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主な商品・サービス

個人

●● 大切な資産をポートフォリオにより運用 ●●

資産運用で大切なことは、お客さまのライフステージに応じて、三つのタイプの運用資金を

いかに組み合わせるかということです。このような資金の組み合わせのことを、ポートフォ

リオといいます。

特にリスク商品を活用して運用を行う場合には、いろいろな商品に分散して投資を行うこ

とが重要なポイントになります。一つの商品にまとめて投資を行った場合、値動きの影響を

集中して受けることになりますが、いろいろな商品に分けて投資を行っていれば、影響は分

散され、元本割れなどのリスクをより小さくすることが可能となるからです。このように、

数種類の資金（商品）を組み合わせて投資を行うことが｢ポートフォリオによる運用｣なのです。

●●● 代表的な三つのタイプ別商品の紹介

運 用 資 産

流動性資金

●いつでも換金可能な資金

●通常、生活費の2～3か月分を
目安に換金しやすさを重視

安定性資金

●元本が比較的安全で期間的に
余裕がある資金

●安全性重視

収益性資金

●ある程度の収益性を求める資金

●利息、分配金以外にキャピタル
ゲインを重視

普通預金

ハートのスーパー定期

いつでも出し入れ自由、給料・年金のお受け取り、公共料金等
の自動支払いなど、生活の中心となる口座です。

貯蓄預金（ナイスアカウント）

いつでもお預け入れ、お引き出しができ、10万円以上の残高
で普通預金より高い金利が付利されます。

DKAのMMF

中長期運用による成果を短期運用商品として提供する流動性の
高い商品です。（DKA：第一勧業アセットマネジメント（株）の略称）

DKA新債券ファンド

2年後の償還における元本の安全性に最大限配慮した商品です。

株式インデックスファンド225

日経平均株価をインデックスとし、これに連動する投資成果を
めざす商品です。

DKBモルガン　グローバル・ボンド・オープン

世界の主要国の公社債に分散投資し、グローバルに投資機会を
求めます。

DKBモルガン　グローバル・バランス・オープン

世界の主要国の株式・公社債に分散投資し、グローバルに投資
機会を求めます。

DKBモルガン　インカム・アドバンテージ

世界の主要国の株式・公社債に分散投資。原則100％為替ヘッ
ジとし、3か月ごとの収益分配をめざします。

お預け入れは1円から、期間1か月から10年の間でお客さまの
プランに合わせて運用できます。

ハートの大口定期

お預け入れ金額1,000万円以上の運用では、最もポピュラーな
商品です。

ハートのべんり型定期

6か月の据置期間経過後はいつでも、お引き出しできます。
お預入期間が長いほど、有利な金利が適用されます。

ハートの変動金利定期

6か月ごとに適用利率が変動するため、市場金利上昇時のメリッ
トを享受できます。

国債

国債は国が発行する債券で、安全・確実な運用商品です。

ハートの個人向け外貨定期預金

多少リスクがあっても、表面金利が高い運用商品をご希望のお
客さまにおすすめします。

ハートのグローバルデポ

米ドル・円為替相場が一定水準を超えて、円高に進まない限り、
予定円運用利回りが享受できる外貨定期預金です。

預金商品等 投資信託
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●●● 主な預金商品等 ●●●

項　　目

普通預金
ハートの貯蓄預金
「ナイスアカウント」
通知預金

ハートの期日指定定期

ハートのスーパー定期

ハートのスーパー定期300

ハートのべんり型定期

ハートのべんり型定期300

ハートの変動金利定期

ハートの変動金利定期300
ハートの変動金利定期1000

ハートの大口定期

財形預金

つみたてプラン

ハートの抵当証券
（モーゲージ証書）

ハートの外貨定期預金

お預入金額

1円以上

1円以上

5万円以上

1円以上300万円未満

1円以上300万円未満

300万円以上

1円以上300万円未満

300万円以上

1円以上300万円未満

300万円以上
1,000万円以上

1,000万円以上

1,000円以上

