
マイカーローン

カードローン

住宅ローン

9:00～17:00土・日

9:00～19:00月～金

●休業日=月～金の祝日（振替休日含む）、
　5月3日～5日、12月31日～1月3日 
※1月4日、5日が土・日曜日の場合は
　休業日となります。

ろうきんローンプラザ

ろうきんローンプラザは毎週土曜・日曜も
  ローン相談ができます。

新潟西（新潟西支店内）
東新潟（東新潟支店内）
新発田（新発田支店内）
長　岡（長岡支店内）
上　越（高田支店内）

本 店
新潟西支店
東新潟支店
山の下支店
新潟南支店
新 津 支 店
巻 支 店
佐 渡 支 店
村 上 支 店

025（228）1230
025（260）8866
025（241）1331
025（273）6181
025（285）5311
0250（23）0115
0256（72）4161
0259（57）3321
0254（52）1251

柏 崎 支 店
小千谷支店
六日町支店
十日町支店
高 田 支 店
直江津支店
新 井 支 店
糸魚川支店

0257（22）6155
0258（83）4555
025（773）2112
025（757）8300
025（523）5454
025（543）4584
0255（73）7111
025（552）7107

中 条 支 店
新発田支店
五 泉 支 店
津川出張所
燕 支 店
三 条 支 店
加 茂 支 店
長 岡 支 店
長岡北支店

0254（44）8700
0254（22）3007
0250（42）1113
0254（92）5151
0256（64）3161
0256（34）3621
0256（53）2371
0258（33）6318
0258（34）5010

お問い合わせ・ご相談は最寄りの〈ろうきん〉へ

平日は夜7時まで

ろうきんコープローンろうきんコープローン
「コープにいがた」をご利用いただいている方、またその方と同一生計のご家族は、

新潟ろうきんのローンをお申込みいただけます。

新潟ろうきん生協ご利用者様専用フリーダイヤル

0120-366-696
● 平日9：00～17：00

安心・充実

何でもお気軽にご相談ください。

Rokin

Co-op

私たちがお待ちしております。

期待に応える便利なローンが勢揃い

車の購入はもちろん、免許取得、
除雪機、バイク、カーポートにも使える。

カーローンの借換えもOK。
教育資金だけでなく、仕送りや
資格取得にも。お借り入れ方法も

選択できます！

ご利用限度額に関わらず低金利。
いつでも、どこでも使える

カードローン。

ショッピングや旅行、
電化製品購入など

「予算が少し足りないとき」に。

最長40年で借り入れ可能。
夫婦連生団信で安心プラス。 リフォームのほか、

住宅ローンの借換え、新築、土地購入、
中古住宅購入にも使える。

20年最
長

1,000万円最
高

3大疾病団信付の
場合は最高6,000万円

全期間固定金利型の
場合は最長35年40年最

長

1億円最
高

10年最
長

1,000万円最
高

25年最
長

2,000万円最
高

300万円ご利用
限度額

10年最
長

1,000万円最
高

︿
ろ
う
き
ん
﹀で

安
心
ね
！

※詳しくは新潟ろうきんホームページをご確認いただくか、または、お近くの〈ろうきん〉窓口までお問い合わせください。

教育ローン

フリーローン

住宅ローン
無担保

新規借入れも！
借換えも！

スマートフォン
パソコン

簡単にローンの仮申込ができます。

から

審査結果の
ご連絡

ご融資

▶ ▶ ▶
本申込

￥

新潟ろうきん
ホームページへ

アクセスし、仮申込。

!

〈お手続きの流れ〉

本申込ではありませんので、お気軽にご利用ください。

〈対象商品〉
●不動産担保住宅ローン ●無担保住宅ローン ●マイカーローン
●教育ローン ●フリーローン ●カードローン（マイプラン） 

はじめまして！

0120-366-696
【平日9：00～17：00】

中面・裏面も
ご覧ください。

〈ろうきん〉は 生 協さんと同じ
助け合いのキモチから生まれた
あなたが使える金 融 機 関です。

〈ろうきん〉は、コープにいがたと同じ協同組織の仲間です。

ご存知

でしたか
？

（新潟ろうきん）

役立つ情報いっぱい

家計のミカタ

ろうきん=



生活のミカタ

　このたびコープにいがたと〈ろうきん〉さ
んとで協力して、暮らしに役立つさまざま
な取り組みをしていくことになりましたが、
まずは本誌をご覧になる皆さんに、〈ろう
きん〉さんについてお聞かせください。
 〈ろうきん〉は、昭和27年、銀行から融資
を受けることが難しかった時代に、はたら
く仲間がお互いを助け合うために資金を
出し合ってつくった協同組織です。労働金

