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お手持ちのパソコンやスマートフォン等により
web上で手続きがすべて完了＊するため、手軽にお
申込みいただけます。

＊申込書の記入や印鑑の押印等が不要

当行ホームページから
ICキャッシュカード一体型クレジット
カード「〈ナント〉C

コ ト カ

otoca」に
ご入会いただけるようになりました

「〈ナント〉Cotoca」 HPから新規申込受付「〈ナント〉Cotoca」 HPから新規申込受付

 個人向け貸出金の状況

 個人向け融資商品

 給与振込・年金取引先数

　当行は、お客さまのニーズが多様化するなか、さま
ざまな資産運用商品・サービスのご提案を通じ、お客
さまの豊かな将来設計にお応えしています。
　平成29年3月末の個人向け預かり資産残高は、前年

　平成29年3月末の個人向け貸出金残高は、住宅ローン
のご利用が順調に推移したことから前年同期比278億円

　住宅ローンでは午前中にお申込いただいた
事前審査の結果を原則として翌営業日に回答
するなど、審査回答のスピード化を図ってい
ます。
　また、外構工事や諸費用を含めたお借入に
も対応しており、ご好評をいただいています。
　ビッグパーソナルローンでは、お使いみちに
あわせたローン「マイカーローン」「教育ローン」

「リフォームローン」「多目的ローン」に加え、
お使いみちが自由なローン「フリーローン」を
取り揃えています。
　そのほか、当行は地域における環境保全活
動を金融面からもバックアップしています。

　当行を家計のメイン口座としてご利用いただくため、
給与振込・年金取引先の拡充に取組んでいます。

 個人向け預かり資産・生命保険の取扱状況
●●個人のお客さまへ ......................................................................................

地域の皆さまとともに

住宅ローンの商品概要

融資対象者

融資金額 30万円以上1億円以内（10万円単位）
融資期間 1年以上40年以内

お借入時の年齢が満20歳以上満70歳未満（完済時の年齢が満
80歳未満）で団体信用生命保険に加入できる方
同一勤務先に1年以上勤続（または1年以上営業）安定・継続した
収入があり、前年度年収が200万円以上の方
その他当行所定の条件を満たし、保証会社の保証が得られる方

●

●

●

同期比100億円減少の1,736億円となりました。
　生命保険販売累計額は、一時払終身保険が順調に推
移し前年同期比316億円増加の5,485億円となりまし
た。

増加し1兆176億円（貸出先数84,699先）となりました。
　総貸出金に占める割合は31.19％となっています。

ビッグパーソナルローンの商品概要

融資対象者
⃝ お借入時の年齢が満20歳以上で完済時年齢満70歳以下の方
⃝安定・継続した収入がある方
⃝ その他当行所定の条件を満たし、保証会社の保証が得られる方

共通

融資金額

10万円以上1,000万円以内（1万円単位） マイカーローン
教育ローン
多目的ローン

10万円以上1,500万円以内（1万円単位） リフォームローン
10万円以上500万円以内（1万円単位） フリーローン

融資期間

300万円未満：7年以内（6ヵ月単位）
300万円以上：10年以内（6ヵ月単位）
※教育ローンは金額にかかわらず10年以内（6ヵ月単位）

マイカーローン
教育ローン
多目的ローン
フリーローン

300万円未満：7年以内（6ヵ月単位）
300万円以上：15年以内（6ヵ月単位）

リフォームローン

環境配慮型金融商品
〈ナント〉
エコマイカー
ローン

「低公害車」または「低燃費車」に該当する
自動車のご購入を応援する低金利（〈ナント〉
マイカーローン比）の商品です。

〈ナント〉
エコリフォーム
ローン

省エネのための住まいのリフォームを応援
する低金利（〈ナント〉リフォームローン比）
の商品です。

コ　　ト　　カコ　　ト　　カ

(注)詳細は当行ホームページをご覧ください。

※「女性専用ローン」「空き家活用応援ローン」についても取扱っています。
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 相談業務の充実

「＜ナント＞エルプラザ」では、平日の
ほか土・日も午後5時まで営業※し（「エル
プラザ大阪」のうち大阪中央営業部は平日
のみ）、住宅関連融資や個人ローンのご相
談・受付ならびに資産運用のご相談を承っ
ているほか、住宅ローンの返済条件変更に
関する相談窓口も設けています。