5,000円以上

100万円以上

各通貨1,000通貨単位以上10万米ドル
未満（お取扱通貨は米ドル、ユーロ、

英ポンド、スイスフラン）

期　　間

いつでも出し入れ自由

いつでも出し入れ自由
残高の段階に応じて、自動的に金利が高くなります。

7日以上

最長3年（1年経過後解約自由）

1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、
6年、7年、10年

1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、
6年、7年、10年

最長5年（6か月経過後解約自由）

最長5年（6か月経過後解約自由）

3年（金利は6か月ごとに変動します）

3年（金利は6か月ごとに変動します）

3年（金利は6か月ごとに変動します）

1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、
6年、7年、10年

一般財形…3年以上　　財形住宅・財形年金…5年以上
（お勤め先の財形制度を通じ、給与やボーナスからの天引きで、
自動的にまとまった財産形成ができます）

普通預金、当座預金から振り替えて作成する定期預金は、おまと
め日を期日とします（おまとめサイクルは6か月、1年、2年、3年）

6か月、1年、2年、3年（第一勧銀信用開発（株）が販売する抵当
証券を当行の窓口でお取り次ぎしています）

1か月、3か月、6か月、1年

総合口座

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

●●● 投資信託 ●●●

商品名

DKAのMMF
DKA新債券ファンド

株式インデックスファンド225

DKBモルガン　グローバル・ボンド・オープン
DKBモルガン　グローバル・バランス・オープン
DKBモルガン　インカム・アドバンテージ

商品分類

追加型公社債投資信託／分配金再投資専用／マル優適格
単位型公社債投資信託／国内債券型／マル優適格
追加型株式投資信託／インデックス型（日経225連動型）／
分配金再投資可能
追加型株式投資信託／バランス型／分配金再投資可能
追加型株式投資信託／バランス型／分配金再投資可能
追加型株式投資信託／バランス型／分配金再投資可能

販売単位

1万円以上1円単位
10口以上1口単位（1口＝1万円）

1万円以上1円単位

10万円以上1円単位
10万円以上1円単位
10万円以上1円単位

●●● 国債等公共債 ●●●

国債は国が発行する債券で、安全・確実な運用商品です。国債には利付国債、割引国債の2種類があり、満65歳以上

のお客さまなどは、利付国債の利子について非課税となるマル優・特別マル優のご活用が可能です。額面5万円以上、

5万円単位でご購入いただけます。なお、国債のほか、政府保証債や地方債もお取り扱いしています。

●●● 金商品 ●●●

金商品については金地金、金証書、メイプルリーフ金貨の3種類をお取り扱いしています。なお、金地金とメイプル

リーフ金貨の一部は取扱店を限定していますので、詳しくはお近くの支店等にご相談ください。

（注）ハートのスーパー定期、ハートのスーパー定期300、ハートの大口定期は上記の定型期間以外に1か月超10年未満の間での満期日指定も可能です
（総合口座は除く）。
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●●「生涯を通じた金融パートナー」としておすすめのサービス ●●

ポイント制総合金融サービス｢ハートのエース｣

ポイント制総合金融サービス「ハートのエース」ではお取引内容をポイント化し、ポイント数に応じた特典ステージごとに、さまざまな特典を提
供します。

バランスメモリー

毎月1回、お客さまがご指定の日に1か月間の入金額、支払額および五大公共料金の支払額それぞれの合計を自動計算し、通帳へ印字するサー
ビスです。個人・法人の普通預金でご利用いただけます。

各種ローン

ATMでお気軽にお借り入れのできるマイバンクサービス（カードローン）をはじめ、住宅購入・改築の際には
新型住宅ローン『設計』シリーズや住宅リフォームローン、親子リレー住宅ローンなど、ライフスタイルに
あわせてさまざまなローンをご利用いただけます。