庫法という法律によって設立された〈ろう
きん〉は、営利を目的としない福祉金融機
関として、はたらく人とそのご家族の暮ら
しの向上を目指し、商品やサービスを提
供してきました。消費者一人ひとりがお金
（出資金）を出し合い、協同で運営・利用
しているコープにいがたさんと理念で共
通する部分が多いですね。常に皆さんの
声を反映させるべく取り組んでいますか

ら、〈ろうきん〉のことをもっと皆さんに知っ
ていただくことでさらに豊かな生活のお
役に立てると思います。

 “生活の味方”としてのあり方。そしてお金
はすべて出資した人の暮らしと願いのた
めに還元されている点はまさにコープと同
じです。さらに、家計を預かる立場として
は、特に女性の目線で、暮らしに対しての
商品やサービスを考えてもらいたいと思
いますね。
　全国には13の〈ろうきん〉があります
が、当支店をはじめ、新潟ろうきんはその
中でも女性職員が多く、管理職の比率も

【コープにいがたさんの感想】
これまでは一部の人しか使えないというイメージがあ
りましたが、普通の銀行と変わらない！というのが新潟
西支店に入ったときの第一印象でした。〈ろうきん〉さ
んは預金・為替・融資の取り扱いはもちろん、公共料
金の支払いや納税等もできるんですね。

ろうきんとコープにいがたは、一緒に皆様のための商品やサービスを提供していきたい

これからも、より良い商品やサービスを通して、
　　一緒に盛り上げていきましょう！！

〈ろうきん〉もコープにいがたと同じ
相互扶助の協同組織なんですね。

ろうきん
2016

～はたらく仲間のためにできること～

好評
実施中！

2016年12月31日（土）まで期 間

〈ろうきん〉では笑顔プロジェクトを通して地域や
未来を担う子供たちの安心・安全な環境づくりにも貢献しています。

12,362件
3,708,600円

教育・環境・障がい者支援分野 26団体

2015年の「ろうきん笑顔プロジェクト」では予想を超える金額を寄付として、
届けることができました。今後も〈ろうきん〉では笑顔を広げる活動を行って参ります。

寄付
総額

寄付
件数

〈ろうきん〉笑顔プロジェクト2015

環境分野環境分野教育分野教育分野

障がい者支援分野障がい者支援分野

4,779件 1,433,700円
10団体 8団体

8団体

3,778件 1,133,400円

3,805件 1,141,500円

「ありがとう！」が
いっぱいです。

中学生向けDVD

暮らしに役立つ最新情報や
各種セミナー、地域交流イベントや
貢献活動を実施しています。

ローンと、預金・その他サービスの
ご利用１件につき〈ろうきん〉が
拠出して寄付を行います。

中学生を対象にしたオリジナルＤＶＤを県下全中学校等へ無償配付いたします。

ＡＣＴ.１
情報提供

ＡＣＴ.2
寄付活動

ＡＣＴ.3
啓発活動 ●中学校教職員からの現場の声や、インターネットの専門家のアドバイスのもと制作。

●実例に沿った身近な内容で、生徒、学校関係者はもちろん、保護者の方も必見の内容。
●「危険だから使わせない」ではなく「安全な使い方」を考える内容。
●新潟ロケ＆ご当地アイドル「ＲＹＵＴist」出演によるオリジナルストーリー。

「考えてみよう  SNS やスマホとの付き合い方」

【実績】

暮らしに寄り添った「情報提供」と「交流活動」で
はたらく仲間と地域に貢献します。

【コープにいがたさんの感想】
支店内にはキッズスペースも設けるなど、気軽に来店、
相談できるような配慮には女性ならではの目線が活か
されていますね。女性職員が多いのも安心ですね。

