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    コザしんポイントサービス利用規定

コザしんポイントサービスは、当金庫の各種取引の有無、取引内容を所定の方法により

ポイント化し、ポイントの合計数をもって、段階（以下、「ステージ」といいます）を設定

し、ステージに応じて手数料などの特典を提供するサービスで、次の要領で取扱います。

１．名称

このサービスは「コザしんポイントサービス」とします。

２．対象

このサービスの対象となる方は、預金口座を開設されている個人および個人事業主の

方に限ります。

３．サービスの開始

このサービスは、当金庫にてお客さま番号を開設した時から開始します。

（１） 特別な申込みは不要です。

（２） 当金庫とのお取引を開始した日をサービス開始日としますが、このサービスの

    特典については、サービス開始日の翌月 10 日より適用となります。

４．ステージとその条件

「プラチナステージ」、「ゴールドステージ」、「シルバーステージ」の 3段階とします。

（１）「プラチナステージ」は、「５．」に定める算出基準にあてはめたポイントが

100 ポイント以上であること。

（２）「ゴールドステージ」は、「５．」に定める算出基準にあてはめたポイントが

75 ポイントから 99ポイントであること。

（３）「シルバーステージ」は、「５．」に定める算出基準にあてはめたポイントが

50 ポイントから 74 ポイントであること。

  

  なお、「５．」に定める算出基準にあてはめたポイントが 50 ポイント未満の場合、

本サービスの特典は受けられません。

５．ポイントと算出基準

（１）各取引のポイントは「【別表１】ポイント算出基準」のとおりです。

（２）各取引項目の内容は、次の事項①～⑮のとおりです。
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① 年金振込

    公的年金（国民年金、厚生年金、共済年金）の振込実績がある場合に限ります。

    なお、支給停止や年金担保貸付を受けたことにより振込が中断した場合は、該当

いたしません。なお、複数年金をお受け取りの場合もカウントは１つに限ります。

  ② 給与振込

    通帳の摘要欄に「キユウヨ」または、「キユヨ」、「シヨウヨ」または「ボーナス」

と表示される場合に限ります。なお、複数「キユウヨ」「シヨウヨ」等をお受け取

りの場合もカウントは１つに限ります。

③ 軍用地料振込

    当金庫と軍用地等支払業務の契約を締結している各軍用地等地主会より「軍用地

料」として振込入金された場合に限ります。なお、複数の軍用地料の振込をお受

け取りの場合もカウントは１つに限ります。

④ 公共料金・その他自動支払い

イ.電話

国内電話に限ります。また、自動車電話、携帯電話、ＰＨＳなども含まれていま

すが、いずれの場合も通帳の摘要欄に「電話料金」と表示される場合に限ります。

集金代行会社などによる場合は、対象となりません。なお、複数お引落しの場合

もカウントは１つに限ります。

   ロ.電気

    夜間電力なども含まれますが、通帳の摘要欄に「電気」の表示のある場合に限り

ます。なお、複数お引落しの場合もカウントは１つに限ります。

   ハ.ガス

    都市ガス以外のガス料金も含まれますが、通帳の摘要欄に「ガス」の表示のある

場合に限ります。集金代行会社などによる場合は、対象となりません。なお、

複数お引落しの場合もカウントは１つに限ります。

   ニ.水道

    通帳の摘要欄に「水道」の表示がある場合に限られます。なお、複数お引き落と

しの場合もカウントは１つに限ります。

   ホ.ＮＨＫ

    通帳の摘要欄に「ＮＨＫ」の表示がある場合に限られます。なお、複数お引き落

としの場合もカウントは１つに限ります。

   ヘ.新聞

    通帳の摘要欄に「新聞代」の表示がある場合に限られます。

ト.国民健康保険料

  通帳の摘要欄に「健康保険」の表示がある場合に限られます。なお、

複数お引き落としの場合もカウントは１つに限ります。
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チ.後期高齢医療保険料