配当金自動受け取りサービス

お持ちの株式の配当金が、1回だけの手続きで、あとはご指定の預金
口座に毎回自動的に振り込まれます。

貸金庫

預金証書、株券、権利証、実印、貴金属などお客さまの貴重品は、
貸金庫に預けておけば安全です。

年金自動受け取りサービス

大切な年金が一度のお手続き
で自動的にご指定の預金口座
に振り込まれます。

入学・就職 独立・結婚 住宅購入・家族形成 退　職

金利の優遇�

手数料の�
割引�

プレゼントほか�

●新型教育ローン『青春設計』の金利1.00％優遇�
●パーソナルローン（自由型・目的型）の金利1.00％優遇�
●新型パーソナルローン『介護設計』『環境設計』の金利0.50％優遇�

●トラベラーズチェックの発行手数料　5割引�
●自動送金サービスの手数料　　　　　2割引�
●貸金庫サービスの手数料�
　　　　　　　　年間1千円（＋消費税）割引�

●抽せんにより、1等UCギフトカード、2等ハローキティオリジナルテレホンカードのプレゼント　�
●UCハートカード「にこにこプレゼント」のポイント提供100ポイント　●各種電話無料相談など�

●つみたてプランの金利0.05％優遇�
●新型教育ローン『青春設計』の金利1.50％優遇�
●パーソナルローン（自由型・目的型）の金利1.50％優遇�
●新型パーソナルローン『介護設計』『環境設計』の金利0.50％優遇�

●トラベラーズチェックの発行手数料　　　5割引�
●自動送金サービスの手数料　　　　　　　3割引�
●貸金庫サービスの手数料�
　　　　　　　　　　年間1千円（＋消費税）割引�
●CD/ATMの時間外手数料　　　　　　　　無料�
●ATMによる当行本支店あての振込手数料5割引�

●スーパー定期・べんり型定期の金利0.05％優遇�
●つみたてプランの金利0.05％優遇�
●新型教育ローン『青春設計』の金利2.00％優遇�
●パーソナルローン（自由型・目的型）の金利2.00％優遇�
●新型パーソナルローン『介護設計』『環境設計』の金利1.00％優遇�
�
�

ファーストステージ�

セカンドステージ�

サードステージ�

●トラベラーズチェックの発行手数料　　　5割引�
●自動送金サービスの手数料　　　　　　　5割引�
●貸金庫サービスの手数料�
　　　　　　　　　　年間3千円（＋消費税）割引�
●CD/ATMの時間外手数料　　　　　　　　無料�
●ATMによる当行本支店あての振込手数料5割引�

ファーストステージ：☆印いずれか一つ以上有り＋合計20ポイント以上
セカンドステージ：☆印いずれか一つ以上有り＋合計40ポイント以上
サードステージ：☆印いずれか一つ以上有り＋◎印いずれか一つ以上有り＋合計50ポイント以上

（「ポイント・条件一覧表」はP.58に掲載しています）
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●●● 住宅関係のローン ●●●

