商品・サービス

イオン銀行にはお客さまが求める
うれしいサービスがあります。
イオン銀行は、個人のお客さまのさまざまなニーズにお応えするリテールフルバンクとして、預金、投資信託、
個人年金保険、医療保険・がん保険に加え、住宅ローン・カードローンをお客さまにご提供しています。

電子マネー「WAON（ワオン）」
イオン銀行が発行するキャッシュカード
「イオンバ

お買物にご利用いただけます。チャージは、イオン銀

ンクカード」には、電子マネー WAON（ワオン）が搭

行ATM のほか、店舗に設置されているWAONチャー

載されており、キャッシュカードとしての役割に加え、

ジャー、WAON 加盟店のレジで行うことができます。

電子マネーとして全国約 24,000 のお店
（2008 年 6
月現在）でのお買物にご利用いただけます。

また、WAONご利用後の残高がご指定の残高未
満となる場合、あらかじめ設定した金額がお客さまの

WAONでのお買物には、
200円
（税込）
ごとに1WAON

普通預金口座から電子マネーに自動的にチャージさ

ポイントが貯まります。貯まったポイントは、
1WAON

れる
「オートチャージ機能」を付加することができま

ポイントを1円として WAO N にチャージ
（入金）
して

すので、毎日のお買物にとても便利です。

ATM で WAON のチャージができます。

コラム

イオンバンクカード

月3回、特別おトクなWAONでお買物
イオンの各店舗で毎月20日・30日の
「お客さま感謝デー」にイオンバンクカードのWAON でお買物い
ただくと、お買物代金が 5% 割引になります。また、毎月10日の
「WAONデー」にWAON でお買物い
ただくと、おトクな特典が受けられます。
※ 一部対象外商品、対象外店舗がございます。
※ WAON（ワオン）はイオン（株）が運営する電子マネーです。
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総合口座・預金

中心に選定し、国内外の株式、債券、REIT などを投

イオン銀行の総合口座では、普通預金、定期預金、

資対象とする13 本を取り扱っています。
イオン銀行では、原則月額 1,000 円から始められ

積 立式定期預金をご利用いただけます。定期預金
は、インストアブランチのほか、イオン銀行 ATM、
イン

る
「投信積立」もご利用いただけます。

ターネットバンキングで手軽にお預け入れいただけます。
イオン銀行の総合口座は印鑑でもサイン※でも口

»「みどりのふたば」取扱開始

座を開設いただけます。通帳は発行されませんが、イ

2008 年 4月より、イオン銀行独自の投資信託とし

オン銀行ダイレクト
（インターネットバンキング、モバ

て、
「イオン好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 :み

イルバンキング）
を使えばいつでもどこでも残高や入

どりのふたば）」
（運用会社 : 損保ジャパン・アセット

出金明細を確認できます。また、ATM にて無料で普

マネジメント株式会社）
のお取扱いを開始しました。

通預金口座のお取引き内容とお取引き後の残高を

本ファンドは、環境問題に積極的に取り組む日本

記載した残高履歴が発行されます。

の企業の株 式を主な投資対象とする ｢損保ジャパ

※サインでのお取引きには所定の条件があります。

ン・エコ好配当マザーファンド」および「損保ジャパン
高金利外国債券マザーファンド」の受益証券に概ね

投資信託

50% ずつ投資し、利息・配当収入および売買益等を

イオン銀行では、2007年11月より、インストアブ

原資として年 6 回安定的な分配を目指します。

ランチ各店において、投資信託のお取扱いを開始し

イオンは、循環型社会の構築に向けて環境問題に

ました。投資信託は、シンプルでわかりやすい商品を

積極的に取り組んでおり、本ファンドは、イオンの環
境問題への取り組みにも合致するイオン銀行らしい
ファンドです。

■取扱投資信託一覧

【2008年 7月1日現在】
名

称

委託会社

イオン好配当グリーン・バランス・オープン【愛称 : みどりのふたば】

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）
【愛称 : キュート】

三菱 UFJ 投信株式会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
【愛称 : 杏の実】

大和証券投資信託委託株式会社

フィデリティ・退職設計・ファンド
（1年決算型 / 隔月決算型）
【愛称 : 安心のチカラ】

フィデリティ投信株式会社

世界の財産 3分法ファンド（不動産・債券・株式）
毎月分配型【愛称 : 世界の財産 3分法ファンド】

日興アセットマネジメント株式会社

日経 225ノーロードオープン

DIAM アセットマネジメント株式会社

株ちょファンド日本 < 高配当株・割安株・成長株 >（毎月分配型）
【愛称 : カブチョファンド】

日興アセットマネジメント株式会社

ダイワ・バリュー株・オープン【愛称 : 底力】

大和証券投資信託委託株式会社

HSBC 新BRICs ファンド

HSBC 投信株式会社

ダイワ・グローバル 好配当株ファンド
（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・グローバル REIT・オープン
（毎月分配型）
【愛称 : 世界の街並み】

