万円、70万円、
100万円、150万円、200万円、

250万円、300万円

（契約期間）　
5年または1年
以後、契約期間毎に
自動更新

マイカード
きたきゅう君

カードで自由にお借入れでき、くり返しご利用いただけ
ます。消費者金融・信販会社などのお借換えにもご利用
いただけます。平日はもちろん、土・日・祝日も朝7時から
夜11時までフリーダイヤルでお申込みいただけます。

（貸越契約額）
100万円、150万円、200万円、
250万円、300万円、400万円、

500万円

（契約期間）　
1年

以後、1年毎に
自動更新

マイカード
プレミアム

ゆとりの貸越契約額とよりお使いやすい低金利なカー
ドローンを実現しました。平日はもちろん、土・日・祝日
も朝8時から夜10時までフリーダイヤルでお申込みい
ただけます。

（貸越契約額）
10万円、20万円、
30万円、50万円

（ご新規の場合は30万円まで）

（契約期間）　
3年

以後、3年毎に自動更新
ミニカードローン

普通預金口座にカードローン機能をセットしました。公
共料金などの自動引落しで、ご口座の残高が不足してい
た場合、不足分を自動的にご融資します。

500万円まで 10年以内空き家対策ローン
空き家解体資金、空き家購入およびリノベーション資
金にご利用いただけます。山口県、福岡県、広島県の空
き家に限ります。

500万円まで 10年以内多目的ローン 旅行、引越し、エステなど、多目的に使えるローンで
す。お支払い先に直接振り込みができて安心です。

300万円まで 7年以内きたきゅう多子世帯応援ローン
（愛称：にぎやか家族）

子育てに必要な資金にご利用いただけます。※23歳未
満のお子さまが3名以上の方とさせていただきます。

300万円まで 7年以内つかえる！きたきゅう君 個人事業主・法人役員のお客さま用のお使いみち自由
なローンです。（事業性資金を含みます）

500万円まで
お子様の入学先・在学先が医学部・
歯学部・薬学部・獣医学部・

パイロット養成関連コースの方は
1,000万円まで

15年以内
（元金据置期間含む）
お子様の入学先・在学先が医・
歯・薬学部・獣医学部の方は
17年以内（元金据置期間含む）

学資ローン
お子さまの学資金（入学金・授業料）はもちろん、下宿
代や生活費などの仕送り資金、他金融機関等の教育ロ
ーンのお借換えにもご利用いただけるローンです。ご
卒業まで元金返済を据置くことができます。

1,500万円まで
お使いみちにより
異なります。

20年以内
お使いみちにより
異なります。

無担保住宅ローン
住宅のリフォームおよび設備機器購入資金（10kw以上
の太陽光発電設備も可）、高金利住宅ローン（リフォーム
ローンを含む）の借換え資金、住宅購入・新築資金の一部
資金を低金利・無担保でご利用いただけるローンです。住

宅
関
連
ロ
ー
ン

目
的
型
ロ
ー
ン

資
金
使
途
自
由
の
ロ
ー
ン

融　資 （個人向けローン）

● 北九州銀行

融　資 （その他の資金調達方法）

シンジケートローン 大規模な資金調達や事業資金の効率化をご検討されているお客さまに対し、複数の金融機関が協
調融資団（シンジケート団）を組成して、同一の契約書・条件でご融資させていただく方法です。

売掛債権流動化 お客さまがお持ちの売掛債権（売掛金・受取手形等）をSPC（特別目的会社）に譲渡することによ
り、資産をオフバランス化し、譲渡代金を受け取る方法です。

ABL
ABL（Asset Based Lending）は、在庫製品、売掛債権等の事業資産を有効に活用した、不動産担保や
保証人に過度に依存しない金融手法です。お客さまの保有する動産を有効にご活用していただくた
め、ＮＰＯ法人日本動産鑑定と業務提携しており、客観的な動産の評価等を受けることも可能です。

PFI
PFI（Private Finance Initiative）は、公共施設の整備、運営等を民間企業に委ね、低廉かつ良質な
公共サービスを実現する官民共同事業です。一般的には、公共が支払う費用を返済原資とするプロ
ジェクトファイナンスを組成します。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