種　　類

『基本設計』
（変動金利型）

『安心設計』
（上限金利設定型）

『堅実設計』
（固定金利選択型）

新型親子ペア
住宅ローン

新型親子リレー
住宅ローン

借り換え住宅ローン

住宅諸費用ローン

住宅リフォーム
ローン

ローン返済支援保険付
ローン

新型アパートローン

アパート
リフォームローン

新
型
住
宅
ロ
ー
ン『
設
計
』シ
リ
ー
ズ

資金のお使いみち、特色

土地・住宅の取得、住宅の新築、増築。
年に2回、金利の見直しを行います。

土地・住宅の取得、住宅の新築、増築。
一定期間（5年、10年のいずれか）は、
設定された上限金利以下の範囲内で金
利が変動します。

土地・住宅の取得、住宅の新築、増築。
一定期間（2年、3年、5年、7年、10
年のいずれか）は固定金利

二世代住宅など親子が協力して行う住
宅と土地の取得

親子債務継承による住宅と土地の取得

公的住宅融資の借り換え

住宅取得時の諸費用支払い
（不動産売買手数料、引っ越し費用、家具・家
電製品購入費用など）

住宅の増改築・改装

万一の病気・けがによる長期就業不能
時に返済額をカバーする保険にご加入
いただけます。

賃貸用住宅の取得

賃貸用住宅の増改築・改装

ご融資金額

20万～5,000万円

20万～5,000万円

20万～5,000万円

20万～7,000万円
（ただし1人当たり
5,000万円以内）

20万～5,000万円

10万～1,000万円

10万～300万円

20万～3,000万円

20万円以上

20万円以上

ご融資期間

1年～35年

5年～35年

2年～35年

1年～35年

1年～35年

1年～10年

1年～10年

5年～25年

1年～30年

1年～30年

担　　保

ご自宅の土地・建物

ご自宅の土地・建物

ご自宅の土地・建物

ご自宅の土地・建物

ご自宅の土地・建物

必要ありません

必要ありません

ご自宅の土地・建物

ご自宅またはアパート
の土地・建物

ご自宅またはアパート
の土地・建物

当行が取り扱う個人ローン商品に『ローン返済支援保険』をセットいたします（一部
お取り扱いできない商品がございます）。融資条件は個々の商品により異なります
ので、詳しくは窓口でご相談ください。

資金のお使いみち、特色

住宅のリフォーム、自動車購入、旅行、
結婚資金など（無担保をご希望の方に）

介護に必要な資金
（特殊ベッド、車イス、移動用リフト、ベッド補
助用具の購入、介護のためのリフォーム資金）

環境保全に役立つ機器の購入
（生ゴミ処理機、ソーラー機器等の購入資金）

入学金・授業料などの支払い

カード1枚で手軽にご利用いただけます。

郵送でお申し込みいただけます。カー
ド1枚で手軽にご利用いただけます。

種　　類

パーソナルローン
（自由型、目的型）

新型パーソナルローン
『介護設計』

新型パーソナルローン
『環境設計』

新型教育ローン
『青春設計』

マイバンクサービス

（郵送申込型）
カードローン30

ご融資金額

10万～300万円

10万～500万円

10万～500万円

10万～300万円

30万・50万
100万・200万円

30万円

ご融資期間

変動金利1年～7年
固定金利1年～5年

変動金利1年～10年
固定金利1年～ 5年

変動金利1年～10年
固定金利1年～ 5年

変動金利1年～9年
（4年を限度に就学期間中の

元金返済据置可能。
元金返済期間は5年以内）
固定金利1年～5年

1年ごとに更新

1年ごとに更新

担　　保

必要ありません

必要ありません

必要ありません

必要ありません

必要ありません

必要ありません

●●● その他のローン ●●●

お客さまが一定期間、ローンご返済額をご希望の金額に指定することができる「返済額指定サービス」もございます。

ご利用に際しては、ご返済計画に無理がないかどうか良くご検討ください。ご相談は当行本支店窓口にて承っております。お気軽にご相談ください。
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●● 暮らしに便利なサービス ●●

銀行に行く時間がない

ハートのテレフォンバンク
メールオーダー

ハートのテレフォンバンク
振込・振替などのお取引や年金・ローン・資産
運用などについての専門相談がお電話1本で
できます（手数料は無料です）。また、資料請
求・商品案内については24時間ご利用いただ
けます。
●サービス内容
残高照会、お振込・お振替、定期預金ご入
金、外貨預金ご新約、新規口座開設、投資
信託ご購入・ご解約、住所変更・公共料金自
動振替受付など

メールオーダー
郵送により、普通預金のご新約やテレフォン
バンクのお申し込みなどのサービスをご利用
いただけます。クイックロビーにご用意して
いる「郵送お申し込みセット」のほか、フリー
ダイヤル（0120

フリーダイヤル

-860
ハ ロ ー

-810
ハ ー ト

）でもご請求いた
だけます。
●郵送お申し込みラインナップ
普通預金・貯蓄預金、ハートのテレフォン
バンク、定期預金・つみたてプラン、投資
信託、カードローン30、公共料金、住所
変更、ハートのポートフォリオ運用プラン、
ハートのエースガイドブック、商品・サー
ビスのご案内

