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ろうきんは、はたらく仲間が
つくった金融機関です。
—ろうきんって、なに？—

ろうきんの理念

北海道ろうきんの概要

ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する

協同組織の福祉金融機関です。

ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および

文化にかかわる活動を促進し、人々が喜びをもって共生できる

社会の実現に寄与することを目的とします。

ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、

そのネットワークによって成り立っています。

会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、

運動と事業の発展に努めます。

ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、

健全経営に徹して会員の信頼に応えます。

名 称 北海道労働金庫
代 表 者 理事長　工藤　和男
本店所在地 札幌市中央区北 1条西 5丁目
出 資 金 32 億円
団体会員数 2,739 会員
間接構成員数 391,739 人
店 舗 数 37 店舗（インターネット北海道支店を含む）
常勤役職員数 768 人

〈金額および諸比率の表示方法について〉
①本誌の数値で「現在日」の表記がない場合は、2018 年 3月末現在のものです。
②各表・グラフの数値は、原則として表示単位未満を切り捨てて記載しています。
　したがって、内訳の合計と小計欄・合計欄の金額が一致しない場合があります。
③諸比率は、小数点第 3位を切り捨てて第 2位までを記載しています。
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ろうきんは、はたらく仲間が
つくった金融機関です。
—ろうきんって、なに？—

ろうきんの基本姿勢

ろうきんの事業運営 3 原則

　ろうきんは、労働組合や生活協同組合などのはたらく仲
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
協同組織の金融機関です。はたらく人たちの暮らしを支
え、快適で過ごしやすい社会づくりを目指しています。

　ろうきんは、労働金庫法という法律に基づいて、営利を
目的とせず公平かつ民主的に運営されています。この運営
に共感する人たちの輪が日本中に広がり、労働組合や生活
協同組合をはじめとする多くのはたらく仲間に利用されて
います。

　ろうきんの業務内容は、一般の金融機関とほとんど変わ
りありませんが、はたらく仲間からお預かりした資金は、
住宅・自動車・教育資金など、はたらく仲間とその家族の
生活をサポートするために役立てられています。

ろうきんの目的や事業運営は労働金庫法によって規定されており、
市中銀行との違いが明確に区分されています。

［労働金庫法］
第 5条	 金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
　　 2	 	金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的

とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
　　 3	 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

非営利の原則

直接奉仕の原則

政治的中立の原則

目
的

運
営

運
用
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勤労者の生活向上に役立っています。

●個人・団体の貸出金割合
　（2018 年 3月末）

貸出金総額

6,731億円
個人
98.83％
（6,653 億円）

団体
1.16％
（78 億円）

68.46％71.63％

6,731
億円

9,832
億円

6,705
億円

9,361
億円

2018 年 3月末

68.25％

6,558
億円

9,607
億円

2017 年 3月末2016 年 3月末

預金残高（譲渡性預金を含む）
貸出金残高
預貸率

■
■
●

●預金・貸出金残高

※	団体向けの貸出金についても、福利共済資金や生協・NPO・自治体
向け資金など、公共の福祉を目的として利用されています。

みなさまからお預りした預金は、
はたらく人々の生活をより豊かに しています。
—ろうきんの役割と健全性—
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健全性の高さが数値に表れています。

リスク管理債権比率 （2018 年 3月末現在）

0.53％
※リスク管理債権は、全て担保や保証、貸倒引当金によって保全されています。

※金融庁公表「リスク管理債権額等の推移」より算出

リスク管理債権比率とは？

　リスク管理債権比率とは、総貸出額に対して、何らかの理由に
より、当初の契約通りに返済されていない貸出金などの割合を表
したもので、数値が低いほど資産の健全性が高いことを意味します。

●業態別リスク管理債権比率一覧表（2017 年 3月末）

4.59％

4.27％

2.16％

1.85％

0.92％

0.50％

信用組合

信用金庫

第二地銀

地銀

都銀・旧長期信用銀行
・信託銀行

北海道ろうきん

みなさまからお預りした預金は、
はたらく人々の生活をより豊かに しています。
—ろうきんの役割と健全性—
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自己資本比率