私募債
直接金融の一手法であり、最長7年までの期間を選択できますので長期の安定した資金を調達で
きます。私募債の発行は、一定の適債基準を充足する優良企業に限定されるため、取引先に対する
信用力アップや、対外的なイメージ向上にもつながります。

証券関連業務

公共債窓口販売 国債、地方債、政府保証債の募集の取扱い・販売・買取を行っています。

社債受託 社債発行の際の発行形態、発行額、発行時期などについてのご相談や、契約書の作成、証券保管振
替機構への手続、社債発行代金の振込などの発行事務を代行しています。

金融商品仲介業務 お客さまに提携証券会社（大和証券・ワイエム証券）が取り扱う証券取引を勧誘し、取引申込みの
受付けを通じて、多様化する資金運用ニーズにお応えします。

証券取引に係る
顧客紹介業務

当行のお客さまから証券運用ニーズ等について相談があった場合に、提携証券会社（ワイエム証
券）がある旨を説明し、証券会社の担当窓口等を紹介しています。

公社債引受 地方債などを引き受けることにより地方公共団体などの資金調達にご協力しています。

公社債元利金支払 お客さまがお持ちの公社債の元利金の支払いを行っています。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

主要業務内容

主
要
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容

主
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内
容
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項　目 内　容

取扱業務 内　容

項　目 内　容

● 信託代理店業務のご案内

　お客さまの金融ニーズにお応えし、地域金融機関としてより一層の金融サービスの充実を図るため、各種の信託業務を代理店ま
たは業務提携店として取り扱っています。
■代理店契約先／三井住友信託銀行（株）　みずほ信託銀行（株）　三菱UFJ 信託銀行（株）　ロンバー・オディエ信託（株）
●代理店業務取扱店（3か店）／本店営業部　呉営業部　福山支店　●取次店／上記取扱店以外の全店

■業務提携店契約先／（株）山田エスクロー信託
●取扱店（遺言信託・遺産整理業務）／全店

信託業務

遺言信託・遺産整理業務

遺言信託は、「遺言書作成に係る事前のご相談」「遺言書の保管」「遺言の執行」など、遺言書の作成
から将来の遺言執行までを行う業務です。遺産整理業務は相続の開始後に相続手続に不慣れな方
や多忙で時間的余裕の無い方に代わり、「相続に係る財産目録の作成」「遺産分割協議書に基づく
遺産の分割手続」を行う業務です。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行
へ、または業務提携により山田エスクロー信託へお取り次ぎします。

特定贈与信託 特定障がい者の方の将来の生活安定に役立ちます。この信託を利用されますと6,000万円（特定障が
い者のうち、特別障がい者以外の方については3,000万円）を限度として贈与税が非課税となります。

土地信託 土地を手放すことなく有効利用が図れます。運用の成果は配当として受け取ることができます。

不動産管理信託 賃貸用不動産（土地・建物）を管理する手間が省けます。運用の成果を配当として受け取ることが
できます。

動産信託 動産設備の売買に際し、売主・買主双方の金融手段として活用できます。

年金信託
企業の退職金制度の合理化や福利厚生の充実に役立ちます。年金資産の管理・運用をはじめ、制度
管理や給付金の支払いなど包括的に信託銀行が引き受けるものです。代理店契約により、三菱
UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

特定金銭・金外信託
投資家の皆様の効率的な有価証券投資に役立ちます。特定金銭信託では信託終了時に財産を金銭
で返還し、特定金外信託では現存する財産のまま返還します。代理店契約により三菱UFJ、三井住
友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

金銭債権の信託
企業の資金の早期回収や資産のオフ・バランス化に役立ちます。企業が保有する売掛金等の金銭
債権を流動化して機関投資家へ販売します。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの
信託銀行へお取り次ぎします。

証券代行
株式名義書換などの株式事務を外部委託することにより、トータルコストの削減に役立ちます。ま
た、株券流通の安全性向上のため、新規上場会社は証券代行機関への株式事務の委託が義務付けら
れています。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

国民年金基金募集

指定包括・特定包括信託

確定拠出年金特定金銭信託

自営業者の方など国民年金の第1号被保険者の方の老後の資金として、老齢基礎年金の上乗せ給付
を目的とした公的年金制度です。掛金の社会保険料控除など税法上の優遇措置があります。代理店
契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