海外旅行に行きたい

トラベラーズマネーカード（TMC）
UCハートカード

トラベラーズマネーカード
世界100か国以上・約46万台（平成10年12
月現在）のCD・ATMでご利用いただける国際
キャッシュカードで、日本で専用口座にご入
金された円を、必要なとき必要なだけ現地通
貨で引き出すことができます。
さらに提携先のJTB（（株）日本交通公社）が、

海外のCD・ATMの設置場所や利用方法のご
案内のほか、さまざまなサービスをご用意し
ています。

夜、急に現金が必要になった

CD・ATM
ハートのエース

現金自動払出機（CD）
現金自動預金払出機（ATM）

＜ハートのマネーカード＞1枚でお引き出し
ができるCD、お振込・お預け入れや定期預金
のご新約・ご解約などもできるATM※1が当行
本支店に設置されています。平日は午前8時
から午後11時※2、土曜日・日曜日・祝日は午前
9時から午後5時までご利用いただけますの
でたいへん便利です。
※1時間帯によってはご利用いただけるお取引内容が
異なることがあります。

※2支店によっては異なることがあります。

ハートのエース
ハートのエースの特典の一つである
「CD/ATM時間外手数料無料」サービスは、
特典ステージがセカンドステージ以上のお客
さまにご提供しています。夜間や休日に急に
現金が必要になった時でも当行本支店の
CD/ATMでのお引き出しは手数料がかから
ず、たいへん便利でお得なサービスです。

ショッピングをしたい

デビットカードサービス
電子マネー

UCハートカード

デビットカードサービス
デビットカードサービス加盟店での買物代金
の支払いが、＜ハートのマネーカード＞でで
きるサービスです。利用者はレジでマネーカ
ードを提示し、暗証番号を入力するだけで、
代金は預金口座から即時に引き落とされ、決
済が完了しますので、安全・便利です。
平成11年1月から開始されたサービス内容

は、まだ当行を含む一部の金融機関・加盟店
に限定でのお取り扱いですが、平成12年3月
からは、900以上の金融機関が参加予定であ
るうえに、加盟店も格段に増加しますので、
本格的な実用段階を迎えることになります。

電子マネー
電子マネーとは、文字通り貨幣価値をデジタ
ルデータによって置き換えたもので、ICカー
ドを利用したものや、インターネット上で流
通するものなどがあります。当行は、東京の
新宿地区での「スーパーキャッシュ」実験や渋
谷地区での「ビザキャッシュ」実験に参加して
います。

UCハートカード
UCハートカード会員の方は、国内・海外でカ
ードとサインで買物や食事などの支払いがで
きるとともに、代金は、最長55日の後払い
で、預金口座からの自動支払いができます。
また、月々のお支払額がほぼ一定になるリボ
ルビング払いのお取り扱いもできます。さら
に当行のCD・ATMでのキャッシング
サービスや優待サービスなど、多彩なサービ
スもご利用いただけます。