毎週日曜日（年末年始、ゴールデンウ
ィークを除く）に11カ所のエルプラザ（「エ
ルプラザ大阪」のうち大阪中央営業部は
除く）で税に関するご相談に税理士がお
応えする「＜ナント＞エルプラザ休日税
務相談会」のほか、各種セミナーも随時
開催しています。

※ エルプラザガーデン
モール木津川は土日に
加えて 祝日 も営業

◦＜ナント＞エルプラザ

ダイレクトメール・電話による商品提案、個人ローン、サー
ビス等のご案内と中小企業の皆さまに対する事業性融資商品の
ご案内やご提案を通じて、営業店と緊密に連携しつつ地域のお
客さまのニーズに積極的にお応えしています。

急速に進展する高齢化社会に対応するため、
相続手続きを専門に担当する「相続センター」
を設け、専門知識を有するスタッフがお客さま
からのご相談やご要望を直接承っています。

◦ダイレクトセンター ◦相続センター

業務内容
営業時間

貸金庫
日曜
税務
相談月～金 土・日

エルプラザ西大寺
西大寺駅南出張所2階 0742-52-2010

○住宅ローン相談・受付

○返済条件変更等相談

○個人ローン相談・受付

○フラット35相談・受付

○住宅つなぎ融資相談・受付

○資産運用相談

○貸金庫入出庫

○税理士による
　休日税務相談
　（日曜10：00～15：00）

完全予約制

○休日セミナー
　（開催時にはHP等で告知）

9：00〜
17：00

10：00〜
17：00

● ●
エルプラザ平城
平城支店内 0742-71-1537 ● ●
エルプラザ学園前
学園前支店内 0742-49-1001 ● ●
エルプラザ生駒
生駒支店3階 0743-73-7333 ● ●
エルプラザ真美ヶ丘
真美ヶ丘支店内 0745-76-8425 ● ●
エルプラザ橿原
橿原支店2階 0744-22-7778 ●
エルプラザ王寺南
王寺南支店2階 0745-73-2230 ● ●
エルプラザガーデンモール木津川
ガーデンモール出張所内 祝日も営業  0774-71-3762 10：00〜

17：00 ● ●
エルプラザ宇治大久保
宇治大久保支店3階 0774-45-1013

9：00〜
17：00

● ●

エルプラザ
大阪

大阪支店5階 06-6643-2056 ●
大阪中央営業部
2階（平日のみ営業）06-6232-1441

エルプラザ堺
堺支店3階 072-224-7350 10：00〜

17：00 ● ●

＜ナント＞
ポイントサークル

　ご加入いただくと、お客さ
まのお取引をポイントに換算
し、ポイントに応じた特典

（＜ナント＞ATMでの時間外
手数料無料など）をご利用い
ただけます。
　ご利用いただける特典内容
につきましては、当行ホーム
ページをご覧ください。

　平成29年1月から、個人型確定拠出年金（愛称 iDeCo） 〈ナント〉DC個人型 
プランの取扱いを開始しました。 
個人型確定拠出年金は、税制優遇
措置が受けられる私的年金制度で、
基本的に20歳以上60歳未満のす
べての方にご利用いただけます。

〈ナント〉ロビンソンの購入プラン

インターネットでいつでも簡単に、
【医療・がん・死亡保障】の保険商品を
お申込みいただけます。

お忙しい方でも、ご自分のペースで
じっくりご検討、お申込みいただけます。
ｏお申込みにかかる所要時間は約20〜35分（各種書面をお読みになる時間を除く目安）
ｏ医師の審査はなく告知だけでお申込み可能（健康診断結果等提出の場合有）
ｏ平日21時（土日祝17時）までお電話（フリーダイヤル）でお問い合わせが可能
　 「商品内容を教えてほしい」「操作方法がわからない」等オペレータが丁寧に

お応えします。

予め購入期間を設定することで、投資回数を決めることができます。

コース設定 1年 2年 3年 フリー（1年以上1ヶ月単位）

金　　　額 個人のお客さま：1万円以上1万円単位／法人のお客さま：10万円以上1万円単位

●インターネットで、
　いつでもカンタンお申込み

●ネット保険だから実現！お手軽で割安な保険料

●積 立 方 法   普通預金口座もしくは当座預金口座からの自動振替により、投資信託を毎月一定金額買付けます。
●対象ファンド  当行が投信積立対象銘柄として選定するファンドの中からお選びいただけます。複数の

ファンドをご契約いただくこともできます。

「ナント ロビンソン」は時間分散のうまみをたっぷり詰めあわせた〈ナント〉の新しい商品です!