確定拠出年金制度（企業型）における年金資産の管理、年金を受け取る方への年金給付などを行い
ます。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

様々な資産運用・資産管理ニーズにお応えできます。代理店契約によりロンバー・オディエ信託へ
お取り次ぎします。

公益信託 大切な財産を社会に役立てる信託制度です。一定の要件を満たすことにより税制面の優遇措置が
受けられます。

● 山口銀行

公益信託
特定贈与信託
土地信託
年金信託

特定金銭信託・特定金外信託
単独運用指定包括信託・単独運用特定包括信託

証券代行業務
遺言信託

国民年金基金加入推奨業務

公益活動・社会貢献活動に
特別障がい者の生活安定に
所有不動産の有効活用に
企業の福利厚生制度（退職金制度）の充実に
幅広い弾力的な有価証券投資に
富裕層の資産運用に
名義書替等の事務代行・株式公開ニーズに
相続に関する悩み、わずらわしさの解決に
より豊かな老後の保障に

● もみじ銀行

遺言信託・遺産整理業務

遺言信託は、「遺言書作成に係る事前のご相談」「遺言書の保管」「遺言の執行」など、遺言書の作成
から将来の遺言執行までを行う業務です。遺産整理業務は相続の開始後に相続手続に不慣れな方
や多忙で時間的余裕の無い方に代わり、「相続に係る財産目録の作成」「遺産分割協議書に基づく
遺産の分割手続」を行う業務です。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行
へ、または業務提携により山田エスクロー信託へお取り次ぎします。

年金信託
企業の退職金制度の合理化や福利厚生の充実に役立ちます。年金資産の管理・運用をはじめ、制度
管理や給付金の支払いなど包括的に信託銀行が引き受けるものです。代理店契約により、三菱
UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

特定金銭・金外信託
投資家の皆様の効率的な有価証券投資に役立ちます。特定金銭信託では信託終了時に財産を金銭
で返還し、特定金外信託では現存する財産のまま返還します。代理店契約により三菱UFJ、三井住
友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

証券代行
株式名義書換などの株式事務を外部委託することにより、トータルコストの削減に役立ちます。ま
た、株券流通の安全性向上のため、新規上場会社は証券代行機関への株式事務の委託が義務付けら
れています。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

金銭債権の信託
企業の資金の早期回収や資産のオフ・バランス化に役立ちます。企業が保有する売掛金等の金銭
債権を流動化して機関投資家へ販売します。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの
信託銀行へお取り次ぎします。

国民年金基金募集
自営業者の方など国民年金の第1号被保険者の方の老後の資金として、老齢基礎年金の上乗せ給付
を目的とした公的年金制度です。掛金の社会保険料控除など税法上の優遇措置があります。代理店
契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

確定拠出年金特定金銭信託 確定拠出年金制度（企業型）における年金資産の管理、年金を受け取る方への年金給付などを行い
ます。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

指定包括・特定包括信託 様々な資産運用・資産管理ニーズにお応えできます。代理店契約によりロンバー・オディエ信託へ
お取り次ぎします。

● 北九州銀行

主要業務内容
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項　目 内　容

取扱業務 内　容

項　目 内　容

● 信託代理店業務のご案内

　お客さまの金融ニーズにお応えし、地域金融機関としてより一層の金融サービスの充実を図るため、各種の信託業務を代理店ま
たは業務提携店として取り扱っています。
■代理店契約先／三井住友信託銀行（株）　みずほ信託銀行（株）　三菱UFJ 信託銀行（株）　ロンバー・オディエ信託（株）
●代理店業務取扱店（3か店）／本店営業部　呉営業部　福山支店　●取次店／上記取扱店以外の全店

■業務提携店契約先／（株）山田エスクロー信託
●取扱店（遺言信託・遺産整理業務）／全店

信託業務

遺言信託・遺産整理業務

遺言信託は、「遺言書作成に係る事前のご相談」「遺言書の保管」「遺言の執行」など、遺言書の作成
から将来の遺言執行までを行う業務です。遺産整理業務は相続の開始後に相続手続に不慣れな方
や多忙で時間的余裕の無い方に代わり、「相続に係る財産目録の作成」「遺産分割協議書に基づく
遺産の分割手続」を行う業務です。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行
へ、または業務提携により山田エスクロー信託へお取り次ぎします。