給料の受け取り�

年金の受け取り�

配当金の受け取り�

公共料金の支払い�

財形預金�

つみたてプラン�

�年金プラン�

�ナイスアカウント（貯蓄預金）�

定期性預金※�

残高合計が300万円以上�

�住宅ローン�

�スーパーローン（住宅性）�

スーパーローン（住宅性以外）�

�マイバンクサービス（カードローン）�

その他個人向け各種ローン�

�住宅金融公庫借り入れ�

�年金福祉事業団借り入れ�

�ホームバンキングサービス�

�貸金庫サービス�

�公共債の保護預り�

 UCハートカード�
�
�

自
動
支
払
い�

自
動
受
け
取
り�

�

お
預
け
入
れ�

お
借
り
入
れ�

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス�

お取引項目�

�

条件�ポイント�

電話�
�電気�

水道�

ガス�

ＮＨＫ�

ゴールド�
カード�

その他の�
ハート�
カード�

年金�

住宅�

一般�

20

20

5

5

5

5

5

5

10

5

10

10

5

5

5

5

－�

20

20

5

5

10

10

10

10

5

※「定期性預金」は、定期預金（財形預金、つみ
たてプラン、年金プラン等を含む）および積
立預金のことです。�

（両方ご利用の場合はいず�
　れか高い方のポイントと�
　なります）�

（複数のご利用がある場合�
　はいずれか高い方のポイ�
　ントとなります）�

ポイント・条件一覧表
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種　類

ハートの商工ローン

ハートの商工ローン

ハートの商工ローン

ハートの商工ローン

ハートのL/Cパック

上限金利型

ニュービジネス

海外進出

Long

資金のお使いみち、特色

信用保証協会の「長期経営資
金保証制度」を組み込んだ超
長期のローンです。毎月の
ご返済の負担を極力少なく
したいというお客さまのニー
ズにお応えできます。

信用保証協会の「海外投資関
係保証制度」を組み込んだ大
型のローンです。

信用保証協会の「新事業開拓
保証制度」などを組み込んだ
大型のローンです。

お借入金利に上限金利を設
定してあるため、将来の金
利上昇リスクを回避するこ
とができます。設備資金、
運転資金として幅広くご利
用いただけます。

信用保証協会の制度を活用
し、輸入に必要な信用状の
開設から商品代金決済のた
めのお借り入れまでをパッ
ケージ化したものです。

ご融資金額

信用保証協会保証付の
保証限度内

500万円以上　2億円以内
（組合については4億円以内）

500万円以上　2億円以内
（組合については4億円以内）

1,000万円以上
信用保証協会の保証付の場合
は信用保証協会の保証限度内

信用保証協会の保証限度内

ご融資期間

運転資金：15年以内
設備資金：20年以内

（据置期間6か月以内を含む）

10年以内
（据置期間1年以内を含む）

10年以内
（据置期間1年以内を含む）

3年または5年

1年以内

担　保

信用保証協会の保証

信用保証協会の保証

信用保証協会の保証

信用保証協会の保証
不動産
有価証券

信用保証協会の保証

保証人

1名以上

1名以上

1名以上

1名以上

1名以上

法人

●● 主な事業者向け商品 ●●

●● 主な事業者向け仕組みローン ●●

種　類

上限金利付ユーロ円
インパクトローン

前半順行後半固定

スーパーセーフティー

スタンバイ

商品特色

短期変動金利の中長期型ローン
で、あらかじめ上限金利を設定
することができます。

前半は短期変動金利でスタート
し、後半は現在の水準であらか
じめ金利を固定化しておく中長
期型ローンです。

一定の条件のもと、解約コスト
なしで期日前解約や内入れがで
きる固定金利の中長期型ローン
です。

短期変動金利でスタートし、時機
を見ながらあらかじめ設定した
金利水準以下で固定金利への転
換ができる中長期型ローンです。

ご利用対象

変動金利のメリットを享受しつ
つ、将来の金利上昇リスクに備
えて上限金利を確定したいお客
さま

当面は低金利が続くものの、将
来的には金利上昇の可能性が
高いと考えているため、現時点
で将来の金利を確定したいお客
さま

期日前返済の可能性があるお客
さま
一定期間後に金利の見直しを行
いたいお客さま

当面は低金利が続くと考えてい
るものの、金利上昇時には固定
金利への転換を検討したいお客
さま

ご融資金額

5,000万円以上
（1,000万円単位）

1億円以上
（1,000万円単位）

3億円以上
（1,000万円単位）

3億円以上
（1,000万円単位）

ご融資期間

2年以上10年以内

2年以上10年以内

1年以上10年以内

1.5年以上10年以内

ご利用に際しましては当行所定の審査が必要になります。詳細は取引店にご照会ください。
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●国際CMS