自己資本比率
（2017 年度末、単体）

　自己資本比率とは、リスクを持つ資産に対する自己資本の割合
を示すもので、金融機関における経営の健全性を判断する指標の
一つです。
　当金庫など国内業務のみを行う金融機関に求められる最低限必
要な比率は 4％以上とされていますが、当金庫の 2017 年度末の自
己資本比率はその基準を満たす 9.20％となり、安心してご利用い
ただける水準となっています。

●自己資本比率の推移

　2017 年度末の自己資本比率は、前年度と比較すると0.28 ポイン
ト低下しました。これは、貸出金や有価証券のリスクウェイトの増
加等により、リスクアセットの増加影響が、自己資本額の増加影響
を上回ったことによるものです。

自己資本比率＝	 × 100
自己資本額

信用リスク・アセットの額の合計額＋オペレーショナル・リスク相当額×12.5（※）

※ 12.5 は国際統一基準の自己資本比率 8％の逆数

2017 年度末2015 年度末

46,905
百万円

47,743
百万円

9.20％

2016 年度末

9.48％

45,716
百万円

9.41％

自己資本比率 自己資本額

より安心、安全にご利用いただけ るよう、
健全な運営に努めています。
—ろうきんの安全性—

9.20％
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ろうきん独自の業態セーフティネット

　北海道を含む全国のろうきんでは、預金保険制度（公的セーフ
ティネット）とは別に、ろうきん業態独自のセーフティネットを構
築しています。
　全国労働金庫協会及び労働金庫連合会による定期的な経営状態
のモニタリングや、全国労働金庫協会内の労働金庫監査機構によ
る監査で問題の早期改善を図るとともに、支援が必要な場合は労
働金庫連合会の金融機能を活用した「ろうきん相互支援制度」によ
る緊急資金の貸付や資本注入、資金援助等で経営をサポートする
など、万全の体制を整えてお客様の大切な預金を守っています。

●�全国ろうきんの概況（2018 年 3月末）

全国ろうきん うち北海道

総預金残高 197,257 億円 9,832 億円

貸出金残高 127,454 億円 6,731 億円

常勤役職員数 11,266 人 768 人

店舗数 627 店舗 37 店舗

※全国ろうきんの総預金残高・貸出金残高は、補正前の確定値です。

￥
緊急時には

「ろうきん相互
支援制度」
を実行

！
経営状態を
チェック、
問題を
早期改善

全国の
ろうきん

全国労働
金庫協会

労働金庫
連合会

より安心、安全にご利用いただけ るよう、
健全な運営に努めています。
—ろうきんの安全性—
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●�資産の部� （単位：百万円）

科　目 2016 年度末 2017 年度末
現金 4,401 4,125
預け金 300,994 286,591
買入金銭債権 2,599 1,674
金銭の信託 － －
有価証券 34,709 56,170
貸出金 655,807 673,171
その他資産 8,771 9,511
固定資産 7,382 7,012
前払年金費用 － －
繰延税金資産 950 1,000
債務保証見返 163 40
貸倒引当金（△） △ 27 △ 14
資産の部合計 1,015,753 1,039,284

●�負債及び純資産の部� 	（単位：百万円）

科　目 2016 年度末 2017 年度末
預金積金・譲渡性預金 960,767 983,279
借用金 28 73
その他負債 3,377 3,262
代理業務勘定 － －
引当金 3,035 3,258
再評価に係る繰延税金負債 535 524
債務保証 163 40
負債の部合計 967,907 990,440
出資金 3,260 3,259
利益剰余金 43,183 44,122
その他有価証券評価差額金 40 115
繰延ヘッジ損益 △ 15 △ 16
土地再評価差額金 1,377 1,362
純資産の部合計 47,845 48,844
負債及び純資産の部合計 1,015,753 1,039,284

余裕金は労働金庫連
合会への預け金を中
心に運用しておりま
すが、収益の底上げ
を目的に、有価証券
残高の積上げを行い
ました。

住宅ローンの新規伸
長や既往利用者の期
限前償還の減少など
により、貸出金残高
は173億円増加（増加
率2.64％）しました。

退職金の結集や低金
利環境の長期化によ
る安全資産への逃
避、ならびに、自治
体や共済組合などへ
の預入要請強化など
により、預金残高は
225 億円増加（増加
率 2.34％）しました。

これまでの利益金を
積み立てたもので、
前年より 9億円増加
しました。

貸借対照表

2017 年度決算の
ご報告
—ろうきんの業績—
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� （単位：百万円）