特定贈与信託 特定障がい者の方の将来の生活安定に役立ちます。この信託を利用されますと6,000万円（特定障が
い者のうち、特別障がい者以外の方については3,000万円）を限度として贈与税が非課税となります。

土地信託 土地を手放すことなく有効利用が図れます。運用の成果は配当として受け取ることができます。

不動産管理信託 賃貸用不動産（土地・建物）を管理する手間が省けます。運用の成果を配当として受け取ることが
できます。

動産信託 動産設備の売買に際し、売主・買主双方の金融手段として活用できます。

年金信託
企業の退職金制度の合理化や福利厚生の充実に役立ちます。年金資産の管理・運用をはじめ、制度
管理や給付金の支払いなど包括的に信託銀行が引き受けるものです。代理店契約により、三菱
UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

特定金銭・金外信託
投資家の皆様の効率的な有価証券投資に役立ちます。特定金銭信託では信託終了時に財産を金銭
で返還し、特定金外信託では現存する財産のまま返還します。代理店契約により三菱UFJ、三井住
友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

金銭債権の信託
企業の資金の早期回収や資産のオフ・バランス化に役立ちます。企業が保有する売掛金等の金銭
債権を流動化して機関投資家へ販売します。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの
信託銀行へお取り次ぎします。

証券代行
株式名義書換などの株式事務を外部委託することにより、トータルコストの削減に役立ちます。ま
た、株券流通の安全性向上のため、新規上場会社は証券代行機関への株式事務の委託が義務付けら
れています。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

国民年金基金募集

指定包括・特定包括信託

確定拠出年金特定金銭信託

自営業者の方など国民年金の第1号被保険者の方の老後の資金として、老齢基礎年金の上乗せ給付
を目的とした公的年金制度です。掛金の社会保険料控除など税法上の優遇措置があります。代理店
契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

確定拠出年金制度（企業型）における年金資産の管理、年金を受け取る方への年金給付などを行い
ます。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

様々な資産運用・資産管理ニーズにお応えできます。代理店契約によりロンバー・オディエ信託へ
お取り次ぎします。

公益信託 大切な財産を社会に役立てる信託制度です。一定の要件を満たすことにより税制面の優遇措置が
受けられます。

● 山口銀行

公益信託
特定贈与信託
土地信託
年金信託

特定金銭信託・特定金外信託
単独運用指定包括信託・単独運用特定包括信託

証券代行業務
遺言信託

国民年金基金加入推奨業務

公益活動・社会貢献活動に
特別障がい者の生活安定に
所有不動産の有効活用に
企業の福利厚生制度（退職金制度）の充実に
幅広い弾力的な有価証券投資に
富裕層の資産運用に
名義書替等の事務代行・株式公開ニーズに
相続に関する悩み、わずらわしさの解決に
より豊かな老後の保障に

● もみじ銀行

遺言信託・遺産整理業務

遺言信託は、「遺言書作成に係る事前のご相談」「遺言書の保管」「遺言の執行」など、遺言書の作成
から将来の遺言執行までを行う業務です。遺産整理業務は相続の開始後に相続手続に不慣れな方
や多忙で時間的余裕の無い方に代わり、「相続に係る財産目録の作成」「遺産分割協議書に基づく
遺産の分割手続」を行う業務です。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行
へ、または業務提携により山田エスクロー信託へお取り次ぎします。

年金信託
企業の退職金制度の合理化や福利厚生の充実に役立ちます。年金資産の管理・運用をはじめ、制度
管理や給付金の支払いなど包括的に信託銀行が引き受けるものです。代理店契約により、三菱
UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

特定金銭・金外信託
投資家の皆様の効率的な有価証券投資に役立ちます。特定金銭信託では信託終了時に財産を金銭
で返還し、特定金外信託では現存する財産のまま返還します。代理店契約により三菱UFJ、三井住
友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

証券代行
株式名義書換などの株式事務を外部委託することにより、トータルコストの削減に役立ちます。ま
た、株券流通の安全性向上のため、新規上場会社は証券代行機関への株式事務の委託が義務付けら
れています。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

金銭債権の信託
企業の資金の早期回収や資産のオフ・バランス化に役立ちます。企業が保有する売掛金等の金銭
債権を流動化して機関投資家へ販売します。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの
信託銀行へお取り次ぎします。