（キャッシュ・マネジメント・サービス）

お客さまの日本本社のパソコンで、海

外の支店や子会社の口座残高や入出金

明細の照会、さらに資金移動の指示を

行えます。また、複数の国・通貨にまた

がるネッティング（差額決済）の管理も

可能です。

●ハートのデータ伝送サービス、

ハートのパソコンサービス（一般型）

お客さまのコンピュータと当行のコン

ピュータを電話回線で接続することに

より、振込入金明細、預金入出金明細

などをお客さまのコンピュータを通じ

直接お知らせするものです。また、お客

さまからも給与振込、総合振込、口座振

替の明細などを直接当行のコンピュー

タに伝送していただくこともできます。

●ハートのパソコンサービス（ANSER型）

株式会社NTTデータのANSER（自動照

会通知システム）を利用したパソコン

サービスです。預金残高、振込入金明

細のご照会などのほか、当行本支店間

の振込・振替および他行あての振込がで

きます。

●ハートのパソコンサービス（セレクト型）

ハートのパソコンサービス（一般型）の主

要なメニューと同サービス（ANSER型）

を組み合わせたサービスです。

●ハートのパソコンサービス（専用機型）

「便利くん 」

「便利くん 」

専用機を利用したファームバンキング

サービスです。導入や操作が極めて簡

単で、豊富なメニューで社内事務の合理

化・省力化にご利用いただけます。

Jr.II

エース

●● エレクトロニック・バンキングサービス ●●

●● 事務の合理化サービス ●●

●総合振込

振込先ごとの依頼事項をコンピュータ

やパソコンで伝送していただくか、一

覧記入した「総合振込依頼書」（または磁

気テープなど）をご用意いただければ、

大量の振込を迅速に処理します。支払

事務の手間や時間を大幅に省けるサー

ビスです。

●給与振込サービス

毎月の給与やボーナスが、お客さまご

指定の預金口座に自動的に振り込まれま

す。＜ハートのマネーカード＞をご夫婦

でお持ちになれば、それぞれ現金を引

き出すことができます。また、ご利用

企業にとっても事務の手間が大幅に省

けるうえ、危険防止も図れます。

●給与計算サービス

毎月の給与計算や、賞与計算、年末調

整計算、社会保険料計算などすべての

給与計算事務をお引き受けします。給

与計算・給与振込から個人住民税納付ま

で一貫したサービスをご利用いただけ

ます。また、パソコンを利用したスピー

ディーな「ハートの給与計算VAN」もご

利用ください。

a.支払事務の合理化に

●代金回収システム

全国の金融機関にある集金先の預金口

座から、自動的に集金を行うサービス

です。売上代金のほか、月謝・年会費

などあらゆる集金事務の合理化が図れ

ます。

●DKFコンビニ収納代行サービス

関連会社第一勧銀ファクタリングと連

携し、豊富な店舗数・24時間営業のコ

ンビニ店舗を代金回収の窓口としてご

利用いただくサービスです。

●デビットカードサービス

提携加盟店でのお買物代金の支払い

が、＜ハートのマネーカード＞ででき

るサービスです。利用者はレジでマネー

カードを提示し暗証番号を入力するだ

けで、代金は預金口座から即時に引き

落とされ、数日内に加盟店の指定預金

口座に一括入金されますので、代金の

回収も迅速・確実です。

平成11年1月から開始された第1

フェーズでは、まだ当行を含む一部の

金融機関・加盟店に限定での取り扱い

ですが、平成12年3月から予定され

ている第2フェーズでは、900以上の

金融機関が参加予定であるうえに、加

盟店は一つの金融機関と加盟店契約を

締結するだけで、サービスに参加する

すべての金融機関のカードが利用可能

になり、完全に実用段階を迎えること

になります。

●「売掛回収1-2-3」

振込や口座振替による入金データをお

取引先への請求データと照合し、売掛

金の自動消込処理を行うパソコンソフ

トです。売掛金回収にかかわる事務の

大幅な省力化が図れます。

b.売上金回収事務の合理化に

QX DKB99/p53-76　7／12  99.7.23 5:08 PM  ページ 60



part 3