通帳の摘要欄に「高齢医療」の表示がある場合に限られます。なお、

複数お引き落としの場合もカウントは１つに限ります。

リ.介護保険料

    通帳の摘要欄に「介護保険」の表示がある場合に限られます。なお、

複数お引き落としの場合もカウントは１つに限ります。

ヌ.各種税金

各種税金の対象は、所得税・事業税・自動車税・消費税・固定資産税・市県民税

となります。なお、複数お引落しの場合もカウントは１つに限ります

  ⑤ 住宅ローン

    当金庫の住宅ローン残高のある方が対象となります。なお、複数のローンをご利

用の場合もカウントは１つに限ります。

⑥ 個人ローン

    当金庫の個人ローン残高のある方が対象となります。なお、複数のローンをご利

用の場合もカウントは１つに限ります。

  ⑦ 教育ローン

    当金庫の教育ローン残高のある方が対象となります。なお、複数のローンをご利

用の場合もカウントは１つに限ります。

⑧ カードローン契約者

    当金庫のカードローンを契約された方が対象となります。なお、複数のカードロ

ーンをご利用の場合もカウントは１つに限ります。

⑨ 定期性預金

    定期性預金には、定期預金（外貨定期預金は含まれません）の残高と、積立定期

預金および定期積金の掛込残高の合計が対象となります。

    なお、定期性預金の残高のない場合は、対象となりません。

⑩ インターネットバンキング

    当金庫のインターネットバンキングを契約された方が対象となります。

なお、複数の口座をご利用の場合もカウントは 1 つに限ります。

  ⑪ 定期積金   

    １口座で、掛込金額１万円以上の口座がある場合に限ります。（複数の口座の掛込

金額合計ではありません）なお、掛込金額１万円以上の口座を複数ご契約の場合

もカウントは１つに限ります。

⑫ 当金庫会員

    当金庫の出資金を保有する方が金庫会員です。
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⑬ 経友会会員

    コザしん経営者友の会に入会し、会費の引落し実績がある場合に限ります。

⑭ 貸金庫

    当金庫にて貸金庫をご契約されている方が対象となります。

⑮ しんきんカード

    しんきんＶＩＳＡカード、しんきんＪＣＢカードの支払いが対象になります。

通帳に引落とし実績（年会費の引落しも含みます）がある場合のみ対象となりま

す。なお、複数のしんきんカードのお引落としがある場合もカウントは１つに限

ります。

   

６．取引店とステージ

ステージは、このサービスにご加入となった取引店（以下、登録店といいます）に

おける加入者ご本人のみを対象として判断します。

他の本支店の取引やご家族名義の取引は合算されません。

なお、同一名義でも、お客さま番号が異なる場合は、合算されません。

７．ポイント、ステージの判定時期と特典の付与期間および確認

（１）判定時期

   ①ポイント付与の判定は毎月末日に行い（この月を「ステージ判定月」といいます）、

ステージ判定月の翌月 10 日にステージを見直します。

②年金振込、給与振込（賞与を含む）、軍用地料振込、公共料金の支払、税金支払い、

各種支払い、経友会会員、しんきんカードについては、取引の有無によりステー

ジを判定し、判定月を含む一定の期間（以下、「判定期間」といいます）ステージ

を適用します。

なお、これらの取引における判定期間は「【別表２】判定期間」のとおりとします。

③定期積金、定期性預金、住宅ローン、カードローン、個人ローン、教育ローン、

インターネットバンキング、当金庫会員、貸金庫、については、ステージ判定月

の月末時点での残高の有無、金額、取引の有無によりカウントします。

（２）特典の付与開始日

   判定後の新ステージに対する特典の付与は、ステージ判定月の翌月 10 日以降の

   取引に対して行います。

（３）確認方法

   カウントされたポイント数、判定されたステージは、窓口営業時間であれば、

いつでもお申し出いただいて確認することができます。
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８．ポイント、ステージの判定除外