国民年金基金募集
自営業者の方など国民年金の第1号被保険者の方の老後の資金として、老齢基礎年金の上乗せ給付
を目的とした公的年金制度です。掛金の社会保険料控除など税法上の優遇措置があります。代理店
契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

確定拠出年金特定金銭信託 確定拠出年金制度（企業型）における年金資産の管理、年金を受け取る方への年金給付などを行い
ます。代理店契約により三菱UFJ、三井住友のいずれかの信託銀行へお取り次ぎします。

指定包括・特定包括信託 様々な資産運用・資産管理ニーズにお応えできます。代理店契約によりロンバー・オディエ信託へ
お取り次ぎします。

● 北九州銀行

主要業務内容
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項　目 内　容

項　目 内　容

項　目 内　容

名　称 営業所 所在地

項　目 内　容

　 ● 損害保険窓口販売　● 生命保険窓口販売

※海外拠点は「店舗一覧」をご覧ください

投資信託

投資信託窓口販売
国内の債券に投資するもの、国内の株式に投資するもの、海外の債券や株式に投資するものなど
バラエティ豊かな投資信託をお取り扱いしています。また、毎月一定の金額を自動的に購入して
いく、便利な投資信託積立もご利用いただけます。NISA（少額投資非課税制度）ジュニアNISA（未
成年者少額投資非課税制度）もご利用いただけます。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

確定拠出年金業務

企業型年金 企業が従業員の方を加入者として導入する年金制度です。山口銀行は、制度導入の支援や運用商
品のご提示、情報提供を行います。（もみじ銀行、北九州銀行は山口銀行へお取次ぎします。）

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

国際業務

外貨両替 米ドルなど主要外国通貨の両替を取り扱っています。また、三井住友銀行との提携による「外貨宅
配サービス」のお取り次ぎも行っています。

外国送金 電信送金（TT）、送金小切手（DD）の2種類を取り扱っています。

外貨融資
（インパクトローン）

米ドル、ユーロなど主要通貨でのご融資を行っています。お借入資金は円に交換しても外貨のま
までもご使用いただけます。

貿易投資相談 貿易や新規市場開拓､海外投資等に関するご相談にお応えするとともに､海外拠点等の諸情報を
ご提供しています。詳細につきましては､窓口へお問い合わせください。

外貨預金 米ドル、ユーロ、豪ドルなどの主要通貨外貨預金を取り扱っています。

輸出入取引 輸出手形の買取・取立、輸入信用状の発行、各種輸入金融など幅広い輸出入取引を行っています。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

保険代理店業務

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　事業承継、ビジネスマッチング等、各種経営に関するご相談にお応えしています。

経営相談・コンサルティング

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● 貸金庫　● 夜間金庫　● 保護預り

保管業務

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● デリバティブ取引　● 保証ファクタリング紹介業務　● 天候デリバティブ媒介業務

リスクヘッジ

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● 金の販売

金売買業務

● 山口銀行　● もみじ銀行

主要業務内容

銀行代理業務の概要

株式会社山口銀行 豊洲支店 東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント204号

■ もみじ銀行および北九州銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項

エレクトロニック・バンキングサービスおよびその他主要なサービス

優遇サービス

YMドリーム倶楽部 お預かり資産合計額が1,000万円以上等の所定の条件を満たした方を対象に、定期預金の金利優
遇・ご宿泊やレジャー・健康・資産運用など、多彩なサービスをご利用いただけます。

取引に応じた
優遇サービス

お客さまの取引項目に応じて所定の基準を満たしている場合、当行ＡＴＭ時間外手数料無料など
の各種の優遇を受けることができるサービスです。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

● クレジットカード・デビットカード
●法人インターネットバンキングサービス
●インターネット・
　モバイルバンキングサービス
　（山口銀行・北九州銀行）
　ダイレクトバンキングサービス
　（もみじ銀行）
●ファクシミリサービス

●コンピュータサービス・パソコンサービス　
●テレメイトサービス
●代金回収サービス
●自動集金サービス
●ターゲットバランスサービス
●地方税納入サービス　
●定額自動送金