科　目 2016 年度 2017 年度

経常収益 15,082 14,683

資金運用収益 14,028 13,339

　うち貸出金利息 11,836 11,257

役務取引等収益 610 751

その他業務収益 374 464

その他経常収益 70 129

経常費用 12,981 12,792

資金調達費用 734 628

　うち預金利息 724 619

役務取引等費用 2,271 2,335

その他業務費用 25 28

経費 9,943 9,756

その他経常費用 8 43

経常利益 2,100 1,891

特別利益 0 1

特別損失 14 297

税引前当期純利益 2,086 1,596

法人税、住民税及び事業税 698 630

法人税等調整額 △ 95 △ 85

当期純利益 1,483 1,051

●�諸比率� （単位：％）

項　目 2016 年度 2017 年度

貸出金利回 1.79 1.71

預金利回 0.07 0.06

経費率 1.02 0.98

総資金利鞘 0.31 0.26

預貸率（期末残高） 68.25 68.46

※上記諸比率は官庁への報告計数を記載しています。

税引後の利益です。
前年より 4億円減少
しました。

所有不動産の減損処
理を実施したことに
より、減損損失が増
加しました。

貸出金利回の低下な
どにより、受取利息
が減少しました。

預金の平均残高は増
加しましたが、利回
の低下により、支払
利息が減少しました。

人件費、物件費など
を計上しています。
物件費の縮減などか
ら、前年より 1億円
減少しました。

損益計算書

2017 年度決算の
ご報告
—ろうきんの業績—
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（2018 年 3月末現在）

社会貢献活動
●市民活動や福祉活動をサポートします。

社会貢献助成制度
　道内を拠点に活動するNPO・ボランティア団体を対象に、2001 年
度より毎年度助成を実施。これまで 17 年間に総額約 1億 2千 5百万
円の助成を行っています。

上記各種活動・支援に関する各制度の詳細は、
下記までお問合わせください。

北海道労働金庫　非営利・協同セクター取引推進室
〒 060-0001　札幌市中央区北 1条西 5丁目

TEL  011-271-2101（代）　　 FAX  011-221-6846
URL  http://www.rokin-hokkaido.or.jp

ろうきんの理念に基づいて、地域 や社会への活動を
行っています。
—ろうきんのCSR—

●NPO法人と市民・勤労者をつなぎます。
NPO 自動寄付制度

　ろうきんが選定した「紹介NPO」に対し、毎月 100 円からろ
うきん預金口座より自動振替（口座振替手数料無料）で寄付を行
う制度です。

●NPO法人の運営をサポート。
NPO 振込手数料免除制度

　事前に承認された団体が受取る寄付・会費などの振込手数料
（北海道ろうきん間のみ）を、年間100件まで免除する制度です。

●社会的な事業を応援します。
NPO 事業サポートローン

　NPO法人の行う事業に必要な資金（運転資金・設備資金）を
融資する制度です。

協調融資商品「TSUNAGU」
　北海道ろうきんと日本政策金融公庫がもつ特性を相互に補
完・共有のうえ、地域社会の課題解決や活性化に向けた活動を
行うNPO法人等のニーズに連携・協調して応えるための融資
商品です。

NPO への支援
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勤労者セーフティネット
●はたらく人の生活を守り、支援する役割を発揮します。

勤労者生活支援

■勤労者生活支援特別融資制度
　勤務先の事情などにより、収入が減少した方や離職した方への生活
支援を目的とする融資制度を取扱っています。

■�求職者支援資金融資制度、教育訓練受講者支援資金融資制
度、技能者育成資金融資制度

　厚生労働省が実施する求職者支援訓練及び専門実践教育訓練受講者
や、経済的な理由により職業訓練を受けることが困難な訓練生に対し
て、訓練期間中の生活費などを支援する制度を取扱っています。
※	求職者支援資金融資制度・教育訓練受講者支援資金融資制度のお申込みに際しては、事前
にハローワークでの受付・要件認定が必要となります。