ふるさと

高いんです。これは、お客様目線での提案
ができる環境でもあると思っています。同
じ女性の立場から「あ～したい」「こうした
い」という女性の声をちゃんと聞き、要望
されるカタチにできます。きめ細やかさや
女性独自の視点は大切ですし、実際に
パート勤務の方の声を反映させた商品を
つくるなど、好評をいただいています。

　〈ろうきん〉さんというと、はたらく人や
〈ろうきん〉会員しか利用できないというイ
メージがあるんですが、わたしたちコープ
の組合員も〈ろうきん〉さんの商品やサー
ビスが利用できるんですか？
　意外と知らない方も多いんですが、〈ろ
うきん〉は、どなたでも使うことができるん
です。多彩な商品やサービスをライフプラ
ンに合わせてご活用いただけます。〈ろう
きん〉では、ATM手数料0円や、コンビニ
ATM24時間利用、通帳・キャッシュカー
ドの再発行手数料無料など、預金してい
ただいている方へのサービス拡充に力を
入れています。これもお客様からお預かり
している大切なお金はすべてお客様のた
めに！という福祉金融機関〈ろうきん〉なら
ではの取り組みです。この機会にコープに
いがたの組合員の皆さんにも〈ろうきん〉
の商品やサービスを他と比較していただ
き、ぜひその魅力をお確かめください。

　コープにいがたも同様ですが、今、生活
者だけでなく社会貢献、地域貢献という

ことは大切な要素になっていますよね。

〈ろうきん〉さんではどのような取り組みを
されていますか？
　〈ろうきん〉では本誌でもご紹介させて
いただいておりますが昨年より取り組んで
いる「笑顔プロジェクト」を柱に、さまざま
な社会・地域貢献を行っています。特に今
年は〈ろうきん〉利用者による寄付だけで
なく、地域との交流や、未来を託す子供た
ちのために社会問題化しているスマート
フォンに対する安心利用の啓発DVDを新
潟県下の全中学校に無償で配付するな
ど、積極的に取り組んでいます。NPO法

人さんへの助成
など、本当に必要
な方々へ、カタチ
としてお届けでき
ればと思っていま
す。コープにいが
たさんを利用さ

れている皆さんにもご理解いただき、ご協
力いただければうれしいですね。〈ろうき
ん〉を通じて行う一人ひとりの協力が、よ
り大きな貢献活動になっていくんです。

　これからコープにいがたと〈ろうきん〉さ
んは互いの特長を発揮しながら、協力し
合い、さらに頼れる存在となるよう共に活
動していくわけですね。
　〈ろうきん〉ではコープにいがたさんと一
緒に〈ろうきん〉のコンセプトでもある「生
涯伴侶宣言」をもとに、より身近で頼れる
パートナーとなれればと思います。第一弾
として、コープにいがたご利用の皆さんの
ための「コープローン」をスタートとして、
どんどんより多くの要望や夢を叶えるべく
活動していく予定です。ご理解とご協力を
よろしくお願いします。本日はありがとうご
ざいました。

「〈ろうきん〉さんは、安心
できる金融機関だと実
感できました。気軽に誰
でも利用できる点はコー
プと一緒ですよね。」

「コープローンをはじめ、
〈ろうきん〉さんとの提携
はコープの組合員にとっ
ても大きな魅力になると
思います。」

すべては豊かな毎日のために…思いを同じにするコープにいがたさんと〈ろうきん〉。
皆さんにもっともっと知っていただくために、ろうきん新潟西支店にて、コープにいがた理事のお二人と座談会をさせていただきました。
コープにいがたさんの理事としてだけではなく、ひとりの生活者目線、そして同じ女性という立場からも共感をいただきました。

DVDに関するお問い合わせはお近くの〈ろうきん〉またはフリーダイヤルへ。

ろうきん新潟西支店
支店長  藤崎 美智子

コープにいがた
理事  飯島 美智子さん

コープにいがた
理事  新井 美智子さん

ろうきん=

0120-366-696（平日9：００～17：00）新潟ろうきん

コ
ープ

にい
がた
×新潟

ろうきん◆コラボレート記念企画
◆

スマイル
座談会

えっ！これって偶然！？

美智子さん３人による


