
MUSASHINO BANK

就職

皆さまの一生涯の良きパートナーとして皆さまの一生涯の良きパートナーとして
お客さまの生涯にわたるパートナーとして、
ライフステージに合わせた幅広い商品・サービスをご用意しております。

皆さまの一生涯の良きパートナーとして

●総合口座、キャッシュカード、クレジットカード
●給与振込、自動振替サービス
●インターネット専用口座、インターネットバンキング
●新卒予定者応援ローン

社会人デビューを応援

結婚・出産

●定期預金
●保険（医療保険、がん保険、終身保険、学資保険、
収入保障保険等）

新生活スタート！
ご家族の安心をサポート

住宅購入
夢のマイホームを応援

子ども進学
教育資金のご準備に

イメージキャラクター「ドリームテイルクーベ
ア」や、「大宮アルディージャ」「埼玉西武ライ
オンズ」など、豊富なデザインの通帳・キャッ
シュカードをご用意しています。

来店不要！書類郵送不要！運転免許証を撮影して
必要事項を入力・送信することで口座開設できます。

簡単・便利! スマートフォンアプリ
「むさしの口座開設アプリ」

●通帳を発行しないため、紛失の心配がなく、
紙の削減にもつながる環境にやさしい口
座です。
●ATMのご利用手数料がお得となるほか、
定期預金の金利もアップ（初回満期日まで）！
●個人のお客さま専用のサービスです。

環境にやさしい
Web Note
（インターネット専用口座） 「ほけんプラザ・さいたま新都心」

●住宅ご購入時をはじめ、ライフイベントに応じたマネープラ
ンや家計の見直しなどのご相談も承っております。
●複数の保険会社の商品を取扱っておりますので、お客さま
のライフプランに応じた商品をお選びいただけます。
●女性スタッフも在籍しております。女性特有のお悩み、ご心
配事もお任せください。女性スタッフをご希望の場合は、お
気軽にお申しつけください。
●お子さま連れに安心な「キッズスペース」をご用意してい
ます。

武蔵浦和大宮

南越谷 久喜熊谷東

大宮西口 朝霞 川越

所沢

以下のすべてに該当する「個人」のお客さま
（1）当行営業エリアに居住または勤務先（通学先）のある18歳

以上80歳未満の方
（2）スマートフォン・日本国内発行の有効な運転免許証をお持

ちの方
（3）運転免許証に記載のご住所にお住まいの方

ご利用いただけるお客さま

詳しい商品の概要につきましては最寄りの営業店にお問い合わせいただくか、当行ホームページでご確認ください。

ガン保障付住宅ローン

子育て世代の皆さまに 
「産休・育休特例」を付加した住宅ローン

●産休・育休期間中でもお借入れいただける住宅ローンです。
●住宅ローンお借入期間中に、ご本人さま、または配偶者さまが
産休・育休を取得される場合、お子さま一人あたり最長2年
間、元金のご返済を据置きすることができます。

ガンと診断された場合は残高が0円となる住宅ローンです。
お借入時の年齢が40歳未満の場合は団体信用生命保険料が
無料となります。

大宮住宅ローンセンター、武蔵浦和住宅ローンセンターは日曜
日、祝日も営業しております。

●お子さまが医学部・歯学部・
薬学部等に進学され、高額な
教育資金を必要とされる方の
ニーズにお応えします。
●海外留学に係る資金としても
ご利用可能です。
●1,000万円超3,000万円以内
までお取扱いしております（年
収の1.5倍まで）。

医学部などへの進学も安心！ 
プレミアム教育ローン

豊富なデザインの
通帳・キャッシュカード

●4月に就職が内定している新卒者の方に。
●卒業旅行や免許取得費用など、お使いみちは原則自由。
※毎年10月～3月までのお取扱いです。

就職内定おめでとう
新卒予定者応援ローンROOKIE

土曜日もご利用いただけます
住宅ローンセンター

営業時間 9：00～17：00

（40歳以上の方は年0.2％金利を上乗せすることでご利用できます）

住　　所：さいたま市大宮区吉敷町4-261-1 キャピタルビル2階
 （さいたま新都心パーソナルプラザ内）
T E L：0120-07-6340
営 業 日：平日、土日祝日（12/31～1/3・5/3～5/5は除きます）
営業時間：9：00～17：00（事前予約可能）