dai- ichi  kangyo bank  1999 61

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タP

主
な
商
品
・
サ
ー
ビ
スP

part 3

●ハートのデータ伝送サービス

（共同CMS型）

ハートのパソコンサービス

（共同CMS型）

当行のほか都銀、長信銀、信託銀行な

どが加盟する「共同CMSセンター」を利

用したファームバンキングサービスで

す。複数銀行とのデータ送受信をまと

めてご利用いただけます。

●ハートのホームバンキングサービス

お客さまのファミコンやワープロなどと

当行のコンピュータを公衆回線（DDX

網）で接続することにより、預金残高、振

込・取立、入出金明細の照会のほか、当

行本支店間の振込・振替および他行あて

の振込ができます。専用端末機として多

機能電話「ハートのホットライン」をご利

用いただけます。

●ハートのテレホンサービス

ご契約のお客さまに、コンピュータが

電話で入金をお知らせします。残高照

会や入金照会にも即座にお答えします。

またお客さまのプッシュホンから、当行

本支店間の振込・振替も行えます。

●ハートのファクシミリサービス

振込入金明細、預金残高、外国為替相場

情報などを、ファクシミリを通じてお知

らせします。電話連絡によるメモが不

要になるとともに、聞き違いもなく、

たいへん便利です。また、当行本支店

間の振込・振替も行えます。

●ハートの地方税納付サービス

従業員の皆さまの給与から天引きして納

付を行う個人住民税や、企業の事業税・

住民税について、納付データをファーム

バンキング等でお送りいただき、当行が

納付書の作成および納付を行うサービ

スです。納税事務の合理化が図れます。

●ハートの経費キャッシュレスサービス

旅費・交通費等の社内経費の支払い・精

算・管理等の現金出納業務・経費管理事

務をキャッシュレス化・省力化するサー

ビスです。

●ハートの公振くん

全国の事業所が利用している電話・電

気・ガス・水道・NHK受信料などの支払

いを、まとめて本社口座から自動引き

落としで行っていただき、その明細を

自動引き落とし前に電子データとして

お渡しするサービスです。受け取った

明細データに基づき、事業所ごとの支

払額の管理・経理処理を行えます。

●ハートの資金集中・配分システム

支社から本社への資金集中、本社から

支社への資金配分、各支社の残高調整

を本社のパソコンで一括して行うシス

テムです。金融機関をまたがる資金移

動にご利用いただけます。

●ハートの残高管理サービス

支社から本社への資金集中、本社から

支社への資金配分、本社・支社間の残高

調整など、あらかじめご指定いただいた

方法で、自動的に残高を管理します。当

行本支店の口座でご利用いただけます。

●ハートの集配金サービス

各営業所の売上現金を専門の警備輸送

会社が集金し、指定口座に一括して入

金するサービスです。両替用つり銭も

準備し配送いたします。各営業所の現

金出納事務、本社の資金管理事務の大

幅な軽減が可能となります。

●スーパー借入金管理

銀行借り入れ、社債発行、CP発行等

の資金調達に関する調達条件（元本、期

間、レートなど）をデータ入力して、一

元的に管理するパソコンソフトです。

経理事務の省力化、財務管理の強化、

効率化にお役立ていただけます。また、

基本的な銀行借り入れにメニューを絞っ

た簡易版「余裕借借2」は、より低価格

でご利用いただけます。

●社内LANバンキングサービス

企業の社内LANに接続されたパ

ソコンから、従業員のみなさまが

銀行取引の申し込みや相談の申し

込みなどを行うことができるサー

ビスです。

●IC・ID機能付マネーカード

社員証や学生証として利用可能な

ID機能とICを組み込んだマネー

カードです。IC機能により、電

子マネー、出退勤管理や出欠席管

理等の各種サービスにご利用いた

だけます。

d.従業員のみなさまにc.資金管理の効率化に
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