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・ソーラーローン・カードローンなどをお客さまに
ご提供しています。

イオンカードセレクト
イオンカードセレクトは、イオン銀行総合口座の
キャッシュカード
「イオンバンクカード」
、電子マネー
「WAON」
、イオンクレジットサービス株式会社が提
供するクレジットカードである
「イオンカード」の機能
を1枚のカードでご利用いただけます。2010 年 6月
より、新たにカードローン機能を搭載し、より便利に
ご利用いただけるようになりました。
お買物はもちろん、給与のお受取りや、公共料金の
お支払いなどでもポイントが貯まり、毎日の暮らしに
おトクと便利が広がります。
さらに、イオンカードセレクトは、お客さまの生活
スタイルにあわせて、お支払い方法
（後払い、即時引
を選べます。
落とし※、前払い）
※ WAON オートチャージ機能を設定することにより、お買物の際に WAON
残高が設定金額未満となった場合に、口座から自動的に引き落として
チャージすることができ、即時にお支払いにご利用いただけます。

イオンカードセレクト

ト
イオンカードセレク
毎月20日・30日は「お客さま感謝デー」
・
・
・
・
・
・
・
・カードのご呈示またはご利用でお買物が5％OFF
毎月5のつく日（5日・15日・25日）は「お客さまわくわくデー」
・
・
・
・
・
・
・ときめきポイント/WAONポイント2倍プレゼント
口座振替またはクレジットカードで各種公共料金を決済いただくと、
・
・
・
・
・
・
・
・
・毎月（1件につき）5WAONポイント プレゼント
イオン銀行を給与振込口座にご指定いただくと、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・毎月10WAONポイント プレゼント
WAONのオートチャージご利用200円ごとに、
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・1WAONポイント プレゼント
※イオンカードセレクトの特典・詳細は、
パンフレットまたはホームページ
（イオン
銀行・イオンクレジットサービス）
をご参照ください。

総合口座・預金
イオン銀行の総合口座では、普通預金、定期預金、
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※でも開設
いただけます。イオン銀行ダイレクト
（インターネットバ
ンキング、モバイルバンキング）
を使えばいつでもどこ
でも残高や入出金明細を確認できます。また、ATMで
は無料で普通預金口座のお取引き内容とお取引き後
の残高を記載した残高履歴が発行できます。
※サインでのお取引きには所定の条件があります。

電子マネー WAON（ワオン）
クレジットカード一体型のイオンカードセレクトおよ
びイオン銀行総合口座のキャッシュカード
「イオンバン
クカード」には、電子マネー WAONが搭載されており、
電子マネーとして全国約 86,000箇所
（自販機、ドライ
バー端末約 39,000 箇所含む）でのお買物にご利用
いただけます。
（2010年5月現在）
WAON で の お 買 物 に は、200 円
（ 税 込 ）ごとに
1WAON ポイントが貯まります。貯まったポイントは、
100WAONポイントごとに100 円分のWAONとしてお
買物にご利用いただけます。また、チャージは、イオン
銀行ATMのほか、ショッピングセンター等に設置され
ているWAONチャージャー、WAON 加盟店のレジで行
うことができます。
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普
通預金口座から電子マネーに自動的にチャージされる
「オートチャージ機能」を付加することができますので、
毎日のお買物にとても便
利です。

WAON で
お買物すると
月 5 回もおトク！

ATM で WAON のチャージができます。

イオンの各店舗で毎月20日・30日の「お客さま感謝デー」
に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5日・15日・25日の「お客さまわくわ
くデー」にWAONでお買物いただくと、WAONポイントが
2 倍となります。
※ 一部対象外商品、
対象外店舗がございます。
※ WAON（ワオン）
はイオン株式会社が運営する電子マネーです。
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住宅ローン