武蔵野銀行
さいたま新都心
パーソナルプラザ
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明治安田生命

NTT

さいたま
スーパーアリーナ

医療 介護学資
こども がん生命 年金

●住宅ローン　　●リフォームローン ●教育ローン　　●留学ローン

海外旅行・車購入
まとまったお金が
必要な時に

●お使いみちが明確な幅広い資金にご利用いただけます。
●ご融資額は1,000万円まで、期間はゆとりの10年間。
●お借入中の目的型ローン（ブライダルローン等）のお借換え
も可能です。

むさしの多目的ローン

マイカーローン、フリーローンなどの
無担保ローンをご用意しています。

土・日・祝
営 業

ご相談は
無 料

複数社から
ご 提 案

旅行 結婚

治療引越し
5月3日～5月5日及び12月31日～1月3日は
休業させていただきます。（ ）

通常 0.2%の金利上乗せが、
住宅ローンお借入時年齢満40歳未満なら

お借入期間中ずっと 金利上乗なし！
ガンと診断で
住宅ローン
残高0円！

治った後も
住宅ローンは
0円のまま！！
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30歳未満のお孫さま等がいらっしゃる
方へ、教育資金の一括贈与に係る贈与
税の非課税措置に対応する専用口座
です。

お孫さまのために
むさしの教育資金専用口座
「君の未来へ」

当行で公的年金をお受取りの方向けの定期預金で、預入金額
1,000万円まで、定期預金金利の上乗せをいたします。

むさしの
「年金定期とっておき１０００」

専門家がお応えします ～弁護士・税理士による無料相談～

お客さまの円滑な相続・資産承継を実現する最適なご提案を
行っています。

ご相続でお受け取りになられたご資産を、特別金利で運用する
定期預金プランです。

円滑な相続・資産承継に向けて
遺言信託・遺産整理業務

20歳以上50歳未満のお子さまや、
お孫さま等がいらっしゃる方へ、結婚・
子育て資金の一括贈与に係る贈与税
の非課税措置に対する専用口座です。

お子さまやお孫さまの将来のために
むさしの結婚・子育て専用口座
「君のしあわせ」

・THEO+武蔵野銀行は、株式会社お金のデ
ザインが提供するロボアドバイザーTHEO
と当行とのコラボレーションブランドです。

皆さまの一生涯の良きパートナーとして

資産形成

●投資信託、投信積立サービス　●外貨預金
●公共債 ●財形預金 ●積立式定期預金
●金融商品仲介業務 ●個人型確定拠出年金（iDeCo）

将来に備え、中長期的な
資産形成をサポート

退職

●退職金専用運用定期預金
●保険（一時払終身保険、 一時払個人年金保険）
●年金振込、年金定期預金
●リバースモーゲージ

豊かな第二の人生を応援

少額投資非課税制度を活用した資産形成 
「NISA」「つみたてNISA」
「ジュニアNISA」

当行で取扱う全ての株式投資信託がNISA口座で購入いただ
けるほか、つみたてNISA専用のファンド等をご用意してい
ます。　　　　　　　  詳しくは最寄りの店舗にお問い合わせください。

