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スマホ専用アプリスマホ専用アプリスマホ窓口スマホ窓口
1つのアプリで、
24時間いつでもどこでも、
いろいろなご要望に
お応えします。

けんしんの窓口がスマホの中に

どなたでも
ダウンロード

無料
ダウンロード QRコード

「Tポイント」貯まります。「Tポイント」貯まります。

で新しいライフスタイルを。

Tポイント貯まります

スマホ窓口からの
普通預金
口座開設で

給与振込
（5万円以上）の
ご指定で

年金振込の
ご指定で

※Tカードをお持ちのお客さまが対象となります。

●車の購入・修理、住宅資金、学費などさまざまな資金のご相談に！
●年金、相続、資産運用などのご相談に！

いろいろ相談会いろいろ相談会
午後3時～午後7時

※木曜日が休業日の場合は、相談会もお休みさせていただきます。

毎週木曜日は

200ポイント 400ポイント400ポイント

※毎週日曜日22：00から翌月曜日8：00（月曜日が祝日の場合は9：00）まで休業させていただきます。

※けんしんのカードでけんしんのATMをご利用の場合に限ります。
※共同ATMはお引出し手数料が必要となる場合がございます。

営業中

いつでも無料

平日はもちろん
土・日・祝日も！！

ATM 24時間
 本店営業部・若里支店・須坂支店・上田支店・

諏訪支店・伊那支店・飯田支店

けんしんのカードは

けんしんATMお引出し手数料

全国で24時間ご利用OK

※日曜日22：00～月曜日8：00、第1・3金曜日23：50～土曜日0：10（ただし、金曜日が祝日の場合は木曜日
23：50～金曜日0：10）および第1・3金曜日に続く月曜日が祝日または振替休日の場合は月曜日23：50～火曜
日0：10の間はご利用いただけません。
※上記の手数料無料時間以外、日・祝日・正月三が日、12月31日は108円がかかります。

お取引 ご入金・お引出し・残高照会

0：00～24：00

平日8：45～18：00　土曜日9：00～14：00

取扱時間

手数料無料時間

2018サマーキャンペーン2018サマーキャンペーン
金金

信州を応援
̶地域の魅力をプロデュース̶

Kenshin Bank 
2018 Summer Campaign

新しい
今年の夏を
楽しもう

この夏、新しい「けんしんBANK」と輝く明日をクリエイト！



ATMが、もっと身近に！もっと便利に！

または

ATM定期預金 入金方法

ＡＴＭ定期預金の概要

※定期預金の最低入金額は、定期預金通帳1,000円、総合口座
　通帳5万円となります。

●定期預金は、お預け入れ期間1年以上のものを対象とさせていただきます。　●個人のお客さまの新規ご契約に限らせていただきます。
●プレゼント品が品切れの場合、他の景品に代えさせていただきます。

お預けいただいている定期預金を含め、定期預金通帳は
最大40口、総合口座通帳は最大15口までとなります。

定期預金通帳をお持ちのお客さま、
または総合口座通帳に定期預金の
口座番号をお持ちのお客さまが
対象となります。

定期預金通帳をお持ちでないお客さま、総
合口座通帳に定期預金の口座番号が記載
されていないお客さまは、初回のみ窓口
で定期預金を入金する必要があります。
また、窓口で入金する定期預金は、キャン
ペーン対象金利は適用されません。

❶

❷

❸

❹

❺

を押してください。

■ご預金の種類／スーパー定期預金
■お預入期間／1年（自動継続元加式）
■入金方法／ATMによる現金での入金に限ります。
■お預入金額／10万円以上～100万円以内
■ご利用いただけるATM／けんしん店舗内ATM・店舗外ATM

ただし、上記の期間内であっても、募集総額が30億円に達した時点で終了となります。

定期預金通帳を開いて入れてください。

紙幣を入れてください。
1回あたり100枚まで入ります。

画面の金額を確認して、よろしければ、

通帳をお受け取りください。

（総合口座通帳の場合は、定期預金欄を開いて入れてください。）

夢計画/定期入金

確認 を押してください。

ATM定期預金
4つのメリット

【キャンペーン期間】平成30年6月1日㈮～平成30年8月31日㈮

期間中、ATM定期預金を入金いただくと、

【新規預入限定】 預入期間1年
※キャンペーン適用金利は、当初のお預け入れ時のみ適用となります。
※自動継続後の適用金利は、継続日におけるスーパー定期1年ものの店頭表示金利となります。

（税引前）

※他行設置の共同ATM・セブン銀行ATM・ローソンATMはご利用いただけません。

❶窓口での待ち時間なし！
❷お近くのATMでOK！
❸平日夜間、土・日・祝日もOK！
❹操作がカンタン！

200

いずれか

●Tポイントはご契約ごとに付与されます。付与日はそれぞれ異なる場
合がございます。複数を同時にご契約の場合は合計して付与されるこ
とがございます。●本プログラムにより付与されたTポイントはすべて
「長野県信用組合」と表示されます。●Tポイント履歴はTサイト［Tポイ
ント／Tカード］でご確認いただけます。●必ずTサイト［Tポイント／T
カード］またはTポイントアプリ等でご確認ください。●Tサイト［Tポイン
ト／Tカード］等でのTポイント履歴の確認方法はTカードサポートセン
ターにお問合せください。

■定期預金
●キャンペーン期間中、新たに個人の定期預金1年以上を店頭金利でご契約いただ
いたお客さまが対象となります。（法人、屋号付きの定期預金は対象となりません。金利
優遇定期預金は対象となりません。）●既にお預けいただいている定期預金の預け替
えは対象となりません。ただし、増額していただいた金額に限り対象となります。●Tポイ
ントは申請しないと貯まりません。Tポイントの申請書は「けんしん」窓口または担当者
へお申し付けください。●Tポイントは、原則Tポイント申請をいただいた翌々月末まで
に付与いたします。

■Tポイント付与に関するご注意事項

ATMで定期預金の入金ができます。

ATM定期預金

ポイント

年年

100
ポイント

または

40

0.04％0.04％

ポイント

※平成30年6月1日現在の金利です。市場金利の動向により金利を変更する場合がございます。
※金利は税引前であり、利息には復興所得税が加算され、20.315％の税金がかかります。
※解約は通帳に記載されているお取扱店の窓口でお手続きが必要となります。
※中途解約した場合は、当組合所定の中途解約利率により計算します。

個人限定
ただし、ＡＴＭ定期預金、金利優遇定期預金は除かせていただきます。

プレゼントプレゼント
キャンペーン期間中、店頭金利でお預けいただいたお客さまに、いずれかお1つプレゼント！

キュキュット
（レモン・緑茶）アタックNEO

ボディソープセット 保冷温トートバッグ

定期預金10 0万円以上定期預金10 0万円以上

定期預金20万円以上定期預金20万円以上定期預金50万円以上定期預金50万円以上

ファイルケース入り
キッチンセット

2018サマーキャンペーン2018サマーキャンペーン
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