※	技能者育成資金融資制度のお申込みに際しては、事前に職業能力開発総合大学校及び公共
職業能力開発施設での受付・要件認定が必要となります。

■福祉ローン
　子育てや介護、災害による被害に対して、その経済的負担の解消に
少しでも役立てていただくため、低利で安心な融資制度をご用意して
います。

◎金融円滑化に関するお知らせ
ろうきんでは、住宅ローンをご利用されているお客様から
返済計画の見直しなどに関するご相談を受付けています。

●まずはご相談ください。

多重債務問題への取組み
　勤労者の生活を多重債務から守るために、会員職場内でセミナーを
開催するなど継続して啓発活動に取組んでいます。また、庫内に「多
重債務対策委員会」を設置するとともに、多重債務問題に関する相談
や専門家（弁護士・司法書士）への取次ぎを行う「お客様相談室」を札幌
市に開設して専門員による相談活動を展開中です。

※	「お客様相談室」のご利用は、実施協定書を締結している会員における間接構
成員の方を対象としています。

※	各制度には審査等の諸条件があります。詳細については最寄りのろうきん本支店へお問合
わせください。

※	各融資制度につきましては、審査の結果ご希望にそえない場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。

ろうきんの理念に基づいて、地域 や社会への活動を
行っています。
—ろうきんのCSR—
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おもな預金商品

おもな融資商品

※	上記以外にも多彩な商品をご用意しています。
※	融資商品に関する詳細については、最寄りのろうきん本支店にお問合わせください。
なお、審査の結果ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お財布代わりに便利に利用　総合口座
　一冊の通帳に「貯める・受取る・支払う・送金する・借りる」と
いう 5つの機能をセットした便利な口座です。給与振込・公共料
金やローン返済・各種自動支払などにお使いいただけます。

取引確認はネットでカンタン　普通預金（通帳不発行口座）
　通帳を発行しないので記帳が不要、通帳盗難の被害も防止しま
す。お取引内容は、定期的に発行される預金取引明細表またはろ
うきんダイレクト（インターネット・モバイルバンキング＋テレ
フォンバンキング）で確認が可能です。

住宅へのあらゆるニーズに　住宅ローン
　マイホームの新築・購入・リフォームや土地の購入資金のほ
か、他の金融機関でお借入中の住宅ローン借換資金としてもご利
用いただけます。金利は「変動金利型」「上限金利特約型」「固定金
利特約型」「全期間固定金利型」の中から、ニーズに合わせてお選
びいただけます。
※	原則として、対象となる土地・建物に〈保証機関〉もしくは〈ろうきん〉が第 1順位の抵当
権を設定していただきます。

北海道ろうきんの自信作　轟ローン
　新車・中古車・バイク・車庫・車検・免許取得費用や、他の金
融機関でお借入中のマイカーローン借換資金としてもご利用いた
だける自動車ローンです。女性向けの「轟レディ」、電気自動車等
のエコカーを対象にした「轟エコ」、新社会人・若手社会人を対象
にした「轟ヤング」などの自動車ローンもございます。

様々なニーズにお応えするため
多彩なラインナップをとり揃えて います。
—ろうきんの商品—
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業態別契約件数・残高は NO.1　財形貯蓄
　毎月の給与や手当から自動的に積立てて計画的に貯蓄、目的に合わ
せてご利用いただけます。便利な「一般財形」と、非課税で有利な「住
宅財形」・「年金財形」の 3タイプ。将来のライフステージにお役立て
ください。

年金受取で金利がお得に　年金定期
　公的年金の受取口座を、北海道ろうきんにご指定いただいた方専用
の定期預金です。店頭表示金利に金利を上乗せして、ご退職後の年金
生活をバックアップします。

いつでもご相談ください　教育ローン
　高校・大学・専門学校などの入学費用から、受験料や下宿代、予備
校・塾の費用、奨学金の借換など、教育に関わるあらゆるお使いみち
に。在学期間中は元金据置制度もご利用いただけます。また、在学期
間中、必要額をご利用限度額の範囲内で反復利用可能な「カード型」商
品もございます。

北海道ろうきんのカードローン　マイプラン
　必要な時に必要な額だけ、ご利用限度額の範囲内で何度でもご利用
いただけます。北海道ろうきんならではの安心の金利を、さまざまな
シーンでご利用いただけます。不意な出費に役立つ安心・便利なはた
らく人を応援するカードローンです。また、インターネットからのお
申込が可能です。
※	ろうきん ATMのほか、提携金融機関 ATM・コンビニ ATMなどでもお借入れできます（お
引出し手数料は、フルキャッシュバックサービスの対象となります）。