ステージ判定月において、この規定により、このサービスの対象としない条件の１つ

[１３.（２）の１つ]にでも該当することになった場合は、すべてのポイント判定は行わ

れません。従って、いずれのステージの対象ともなりません。

９．特典の対象と取引店

（１）特典は、このサービスの登録店での取引に対して適用となります。ただし、現金

自動預け払い機（ＡＴＭ）の時間外手数料に対する特典は、当金庫本支店、また

は店舗外キャッシュサービスコーナーの当金庫のＡＴＭでの利用となります。

    なお、提携金融機関のＡＴＭご利用時の手数料は対象外です。

（２）ＡＴＭの時間外手数料に対する特典は、このサービスの登録店の同一のお客さま

番号に基づき複数発行された、いずれのキャッシュカードをご利用いただいた場

合も特典の対象になります。なお、お客さま番号が異なる場合は対象となりませ

ん。

（３）氏名、住所などに変更があったにもかかわらず、当金庫所定の変更手続が行われ

ていない場合は、特典が受けられない場合があります。

（４）お客さまの都合により当金庫からの連絡を不要とされている場合は、特典が受け

られない場合があります。

１０．特典内容

  ステージに対する特典は、「【別表３】特典内容」のとおりとします。

１１．特典の提供方法

   特典の提供方法は次のとおりです。

    ＡＴＭの時間外手数料に対する特典

    預金の払戻しまたは当座貸越により貸越金受取りのためにＡＴＭを利用する際の、

時間外手数料について、ステージ毎に定める割引後の手数料をお支払いいただき

ます。

１２．本支店間のポイントの引継

  （１）店舖の廃止、統合などの当金庫の都合で登録店を変更する場合は、変更後の登

録店へこのサービス内容、ポイント、ステージを原則引継ぎます。

  （２）お客さまのお申し出により登録店を変更される場合は、変更後の取引店へこの

サービス内容、ポイント、ステージを原則引継ぎます。

  （３）取引口座の名義を変更される場合も、１２．（２）に準じた取扱となります。
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１３．変更・停止・中止・終了

  （１）このサービスのポイントの対象となる取引、ポイント、ステージとその条件、

特典内容などは、当金庫の都合により事前の通知なく変更することがあります。

その場合、当金庫ホームページ等に掲示してお知らせします。

  （２）このサービスにご加入後、次の事項（①～⑥）に一つでも該当する場合は、

当金庫は事前の通知をすることなく、このサービスのご利用を解除できるもの

とします。

   ① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、

特別清算開始、もしくは特定調停の申し立てがある場合

    ② 手形交換所の取引停止処分を受けている場合

    ③ 預金その他当金庫に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の

命令、通知が発送されている場合（融資を受けている場合は、その融資の

保証人が当金庫に対して有する債権についても含まれます）

   ④ 住所変更の届出を怠るなどの理由により所在が不明となっている場合

   ⑤ 当金庫との取引約定に違反している場合

    ⑥ その他、債権保全を必要とする相当の事由が不明となっている場合

  （３）このサービスの登録店での全ての取引口座を解約された場合、当金庫は、この

サービスを解除できるものとします。

  （４）１３．（２）および（３）によってこのサービスが解除された場合でも、個人ロ

ーンの金利優遇に関する特典は、登録解除日以降最初に到来する弁済期まで適

用いたします。

  （５）相続の開始があった時、このサービスのご利用は当然に終了します。ただし、

このサービスにおける特典のうち個人カードローンの金利優遇は、相続手続の

完了または弁済期の到来のいずれか早い日まで継続します。

  （６）金融情勢の変化などにより、このサービスの全部または一部を変更・停止・

中止・終了することがあります。

１４．協議事項

この規定に定めのない事項があった場合、当金庫と協議のうえ、これを定めます。
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【別表１】ポイント算出基準

取引項目 基準点 取引項目 基準点

① 年金振込 70 ⑨ 定期性預金 40

② 給与振込 70 ⑩ インターネットバンキング 30

③ 軍用地振込 70 ⑪ 定期積金 20

④ 公共料金・その他自動支払い 各 5（最高 50） ⑫ 当金庫会員 50

⑤ 住宅ローン 40 ⑬ 経友会会員 10

⑥ 個人ローン 10 ⑭ 貸金庫 10

⑦ 教育ローン 10 ⑮ しんきんカード 10

⑧ カードローン契約者 10

  【別表２】判定期間

判定取引 判定期間

給与・電話・電気 判定月を含む過去 2ヶ月間

年金振込 判定月を含む過去 3ヶ月間

ガス・水道 判定月を含む過去 4ヶ月間

軍用地料振込・ＮＨＫ・しんきんカード・経友会会費・

国民健康保険料・後期高齢医療保険料・介護保険料・

所得税・事業税・自動車税・消費税・固定資産税・

市県民税

判定月を含む過去 13 ヶ月間

【別表３】特典内容

特典の対象 「プラチナステージ」 「ゴールドステージ」 「シルバーステージ」

当金庫ＡＴＭ時間外手数料 手数料全額無料 75％割引 50％割引

                             

                              （平成 30 年 11 月 1 日）