●公共料金明細サービス
　（山口銀行・北九州銀行）
●コンビニ収納サービス
　（山口銀行・北九州銀行）
●でんさいサービス
●公共料金の他各種代金の口座振替
●給与振込
●年金・配当金自動受取
●メールオーダーサービス

個人型年金 個人事業主、民間の会社員、公務員、専業主婦等の方が老後の資産の用意のため任意に加入できる
年金制度です。制度内容の説明、加入のお手続を行います。
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項　目 内　容

項　目 内　容

項　目 内　容

名　称 営業所 所在地

項　目 内　容

　 ● 損害保険窓口販売　● 生命保険窓口販売

※海外拠点は「店舗一覧」をご覧ください

投資信託

投資信託窓口販売
国内の債券に投資するもの、国内の株式に投資するもの、海外の債券や株式に投資するものなど
バラエティ豊かな投資信託をお取り扱いしています。また、毎月一定の金額を自動的に購入して
いく、便利な投資信託積立もご利用いただけます。NISA（少額投資非課税制度）ジュニアNISA（未
成年者少額投資非課税制度）もご利用いただけます。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

確定拠出年金業務

企業型年金 企業が従業員の方を加入者として導入する年金制度です。山口銀行は、制度導入の支援や運用商
品のご提示、情報提供を行います。（もみじ銀行、北九州銀行は山口銀行へお取次ぎします。）

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

国際業務

外貨両替 米ドルなど主要外国通貨の両替を取り扱っています。また、三井住友銀行との提携による「外貨宅
配サービス」のお取り次ぎも行っています。

外国送金 電信送金（TT）、送金小切手（DD）の2種類を取り扱っています。

外貨融資
（インパクトローン）

米ドル、ユーロなど主要通貨でのご融資を行っています。お借入資金は円に交換しても外貨のま
までもご使用いただけます。

貿易投資相談 貿易や新規市場開拓､海外投資等に関するご相談にお応えするとともに､海外拠点等の諸情報を
ご提供しています。詳細につきましては､窓口へお問い合わせください。

外貨預金 米ドル、ユーロ、豪ドルなどの主要通貨外貨預金を取り扱っています。

輸出入取引 輸出手形の買取・取立、輸入信用状の発行、各種輸入金融など幅広い輸出入取引を行っています。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

保険代理店業務

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　事業承継、ビジネスマッチング等、各種経営に関するご相談にお応えしています。

経営相談・コンサルティング

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● 貸金庫　● 夜間金庫　● 保護預り

保管業務

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● デリバティブ取引　● 保証ファクタリング紹介業務　● 天候デリバティブ媒介業務

リスクヘッジ

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

　 ● 金の販売

金売買業務

● 山口銀行　● もみじ銀行

主要業務内容

銀行代理業務の概要

株式会社山口銀行 豊洲支店 東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント204号

■ もみじ銀行および北九州銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項

エレクトロニック・バンキングサービスおよびその他主要なサービス

優遇サービス

YMドリーム倶楽部 お預かり資産合計額が1,000万円以上等の所定の条件を満たした方を対象に、定期預金の金利優
遇・ご宿泊やレジャー・健康・資産運用など、多彩なサービスをご利用いただけます。

取引に応じた
優遇サービス

お客さまの取引項目に応じて所定の基準を満たしている場合、当行ＡＴＭ時間外手数料無料など
の各種の優遇を受けることができるサービスです。

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

● 山口銀行　● もみじ銀行　● 北九州銀行

● クレジットカード・デビットカード
●法人インターネットバンキングサービス
●インターネット・
　モバイルバンキングサービス
　（山口銀行・北九州銀行）
　ダイレクトバンキングサービス
　（もみじ銀行）
●ファクシミリサービス

●コンピュータサービス・パソコンサービス　
●テレメイトサービス
●代金回収サービス
●自動集金サービス
●ターゲットバランスサービス
●地方税納入サービス　
●定額自動送金

●公共料金明細サービス
　（山口銀行・北九州銀行）
●コンビニ収納サービス
　（山口銀行・北九州銀行）
●でんさいサービス
●公共料金の他各種代金の口座振替
●給与振込
●年金・配当金自動受取
●メールオーダーサービス

個人型年金 個人事業主、民間の会社員、公務員、専業主婦等の方が老後の資産の用意のため任意に加入できる
年金制度です。制度内容の説明、加入のお手続を行います。
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