大和証券投資信託委託株式会社

AIG コモディティファンド【愛称 : ネイチャーメイド】

AIGインベストメンツ株式会社
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商品・サービス
保険
イオン銀行では、2007年10月の開業当初より、

内容を限定し、保険料を契約年齢に関わらず一律と

定額個人年金保険・変額個人年金保険および海外

しています。また、入院日数や通院日数に応じて給付

旅行保険のお取扱いを開始しております。さらに、銀

される給付金をなくし、診断時や手術時の一時金・

行による保険販売の全面解禁を受け、2008 年1月

給付金に特化しています。加入時の告知については、

より、第三分野保険商品である医療保険・がん保険

がんの罹患歴の有無や、過去 2 年以内の検診におけ

のお取扱いを開始しました。また、2008 年1月の住

る異常の有無など4 点に限定し、加入の可否がその

宅ローンの取扱開始にあわせて、住宅ローン専用火

場でわかる内容となっています。
さらに、セカンドオピニオンをアレンジするサービスを

災保険のお取扱いを開始しています。

付帯し、よりよい治療法を選択いただくことができます。

» イオン銀行の女性医療保険
「イオン銀行の女性医療保険」は、当行が AIU 保
険会社
（エイアイユーインシュアランスカンパニー）と
共同開発した独自の保険商品です。
この保険は、イオンのショッピングセンターにご来
店されるお客さま層である女性のニーズを最大限取
り入れた、
「わかりやすい」
コンセプトの医療保険です。
女性特有のガンや子宮筋腫、甲状腺障害に保障

【2008年 7月1日現在】
区

分

名

称

イオン銀行の定額年金
一時払定額個人年金保険

積立型定額個人年金保険

明治安田生命保険相互会社

シリウスハーモニー

アリコジャパン
（アメリカンライフインシュアランスカンパニー）

アフラックの個人年金

アフラック
（アメリカンファミリー生命保険会社）

オリオン

エイアイジー・スター生命保険株式会社

年金果実

明治安田生命保険相互会社

アダージオ V3

ハートフォード生命保険株式会社

アイエヌジースマートデザイン 123

アイエヌジー生命保険株式会社

グッドニュースⅡ

東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社

たのしみ VA プラス 積立プラン

住友生命保険相互会社

損害保険の個人年金保険（一時払型）

イオン銀行の損保年金（一時払型）

株式会社損害保険ジャパン

損害保険の個人年金保険（積立型）

イオン銀行の損保年金（積立型）

株式会社損害保険ジャパン

一時払変額個人年金保険

積立型変額個人年金保険

イオン銀行の女性医療保険
医療保険

がん保険
海外旅行保険

住宅ローン専用火災保険
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引受保険会社

AIU 保険会社
（エイアイユーインシュアランスカンパニー）

アフラックの医療保険「EVER セレクトプラン」

アフラック

アフラックの医療保険「やさしい EVER」

アフラック

アフラックのがん保険「がん保険フォルテ」

アフラック

イオン銀行の海外旅行保険

株式会社損害保険ジャパン

ハウスオーナーズ NEO

株式会社損害保険ジャパン

フルハウス

日本興亜損害保険株式会社

ローン

» カードローン

イオン銀行は、2007年12 月より、カードローン、

イオン銀行のカードローンは、
たくさんのお客さま

2008 年1月より住宅ローンのお取扱いをそれぞれ

にお申込みいただける
「カードローン」
と、
まとまったお

開始しました。

金が必要なときも安心な
「カードローン ユトリプラン」
の 2 種類です。

» 住宅ローン

「カードローン」は、お借入れの極度額が10 万円、

イオン銀行の住宅ローンは、
「 保証料」および「一

30 万円、50 万円となっており、ご本人さままたは配

部繰上返済手数料」を無料とするなど家計にやさし

偶者の方に安定かつ継続した収入の見込める方であ

い商品設計としたことが大きな特長です。保証料の

れば、お申込みいただくことができます。

お支払いが必要ないため、お借入れ時のコストを抑

また、
「カードローン ユトリプラン」は、お借入れの

えることができるとともに、一部繰上返済手数料の

極度額を100 万円、200 万円、300 万円から選ぶこ

お支払いも不要とすることで、お借入れ期間中は手

とができます。

数料を気にせず一部

イオン銀行ATM やイオン銀行ダイレクトなら365

繰上返済を行うこと

日いつでも無料でご利用いただける、
必要な時にもっ

ができます。

ておきたい便利なカードです。

イオン 銀 行 の 住
宅ローンでは、一般
的な団 体 信 用 生 命
保険付の住宅ローンだけでなく、
「8 疾病保障付住宅
ローン」をご選択いただくこともできます。この 8 疾
病保障付住宅ローンでは、
「ガン」
「脳卒中」
「急性心
筋梗塞」のいわゆる3 大疾病のほか「高血圧症」
「糖
尿病」
「慢性腎不全」
「肝硬変」
「慢性膵炎」の 5つ
の重度慢性疾患により、所定の支払事由に該当した
場合にローン残高相当額が保険金により支払われ、
ローン残高が 0 円となります。
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