■イオンの銀行ならではの「お得」情報（保証料、一
部繰上返済手数料および金利変更手数料が無料）

■イオンセレクトクラブ
イオン銀行の住宅ローンを契約されたお客さまを
対 象に
「AEON SELECT CLUB
（ イオンセレク
トクラブ）」を立ち上げ、2010 年 3月より受付を開始
しました。
所定の条件を充たしご入会されると、クラブ会員
専用のイオンゴールドカードセレクトが発行され、イ
オンのショッピングセンター等でのお買物が５年間
毎日５% OFF ※になります。
さらに、
「お客さま感謝デー」は従来の５% OFFか
らさらに５% OFFとなります。その他定期預金金利
優遇特典やイオングループ各社におけるさまざまな
特典を用意しており、イオン銀行ならではの新しい
サービスです。
※割引対象となる年間のお買物金額には上限がございます。

イオン銀行の住宅ローンは
「保証料」
「一部繰上
返済手数料」および「金利変更手数料」が無料です。
保証料のお支払いが必要ないため、お借入れ時の
コストを抑えることができます。また、一部繰上返済
手数料のお支払いも不要とすることで、お借入れ期
間中は手数料を気にせず一部繰上返済を行うことが
できます。
イオン銀行ならではの家計にやさしい商品設計と
したことが大きな特長です。

■ 8 疾病保障付
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
※
この 8
住宅ローンをご選択いただくことができます。
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。
※当行における一般的な団体信用生命保険付住宅ローンをご利用いただ
く場合に比べてお借入れ利率が 0.3％ 高くなります。

■インターネットによる住宅ローン事前審査
インストアブランチのない地域のお客さまも住宅
ローンがご利用いただけます。イオン銀行ホームペー
ジから住宅ローンの事前審査のお申込みが、365日
24 時間いつでも可能です。またホームページでは、
お気軽に
「返済額シミュレーション」で住宅ローン返
済額が試算できますので、是非ご利用ください。

イオンセレクトクラブ入会までの流れ
イオン銀行
住宅ローン
借入申込

住宅ローン
審査

イオン銀行
口座開設

住宅ローンご契約
クラブ入会申込
住宅ローン
融資実行

クレジットカード
審査

イオンセレクトクラブ
入会
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商品・サービス
カードローン

教育ローン

■ご 利用にあわせて２種類から選択

■お客さまの教育資金をしっかりサポート

イオン銀行のカードローンは「カードローン」と
「カードローンユトリプラン」の２種類です。
「カード
ローン」はパートやアルバイト、主婦の方もお申込み
いただけます。お借入れの極度額が10 万円、30 万
円、50 万円となっており、ご本人さまや配偶者の方
に安定かつ継続した収入が見込めれば、お申込みい
ただくことができます。また、まとまったお金が必要
なときも安心な
「カードローンユトリプラン」は、お借
入れの極度額を最大 500 万円
（100 万円単位）から
ご選択いただけます。
イオン銀行の ATM なら365日いつでも手数料無
料でご利用いただける便利なカードです。

イオン銀行の教育ローンは、入学金、授業料、教材
費など、さまざまな教育資金にご利用いただけます。
本ローンのお借入れ金額は 30 万円以上 500 万円
以内、お借入れ期間は1年以上10 年以内となってお
ります。ご返済は毎月元利均等返済に加え6ヵ月ご
との増額返済の併用や、卒業まで
（最長 6 年）の元金
返済の措置も可能です。お客さまのプランに合わせ
たゆとりのあるご返済方法をお選びいただけます。

ソーラーローン
■エコで電気代削減
イオン銀行ソーラーローンは、住宅用太陽光発電
システムの購入および設備工事等に伴う費用に加
え、同時に実施するオール電化工事、外壁・屋根改
修、水周りなどのリフォーム工事に関わる資金にご
利用いただけます。
本ローンのお借入れ金額は 20 万円以上1,000 万
円以内、お借入れ期間は６ヵ月以上15 年以内となっ
ており、返済方法は毎月元利均等返済に加え６ヵ月
ごとの増額返済も併用できますので、まとまったご資
金ニーズに対してもゆとりのあるご返済プランをお選
びいただくことが可能です。住宅用太陽光発電シス
テムの導入をお考えの方にイオン銀行がお手伝いし
ます。

