
個人のお客さまへ お客さまのライフイベントに応じた最適な商品 ・ サービスをご提供いたします
進学・就職 結婚・出産・マイホームなど 退職・老後

お子さまのご誕生
かわいいお子さま、お孫さまのすこやかなご成長と
将来のために…

大切なご家族のために…

新生活のスタートを
応援します

ゆとりあるセカンドライフのお手伝いをします

普通預金・貯蓄預金・定期預金が１冊
の通帳にセットされています。お給料
などの受取口座や、各種料金の引落
口座としてご利用いただけます。

総合口座

インターネット・携帯電話で、ご自宅
やオフィスなどから手軽にお取引い
ただけます。

114ダイレクト

ゆとりある豊かなセカンドライフを楽し
むためには早めの準備が大切です。毎月
少しずつ積み立てできる商品もあります。

NISAとは…株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度で、毎年
上限100万円までの非課税枠を使った投資ができます。

個人年金保険 投資信託

将来のお子さまの教育資金を計画的に準備するとともに、万が一の時
にご家族の生活を守る保障を準備できます。

学資保険 収入保障保険

住宅ローンご相談予約サービス

マイホーム

老後に備えて今から資産形成を…

投資信託といっしょにＮＩＳＡ口座開設はいかがですか？

安心と笑顔あふれる夢のマイホーム実現へ

マイホームの取得やリフォーム、現在ご利用中の他行、他社住宅ローン
のお借換えなど、住宅取得に関する費用を幅広くご融資します。

当行ホームページまたは電話にて、ご希望の日時と店舗をご予
約いただけます。

114スピード住宅ローン「グッドチョイス」

『ゴールイン』
目標金額を設定し、３年間で確実に
積み立てます。
『プランナーズ』
将来の目的（車購入、住宅取得、教
育資金）に合わせて積み立て、一定
の条件を満たした場合、各種ローン
がおトクな金利でお借り入れいただ
けます。

つみたて定期預金

お金に宛名をつけて、万が
一の時に遺したい人へお
渡しすることができます。

一時払終身保険
お孫さま等へ教育資金を
最大1,500万円まで非課
税で贈与できます。

まなびの翼
遺言書の作成から保管、遺
言執行（財産名義変更）まで
トータルサポートします。

遺言信託

当行で公的年金をお受け取りいただいてい
るお客さまに、おトクな金利の定期預金です。

年金定期「ふれあい」

大切な退職金を当行でお受け取りいただいた
お客さまは、おトクな金利でお預けいただけます。

退職金専用定期預金
「114ワンダフルライフ」

114SalutCa
キャッシュカードとクレジットカードが１枚
になったカードです。電子マネーやカード
ローンをセットすることもできます。

夢の実現を
サポートします

各営業店で相談会を開催しています。これから年金をお
受け取りされるお客さまも、すでに年金をお受け取りの
お客さまも、年金のことなら何でもご相談いただけます。

年金に関するご相談は… 年金相談会

年金をお受け取りのお客さまには…

毎年お誕生日にプレゼントをお渡ししています。
お誕生日プレゼント

ご相談は
ローンプラザへ

ご相談のご予約もできます！

マイホーム購入、リフォームなどの住宅資金、
マイカー購入資金、結婚資金、教育資金など、
ローンのことなら、まずはご相談ください！

高松ローンプラザ・中讃ローンプラザ・岡山ローンプラザ・倉敷ローンプラザ

0120-114001
http://www.114bank.co.jp/mail/jyuutaku_loan_a.htm

ローンといえば114！

休日相談
OK！

24時間
ご利用可能！

万が一の病気、けがによる入院、通院、手術費用
等に備えます。

医療保険・がん保険契約金額内で何度
でもご利用いただ
けます。

114ニューカードローン

114スマートネクスト

お車の購入資金のほか、車検・修理費用など
マイカー関連資金にご利用いただけます。

114マイカーローン
入学資金や在学中の学資全般
に幅広くご利用いただけます。

114教育ローン
旅行費用や結婚費用など、お客さまの目
的にあわせて自由にご利用いただけます。

114フリーローン

※他の金融機関からのお借換えにもご利用いただけます。

ホームページ

フリーダイヤル

大切なご資産に
関するご相談は
お任せください！

2015年１月１日より
相続税法が改正され、
2015年１月１日より
相続税法が改正され、
課税される方が
増えています。
課税される方が
増えています。
あなたの相続対策はお済みですか？

相続について一緒に
考えてみませんか？
当行では相続に関わる
いろいろなお手伝いを
しています。

相続について一緒に
考えてみませんか？
当行では相続に関わる
いろいろなお手伝いを
しています。 次世代に向けた財産承継（相続）計画

をご提案します。
わずらわしい遺産相続手続きを専門
家が代行します。

遺言書作成のお手伝いから保管・管理、
遺言の執行まで一環してサポートします。

遺言書作成
のお手伝い

相続税対策
のお手伝い

遺産整理
のお手伝い

ご存知
ですか？
ご存知
ですか？

※詳しくは、お取引店の窓口にお気軽にお声かけください。
※当行は、お客さまからのご相談に基づき、お客さまのご希望に沿っ
た商品をご案内のうえ、必要に応じて業務提携している株式会社
朝日信託をご紹介します。

相続税法改正の概要
◆相続税の基礎控除額が縮小されました。
◆相続税の税率構造が見直されました。
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