新商品 　住きっと！ 500
　住宅ローンにプラスして、他行ローンや家電購入も 500 万円ま
でまとめて同じ返済期間に、同じ金利に！月々の返済がとっても
スキッとします。

様々なニーズにお応えするため
多彩なラインナップをとり揃えて います。
—ろうきんの商品—

12



ろうきんのサービス

自動機利用手数料フルキャッシュバックサービス

　ろうきんの ATMはもちろん、ゆうちょ銀行
や提携金融機関などの他行 ATM・CDのお引出
し手数料は、休日や祝日でも、ご利用口座へ
（お取引の成立と同時に即時）キャッシュバック
いたします。
　また、セブン銀行やイオン銀行、コンビニ
（ローソン・セイコーマート等）に設置の ATM
でも同様に、お引出し手数料はかかりません。
※	お引出し手数料がかかる場合がございますが、フルキャッシュ
バックサービスの対象となります。

いつでも

0円
どこでも

0円
オンラインキャッシュサービス

　ろうきんのカードは、全国のろうきんをはじめMICS 加盟の金融機
関（都銀・地銀・信金・信組・JAなど）、ゆうちょ銀行、セブン銀
行、イオン銀行ならびにコンビニのATM・CDでご利用いただけます。

■ご利用いただけるサービス（注1）

全国のろうきん 引　出 入　金 残高照会 振　込
MICS加盟金融機関 引　出 入 金（注2） 残高照会 振　込

ゆうちょ銀行 引　出 入　金 残高照会
セブン銀行 引　出 入　金 残高照会
イオン銀行 引　出 入　金 残高照会

コンビニ（注 3） 引　出 入 金（注4） 残高照会
ビューアルッテ（注 5） 引　出 残高照会

（注 1）2018 年 5月末現在のサービス状況をお知らせしています。
（注 2）	MICS 加盟金融機関のうち、入金ネットに加盟している金融機関（第二地銀・信金・信組）

の一部自動機では「ご入金」も可能です。
（注 3）ローソン・セイコーマート・ファミリーマート等に設置されています。
（注 4）運営会社がイーネットと LANs のみが対象となります。
（注 5）ローンカードはご利用いただけません。

※ご利用時間・お取引内容は、ATM・CDによって異なります。
※ATM設置場所については、各機関のホームページにてご確認ください。

便利でお得なサービスを
ご用意しています。
—ろうきんのサービス—
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ろうきんダイレクト
（インターネット・モバイルバンキング＋テレフォンバンキング）
　ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話・固定
電話などから、資金の振替・振込・残高照会・入出金明細照会に加
え、住所変更および公共料金自動引落申込等のお取引がご利用いただ
けます。また、振込の場合、振込手数料は窓口や ATMよりお安く
なっています。総合口座との組み合せで便利なサービスです。

ご利用内容
■振込　　■振替　　■一般財形支払
■各種口座の残高照会・入出金明細照会
■新規口座開設・入金・支払（定期預金・エース預金）
■カードローンの借入・返済取引　　■繰上返済および試算照会★1（証書貸付）
■住所変更	★2　　■公共料金の自動引落申込	★2

■投資信託の購入・解約、定時定額買付契約の新規・変更・解約★1★ 2

■税金・各種料金の払込「Pay-easy（ペイジー）」★1

※	ご利用にあたってはお申込み手続きが必要となります。お申込みには、キャッシュカードが発
行されている総合口座（普通預金）が必要です。
※	メンテナンスなどにより一部ご利用いただけない日・時間がございますので、ご了承ください。
※	お勤め先企業との契約により、一般財形お支払いに関するサービスをご利用いただけない場合
がございます。
※	繰上返済および試算照会はお取扱いできないローンがございます。最寄りの窓口にご相談くだ
さい。
★ 1　テレフォンバンキングではご利用いただけません。
★ 2　モバイルバンキングではご利用いただけません。

Web お知らせサービス
　現在書面でお届けしている「残高のお知らせ」などのお客様宛通知を、
インターネットや携帯電話を代用してご確認いただけるサービスです。

※最新の残高はご確認いただけませんので、ご注意ください。
※個人向けインターネットバンキングに付随するサービスのため、お申込みにあたっては、個人
向けインターネットバンキングのご契約が必要です。
※お勤め先企業との契約により、財形貯蓄に関するサービスをご利用いただけない場合がございます。