イオンメンバーズローン（フリーローン）
カードローンユトリプラン

■「イオンカードセレクト」でも
2010 年 6月より
「イオンカードセレクト」に新たに
カードローン機能が搭載されました。
「イオンカード
セレクト」はキャッシュカード、クレジットカード、電
子マネー、カードローン機能を組み合わせた一体型
カードとなり、今まで以上に便利にご利用いただけま
す。
また
「イオンバンクカード」でもご利用いただけま
す。
■インターネットでの「カードローン」お申込み受付
既にイオン銀行の総合口座をお持ちの方は、イン
ターネットから
「カードローン」
「カードローンユトリ
プラン」のお申込みがスピーディーに行えます。24 時
間 365日受付可能になり、ますます便利になりまし
た。
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■資金使途自由
イオンメンバーズローンは、資金使途が自由です。
お借入れ金額は 30 万円以上 200 万円以内、お借入
れ期間は1年以上７年以内となっています。返済日は
10 日・20 日・30 日から選べるので便利です。あなた
の「ほしい」
「したい」をバックアップします。
※事業性資金を除きます。

投資信託

「イオン銀行ダイレクト」の投資信託取引では、投資

イオン銀行では、インストアブランチおよび「イオ
ン銀行ダイレクト」のインターネットバンキングにお
いて、投資信託を取り扱っております。投資信託は、
シンプルでわかりやすい商品を中心に選定し、国内
外の株式、債券、REIT などを投資対象とする 35 本
をお取扱いしています。

信託の購入および残高やお取引明細の照会などが、お
客さまのご都合に合わせていつでもお気軽にご利用い
ただけます。また、当行ホームページでは投資信託に関
する情報、各運用会社の運用レポートを随時掲載してい
ます。

■独自投資信託「みどりのふたば」

■月額 1,000 円から始められる「投信自動積立」
イオン銀行では原則月額 1,000 円から
「投信自動
積立」をご利用いただけます。積立期間を特に指定
せず、お客さまの都合にあわせて続けることができま
す。月々の積立購入なら買い時のタイミングで悩む
必要もなく、初めての方でもお気軽に始められます。

■「イオン銀行ダイレクト」で投資信託

「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】
」運用会社：損保ジャパン・アセット
マネジメント株式会社）は、イオン銀行独自の投資信
託です。
このファンドは、環境問題に積極的に取り組む日
本の企業の株式を主な投資対象としており、イオン
グループ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。

イオン銀行の投資信託は
「イオン銀行ダイレクト」の
インターネットバンキングでもお取引きが可能で、イン
ターネット専用ファンドは20 本お取扱いしています。
（2010年６月現在）

■取扱投資信託一覧

【2010年６月30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

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

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型 / 1年決算型）

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

＊
ニッセイ高金利国債券ファンド
〔愛称：スリーポイント〕

ニッセイアセットマネジメント株式会社

GS エマージング通貨債券ファンド

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

＊
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド
（毎月分配型）

三菱 UFJ 投信株式会社

LM・ブラジル国債ファンド
（毎月分配型）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド（毎月分配型）
〔円コース、
豪ドルコース、
ニュージーラン
＊
ドドルコース、
ブラジルレアルコース、
南アフリカランドコース、
トルコリラコース、
中国元コース〕