「むさしの投信積立サービス」は、お客さまが指定された投資
信託を毎月5,000円から一定金額で自動的に購入いただける
サービスです。

月々5,000円からはじめる資産形成
むさしの投信積立サービス

弁護士・税理士による無料相談を実施しています。

弁護士相談

●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和

税理士相談
また、保険契約の見直しやライフプランニ
ングなどのご相談をテレビ電話で承る「遠
隔相談システム」も順次設置しています。

●ユア・ラウンジ浦和　●所沢・所沢駅前支店
●寄居支店

遠隔相談システム設置店

くわしくは開催店にお問い合わせください。事前予約制

（ご相談1回あたり60分程度）

●さいたま新都心パーソナルプラザ
【テレビ電話でのご相談】
●ユア・ラウンジ浦和 ●所沢・所沢駅前支店
●板橋支店 ●武蔵浦和支店

開催店 開催店

千葉銀行グループの「ちばぎん証券株式会社」と連携し、お客
さま一人ひとりのライフプランに合った多彩な商品をご用意し
ています。

中長期的な資産形成をサポート
「金融商品仲介業務」

●国内上場株式 ●国内外債券 ●投資信託 ●仕組債
●ETF(上場投資信託) ●REIT（不動産投資信託）

●インターネットバンキング「むさしのダイレクト」で投資信託
をお申込みいただいた場合、窓口でのお申込みに比べてお
申込手数料30%を割引いたします。
●インターネット専用のノーロード（購入手数料無料）のファン
ドも多数ラインナップしています。
●「取引報告書」や「収益分配金のご案内」など、郵送でお届け
している書類を、「むさしのダイレクト」の画面にて電子ファ
イルでご覧いただけます。

インターネットで投資信託

スマートフォンで手軽にはじめる投資
「THEO+（テオプラス）武蔵野銀行」

自分に合った最適なポートフォリオで1万円
から分散投資ができる資産運用商品です。

相続・資産承継
●遺言信託、遺産整理業務　●教育資金専用口座　●相続定期預金ご家族のためにご家族のために

遺言信託

遺言作成から保管、相続発生後の
名義変更手続きまでトータルで
サポートします。

相続手続きに苦労を
かけたくない

法定相続人以外に
資産を遺したい

特定の相続人に
特定の資産を遺したい

遺産整理業務
相続財産の調査から財産目録・遺産
分割協議書の作成、相続財産の名
義書換までお手伝いします。

相続手続きをする
時間がない

相続人が多い

相続人が遠隔地に
居住している

不動産の有効活用に
不動産信託

不動産の有効活用などのニーズにお応えする不動産信託を取
扱っています。

土 地 信 託 建物管理信託

収益土地特定贈与信託

むさしの相続定期預金

シニア世代の皆さまに、ご自宅を担保と
して随時お借りいただける商品で、ご自
宅のリフォームや住宅ローンのお借換、
生活資金等、幅広いニーズにご利用い
ただけます。

●解体費用の他、改築・改装や、防災・防犯設備の購入等、
空き家に関するあらゆる資金にご利用可能なローンです。
●当行で給与振込等のお取引がある方のほか、空き家に関する
自治体からの補助金等の交付を受けられる方について、標準
金利から金利の差し引きを行っています。

空き家に関するあらゆる資金に対応 
「むさしの空き家活用ローン」

シニアライフの支えに
むさしの
「リバースモーゲージ」

家族信託の仕組みを活用し、年齢を重ね認知症などで判断が
難しくなったお客さまの財産管理や円滑な資産承継を支援す
る「むさしのファミリー信託サポート」の取扱いを行っています。

ご家族のために
家族信託
「むさしのファミリー信託サポート」
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30歳未満のお孫さま等がいらっしゃる
方へ、教育資金の一括贈与に係る贈与
税の非課税措置に対応する専用口座
です。

お孫さまのために
むさしの教育資金専用口座
「君の未来へ」

当行で公的年金をお受取りの方向けの定期預金で、預入金額
1,000万円まで、定期預金金利の上乗せをいたします。

むさしの
「年金定期とっておき１０００」

専門家がお応えします ～弁護士・税理士による無料相談～

お客さまの円滑な相続・資産承継を実現する最適なご提案を
行っています。

ご相続でお受け取りになられたご資産を、特別金利で運用する
定期預金プランです。

円滑な相続・資産承継に向けて
遺言信託・遺産整理業務

20歳以上50歳未満のお子さまや、
お孫さま等がいらっしゃる方へ、結婚・
子育て資金の一括贈与に係る贈与税
の非課税措置に対する専用口座です。

お子さまやお孫さまの将来のために
むさしの結婚・子育て専用口座
「君のしあわせ」

・THEO+武蔵野銀行は、株式会社お金のデ
ザインが提供するロボアドバイザーTHEO
と当行とのコラボレーションブランドです。

皆さまの一生涯の良きパートナーとして

資産形成

●投資信託、投信積立サービス　●外貨預金
●公共債 ●財形預金 ●積立式定期預金
●金融商品仲介業務 ●個人型確定拠出年金（iDeCo）

将来に備え、中長期的な
資産形成をサポート

退職

●退職金専用運用定期預金
●保険（一時払終身保険、 一時払個人年金保険）
●年金振込、年金定期預金
●リバースモーゲージ

豊かな第二の人生を応援

少額投資非課税制度を活用した資産形成 
「NISA」「つみたてNISA」
「ジュニアNISA」

当行で取扱う全ての株式投資信託がNISA口座で購入いただ
けるほか、つみたてNISA専用のファンド等をご用意してい
ます。　　　　　　　  詳しくは最寄りの店舗にお問い合わせください。