ネットでローンのお申込み
　パソコン・スマートフォンからかんたんにお手続き出来るようにな
りました。

利用料

無料

便利でお得なサービスを
ご用意しています。
—ろうきんのサービス—

詳しくはこちら！
※	対象商品は、住宅ローン、轟ローン、教育
ローン、無担保住宅ローン、カードローン
（マイプラン・コープマイプラン）となります。
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経営計画の概要
—ろうきんの長期ビジョン・中期経営計画・ 事業計画—

しあわせ
の循環

基本方針①
「会員」との環

　会員の発展に寄与するため、会員・推進機構との
つながりを強化し、かかえる課題の解決に協力する
など、会員と同じ方向を向いて事業運営を行う。

基本方針②
「地域」との環

　協同組合や NPO・自治体
などと、地域における共助の
輪を広げ、安心して暮らせる
共生社会の実現に貢献する。

基本方針③
「利用者」との環

　全てのはたらく人と家族・
退職者に寄り添い、生涯にわ
たって生活をサポートする。

～会員・地域・利用者とのつながりによる「しあわせの循環」の創造～

〈「ろうきん」がめざす姿を創る取組み〉

基本方針④
「ろうきん内」の環

　めざす姿の実現に向け、組織や人材、財務
などのゆるぎない経営基盤を構築する。

〈めざす姿に必要な「ろうきん」の経営基盤を創る取組み〉

長期ビジョン

〈長期ビジョンの到達度を評価する指標〉

▶	めざす姿を創る取組みの目標値	～	会員組合員メインバンクNo.1
	 ※	連合アンケート設問の「あなたが一番よく利用す

る金融機関」の回答で 1位を獲得。【期間中】

▶	経営基盤を創る取組みの目標値	～	当期純利益「5億円」以上【期間中】
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〈基本方針・重点課題〉

経営計画の概要
—ろうきんの長期ビジョン・中期経営計画・ 事業計画—

長期ビジョン 中計（2018 ～ 2020 年度）
基本方針 重点課題

1 「会員」との環
（1） 会員・推進機構と一体となった運動の展開
（2） 運動展開を支える具体策の展開

2 「地域」との環
（1） 非営利・協同セクター等との連携
（2） 福利共済組織等との連携
（3） 社会貢献活動の実践

3 「利用者」との環
（1） ろうきんらしい商品・サービスの提供
（2） 生涯取引の充実

4 「ろうきん内」の環
（1） 経営管理態勢の強化
（2） 強固な財務基盤の構築
（3） 人材・組織の活性化

ろうきんの伝統を
未来へ「つなぐ」

ろうきん運動の伝統を未来
へ引継ぎ、更に成長・発展さ
せる。

新しいろうきんを創造し
未来へ「つなぐ」

変化に積極的に挑戦し、新
たなろうきんを創造する。

ろうきんの健全性を
未来へ「つなぐ」

必要とされ、信頼され、選
ばれるろうきんであり続ける
ため、いかなる環境下でも持
続可能となる、強く健全な経
営基盤を構築する。

キーワード：「～つなぐ～」

中期経営計画（2018 ～ 2020 年度）

〈中計の到達度を評価する指標〉
▶	預金残高：1兆円以上　		▶	貸出金残高：6,800 億円以上　		▶ 	OHR：90％未満

2018 年度預貸金計数計画（年度末）
●	預金残高：9,864 億円　		●	融資残高：6,836 億円
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北海道ろうきんネットワーク
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北海道ろうきんホームページには、それぞれの皆様に最適なプランをご案内する「マネナビ」をは
じめ、「ローン仮審査申込」「ローンシミュレーション」など多彩なメニューを用意していますの
で、ぜひアクセスしてください。

札幌市内［ 8 店舗］
❶本店営業部　011-271-2001
			（ローンプラザ		011-271-2081）
❷道庁支店　　011-251-3316
❸札幌西支店　011-661-5121

❹札幌手稲支店　011-691-0615
❺札幌東支店　　011-822-8181
❻札幌北支店　　011-717-1212
❼札幌麻生支店　011-717-2121
❽札幌平岡支店　011-885-1311店舗外自動機