大和住銀投信投資顧問株式会社

＊
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

大和住銀投信投資顧問株式会社

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

ジャパン・ソブリン・オープン

国際投信投資顧問株式会社

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

HSBC チャイナオープン＊

HSBC 投信株式会社

PCA インド株式オープン＊

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

HSBC ブラジルオープン＊

HSBC 投信株式会社

HSBC ロシアオープン＊

HSBC 投信株式会社

PCA インドネシア株式オープン＊

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

＊
アジア・オセアニア好配当成長株オープン
（毎月分配型）

岡三アセットマネジメント株式会社

STAM 新興国株式インデックス・オープン＊

住信アセットマネジメント株式会社

STAM グローバル株式インデックス・オープン＊

住信アセットマネジメント株式会社

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

＊
パインブリッジ・コモディティファンド【愛称 : ネイチャーメイド】

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

＊
ダイワ J-REIT オープン
（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

＊インターネット専用ファンド
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商品・サービス
保険

イオン銀行ダイレクト

■一人ひとりに合わせた保険商品

■パソコンや携帯電話でいつでも

イオン銀行では、定額個人年金保険・変額個人年

お手元のパソコンや携帯電話で 24 時間 365日※

金保険、第三分野保険商品である医療保険・がん保

いつでも
「イオン銀行ダイレクト」で、残高や入出金明

険、海外旅行保険、住宅ローン専用火災保険および

細の照会・振込・投資信託取引・各種変更などのサー

学資保険をお取扱いしております。お客さまに身近な

ビスがお客さまのご都合に合わせて気軽にご利用で

銀行として、お客さまの立場に立った保険を紹介して

きます。少しの空き時間でもお振込みできるのでお忙

おります。

しい方にもぴったりです。
※ただし、毎週月曜日 2：00 ～ 7：00 はシステムメンテナンスのためご利
用いただけません。その他不定期なシステムメンテンナンス時もご利用
いただけません。

■キャンペーンなどさまざまな情報を
イオン銀行のキャンペーン、商品・サービスなどさま
ざまな情報をご提供しております。また、インストアブ
ランチのない地域のお客さまにもご利用いただける
よう、住宅ローン事前審査やカードローンのお申込み
受付も開始しております。今後もより便利にご利用い
ただけるよう努めてまいります。
■取扱保険商品一覧
保険種類
海外旅行保険
学 資 保 険

医

療

保

【2010年６月30日現在】
商品名

険

損 害 保 険 の
個人年金保険
定額年金保険

変額年金保険
住宅ローン専用
火 災 保 険

イオン銀行の海外旅行保険
アフラックの夢みるこどもの学資保険
がん保険ｆ
（フォルテ）
新 EVER
新やさしい EVER
フェミニーヌ neo
健康のお守り
イオン銀行の損保年金（一時払型）
イオン銀行の損保年金（一時払型）
ワイド
イオン銀行の損保年金（積立型）
マイドリームプラス
アドバンテージセレクト
アフラックの個人年金
グランドデザイン
年金果実 NEO
グッドニュースⅢ
たのしみＶＡプラス
ほ～むジャパン
すまいの総合保険フルハウス

引受保険会社
株式会社損害保険ジャパン
アメリカンファミリー生命保険会社
アメリカンファミリー生命保険会社
アメリカンファミリー生命保険会社
アメリカンファミリー生命保険会社
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
株式会社損害保険ジャパン
株式会社損害保険ジャパン
株式会社損害保険ジャパン
日本生命保険相互会社
ジブラルタ生命保険株式会社
アメリカンファミリー生命保険会社
ジブラルタ生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
住友生命保険相互会社
株式会社損害保険ジャパン
日本興亜損保株式会社

外貨宅配

「外貨宅配」は、ご希望の外貨をご自宅や勤務先まで、最短で申込日の翌日午後までに、代金引換にてお届けするサービスです。
海外旅行や海外出張の出発前に、両替に時間をかけずに外貨を準備しておきたい方や、空港の両替所に並ぶ時間を節約したい
方などに便利にご利用いただけます。
※本サービスは、株式会社三井住友銀行が提供する外貨両替サービスです。

金融商品仲介

イオン銀行は、インターネットにてSMBCフレンド証券株式会社、カブドットコム証券株式会社およびみずほインベスターズ証
券株式会社の金融商品仲介業者として、株式など金融商品取引業者で取り扱っている商品（取引）のご注文をお預かりして、証
券会社に取り次ぐサービスを提供しています。
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