「むさしの投信積立サービス」は、お客さまが指定された投資
信託を毎月5,000円から一定金額で自動的に購入いただける
サービスです。

月々5,000円からはじめる資産形成
むさしの投信積立サービス

弁護士・税理士による無料相談を実施しています。

弁護士相談

●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和

税理士相談
また、保険契約の見直しやライフプランニ
ングなどのご相談をテレビ電話で承る「遠
隔相談システム」も順次設置しています。

●ユア・ラウンジ浦和　●所沢・所沢駅前支店
●寄居支店

遠隔相談システム設置店

くわしくは開催店にお問い合わせください。事前予約制

（ご相談1回あたり60分程度）

●さいたま新都心パーソナルプラザ
【テレビ電話でのご相談】
●ユア・ラウンジ浦和 ●所沢・所沢駅前支店
●板橋支店 ●武蔵浦和支店

開催店 開催店

千葉銀行グループの「ちばぎん証券株式会社」と連携し、お客
さま一人ひとりのライフプランに合った多彩な商品をご用意し
ています。

中長期的な資産形成をサポート
「金融商品仲介業務」

●国内上場株式 ●国内外債券 ●投資信託 ●仕組債
●ETF(上場投資信託) ●REIT（不動産投資信託）

●インターネットバンキング「むさしのダイレクト」で投資信託
をお申込みいただいた場合、窓口でのお申込みに比べてお
申込手数料30%を割引いたします。
●インターネット専用のノーロード（購入手数料無料）のファン
ドも多数ラインナップしています。
●「取引報告書」や「収益分配金のご案内」など、郵送でお届け
している書類を、「むさしのダイレクト」の画面にて電子ファ
イルでご覧いただけます。

インターネットで投資信託

スマートフォンで手軽にはじめる投資
「THEO+（テオプラス）武蔵野銀行」

自分に合った最適なポートフォリオで1万円
から分散投資ができる資産運用商品です。

相続・資産承継
●遺言信託、遺産整理業務　●教育資金専用口座　●相続定期預金ご家族のためにご家族のために

遺言信託

遺言作成から保管、相続発生後の
名義変更手続きまでトータルで
サポートします。

相続手続きに苦労を
かけたくない

法定相続人以外に
資産を遺したい

特定の相続人に
特定の資産を遺したい

遺産整理業務
相続財産の調査から財産目録・遺産
分割協議書の作成、相続財産の名
義書換までお手伝いします。

相続手続きをする
時間がない

相続人が多い

相続人が遠隔地に
居住している

不動産の有効活用に
不動産信託

不動産の有効活用などのニーズにお応えする不動産信託を取
扱っています。

土 地 信 託 建物管理信託

収益土地特定贈与信託

むさしの相続定期預金

シニア世代の皆さまに、ご自宅を担保と
して随時お借りいただける商品で、ご自
宅のリフォームや住宅ローンのお借換、
生活資金等、幅広いニーズにご利用い
ただけます。

●解体費用の他、改築・改装や、防災・防犯設備の購入等、
空き家に関するあらゆる資金にご利用可能なローンです。
●当行で給与振込等のお取引がある方のほか、空き家に関する
自治体からの補助金等の交付を受けられる方について、標準
金利から金利の差し引きを行っています。

空き家に関するあらゆる資金に対応 
「むさしの空き家活用ローン」

シニアライフの支えに
むさしの
「リバースモーゲージ」

家族信託の仕組みを活用し、年齢を重ね認知症などで判断が
難しくなったお客さまの財産管理や円滑な資産承継を支援す
る「むさしのファミリー信託サポート」の取扱いを行っています。

ご家族のために
家族信託
「むさしのファミリー信託サポート」
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