● JRタワーステラプレイス地下1F　●札幌医大病院 2F　●札幌市役所地下 1F
●道庁本庁舎地下 1F　●地下鉄大通駅　●地下街丸井今井前　●地下鉄琴似駅
●地下鉄新さっぽろ駅　●地下鉄福住駅　● JR 桑園駅イーストプラザ　
●ラルズストア宮の沢店　●スーパーアークス苗穂店　●コープさっぽろルーシー店
●コープさっぽろソシア店　●ラッキー新琴似四番通店　●東光ストアあいの里店
●西友手稲店　

全道に広がる37店舗がみなさま をサポートします。
お近くの〈ろうきん〉までご連絡く ださい。
—ろうきんのネットワーク—
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（2018 年 5月末現在）

北海道ろうきんホームページ
http://www.rokin-hokkaido.or.jp

仮想店舗　●�インターネット北海道支店
商品・サービスなどのご利用に関するお問合せ・ご相談は、お気軽に最寄りのろうきん本支店またはフリーダイヤルへ。

ただし、預金通帳・キャッシュカードの紛失・盗難に
ついては、24 時間対応しております。0120-5-109-26

ゴー　　トーク　トゥーローキン

ご利用時間／平日 9：00 〜 17：00

❾江別支店　　011-391-6011
❿千歳支店　　0123-27-6666
⓫岩見沢支店　0126-22-1035
⓬夕張出張所　0123-59-7021
⓭滝川支店　　0125-23-2121
⓮赤平出張所　0125-32-3261

⓯砂川出張所　0125-54-3144
⓰芦別出張所　0124-22-2403
⓱富良野支店　0167-23-6000
⓲小樽支店　　0134-23-3238
⓳倶知安支店　0136-22-0459

道央地区［ 11 店舗］

店舗外自動機 　●恵庭市役所 1F　●小樽市役所 1F　●イオン小樽店
　　　　　　　　●新千歳空港ターミナルビル　●東光ストア北広島店

⓴函館支店　　0138-54-1131
�八雲支店　　0137-63-3311
�室蘭支店　　0143-22-1975

�室蘭東支店　0143-45-3611
�苫小牧支店　0144-36-1212
�静内支店　　0146-43-3111

道南地区［ 6 店舗］

店舗外自動機 　●函館市役所 1F　●苫小牧市役所 1F

�旭川支店　　0166-26-4231
�留萌支店　　0164-43-5770

�名寄支店　　01654-2-2270
�稚内支店　　0162-32-3750

道北地区［ 4 店舗］

店舗外自動機 　●スーパーアークスパルプタウン　●稚内市役所 1F

�帯広支店　　0155-24-3767
�釧路支店　　0154-23-0511
�中標津支店　0153-72-0300
�北見支店　　0157-23-7431

�遠軽出張所　0158-42-3388
�紋別出張所　0158-23-6161
�網走支店　　0152-43-1213　

道東地区［ 7 店舗］

店舗外自動機 　●十勝合同庁舎 1F　●帯広市役所 1F
　　　　　　　　●まちきた大通りビル（パラボ）　●コープさっぽろ桜ヶ岡店

コールセンター

メルマガ会員
募集中

全道に広がる37店舗がみなさま をサポートします。
お近くの〈ろうきん〉までご連絡く ださい。
—ろうきんのネットワーク—
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2018
北 海 道ろうきん

ミニディスクロージャー誌

〈ろうきん〉のシンボルマークは、ROKIN の頭文字のRを
デザインしたもので、同時に鳥の親子を表しています。鳥
の親子は、親しみやすさを表すとともに、愛とやさしさ、
親から子へと引き継がれる労金運動を意味し、はばたく鳥
は、より発展する〈ろうきん〉の飛翔を表現しています。
シンボルマーク・カラーはブルーです。〈ろうきん〉ブルー
は「知性」「未来」「希望」を表現しています。シンボルマー
クには、〈ろうきん〉の基本理念が表現されています。

シンボルマーク

植物油インキと FSC ミックス認証紙を使用しています。

北海道労働金庫
〒060-0001	札幌市中央区北 1条西 5丁目

TEL（011）271-2101（代表）
http://www.rokin-hokkaido.or.jp

発行	2018 年 6 月
編集	北海道労働金庫	経営企画部