〈ナント〉DC個人型プラン〈ナント〉DC個人型プラン

期間設定型投資信託 ナント ロビンソン期間設定型投資信託 ナント ロビンソン〈ナント〉ネット保険〈ナント〉ネット保険

申込書
不要

審査
不要

ハンコ
不要

現金
不要

購入する
タイミングで
迷わない!

基準価額が
下がっても
心強い!

投資は
したいが損は
したくない!

リスクを
軽減できる!

価格の変動に
一喜一憂
しない!

(注)詳細は当行ホームページをご覧ください。

(注)詳細は当行ホームページをご覧ください。
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◦ATMでの利用限度額の設定（平成29年7月1日現在）

 金融犯罪防止に向けて～お客さまの大切な財産を守る取組み
子供や孫、税務署や社会保険事務所等の職員になり

すましての振り込め詐欺、偽造キャッシュカードによ
る不正引出しなどの金融犯罪が全国で多発し大きな社
会問題となっています。

当行ではこのような金融犯罪からお客さまの大切な
財産をお守りするために、窓口やロビー担当者をはじ
め行員一人ひとりがお客さまの対応に細心の注意を払
うとともに、以下の対策やサービスを実施しています。

個別に限度額引上げ（引下げ）をご希望のお客さまはお届出印※1をご持参のうえ、窓口にお申し付けください。なお、
引下げは当行のATMでも設定いただけます。

※1「手のひら静脈パターン」での認証などでご本人を確認できる場合などお届出印が不要な場合もあります。
◦「手のひら静脈認証付ICキャッシュカード」※2の発行　

ATMでのお引出しの際、従来の暗証番号に加えお客さまの「手のひら静脈パターン」で認証、本人確認を行う 
キャッシュカードを発行しています。
◦キャッシュカード暗証番号の変更

当行のATMにて暗証番号を変更いただけます。（コンビニATMは除く）
（注） ATMには生年月日、電話番号等の類推されやすい暗証番号は受付けしない機能が備わっていますが、ご住所の番地、

自動車のナンバー等他人に推察される暗証番号はお避けください。

◦インターネットバンキングを安心してご利用いただくために…
お客さまに安心してインターネットバンキングをご利用いただくため、不正送金やウィルスをブロックするセキュ

リティ対策ソフト「SaAT　Netizen(サートネチズン)」を無償配布しております。当行ホームページにてインストー
ルいただけますので、ぜひご利用ください。

◦貸金庫※3

契約書類や印鑑、お客さまの大切な品物などをお預けいただけます。
盗難や紛失、火災、自然災害などから財産を守るためにお役立てください。

◦振り込め詐欺等被害者相談ダイヤル
振り込め詐欺等の被害に関するご相談専用ダイヤルを設置しております。

０１２０−７１０−７９５　（銀行休業日を除く9：00〜17：00）
フリーダイヤルがご利用いただけない場合

０７４２−２２−１２３８

ご利用のキャッシュカード お取引内容 1日１口座あたりの
ATMご利用限度額

南都銀行のキャッシュカード
（磁気ストライプ）

お引出し（現金） 50万円
お振込・お振替 合計 100万円

＜ナント＞ICキャッシュカード＊
ICチップによる取引

（当行ATMで生体認証取引）
お引出し（現金） 1,000万円
お振込・お振替 合計 1,000万円

磁気ストライプによる取引 お引出し（現金） 50万円
お振込・お振替 合計 100万円

＊IC（集積回路）チップが内蔵されたキャッシュカードのことで、偽造･変造が困難です。

※2※3詳細は最寄の本支店へお尋ねください。

地域の皆さまとともに

◎CS（お客さま満足）向上への取組み
　お客さまからいただいたご意見・ご要望を質の高い商品や金融サービスの提供に
反映させるため、平成29年4月より、店頭・ロビーに「お客さまの『声』カード」
を設置しています。
　また、「サービスNo.1 BANK」を目指し、各部店でのCS活動をリードする「カス
タマーリーダー」を全部店に配置し、日々の営業活動の中でCS向上に全行をあげ
て取組んでいます。
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