2022 年 4 月 4 日
各 位
株式会社 関西みらい銀行
関西みらいライフサポートの取扱開始について
関西みらいフィナンシャルグループの関西みらい銀行（社長 菅 哲哉）は、お客さまの生活に関する
こまりごと解決にお応えするため、従来の金融サービスに非金融のサービスを加えた「関西みらいライ
フサポート」の取扱いを4月11日より開始いたします。
 金融の枠組みを超えた様々なサービスのご提供によりお客さまの生活をトータルでサポートします
「関西みらいライフサポート」は、従来の銀行サービスに加え、
「くらし」
「すまい」
「そなえ」の3
つのカテゴリーで提携事業者のサービスをご紹介することで、金融分野以外のお客さまのニーズに
も幅広くお応えするサービスです。
 人生100年時代を健やかに過ごすための快適・便利・ゆとり・安心をお届けします
「自分だけの旅行を楽しみたい」
、「自宅を改装したい」、
「介護や認知症に備えておきたい」など、お
客さまの様々なニーズに対し、お取引店の担当者がお客さまに寄り添いつつ、金融サービスのご提供
から提携サービスのご紹介まで、ワンストップで解決に向けたサポートを行います。
関西みらいフィナンシャルグループは、今後も地域の皆さまへ金融・情報サービスおよび金融の枠組
みを超えた様々なサービスの提供を通じて、地域経済の発展に取り組んでまいります。
【概要】
サービス名

関西みらいライフサポート

取扱開始日

2022年4月11日（月）

ご利用いただ 関西みらい銀行で口座を保有いただいている個人のお客さま
ける方
(未成年、法人のお客さまは対象外となります)

「くらし」

内

容

「すまい」

「そなえ」

手 数 料

金融サービス

りそなグループアプリ、マイゲート、自動送金サービスなど

提携サービス

オーダーメイド旅行、リゾート会員権、家事代行サービスなど

金融サービス

リフォームローン、アパート・マンションローンなど

提携サービス

リフォーム業者紹介、害虫駆除、介護・高齢者施設の紹介など

金融サービス

保険、資産承継信託、遺言信託、遺産整理業務など

提携サービス

見守り、身元保証、任意後見、死後事務委任など

･「関西みらいライフサポート」を通じた各種ご案内やご提案に手数料はかかりません
･銀行サービスのご利用に際しては当社所定の手数料が発生する場合がございます
･提携サービスのご利用に際しては提携事業者所定の利用料がかかります
以 上

「 そな え」のサポート

関西みらい銀行に
口座をお持ちの

“老後のそなえ”のサポート
こんな

お客さま限定

◦介護や認知症に備えておきたい

“お悩み”や“不安”は
ありませんか！？

◦自分の健康や、万一の時が心配
◦保険に入れないが、介護にそなえたい

Kansaimirai Life Support

見守りサービス

保険
さまざまな保険会社の中から、お客さまのライフスタイルやお
考えに合った商品をご提案いたします。

］

］

資産承継信託（マイトラスト、ハートトラスト）

提携サービス

銀行サービス

ご自身で銀行手続ができなくなったときに、ご家族が定期預金を
「頼れる安心信託」に切替えることができます。切替後はご家族が
医療費や介護費、税金用にお引出しすることができます。また、ラ
イフプランに合わせて定期的に資金を受取ることもできます。

［

［

頼れる安心定期（頼れる安心特約付き定期預金）、
頼れる安心信託

見守りサービス

ご本人さまの認知症発症による銀行手続の煩雑化や、ご家族
による医療費・介護費の立替等のそなえとして、資産承継信
託では、お預けいただいた資金を本人に代わって指定された
ご家族がお引出しすることができます。

・緊急時の駆付け
・機器によるライフリズム
チェック
・定期的な訪問・連絡

任意後見

医療同意

・緊急医療が必要な時の対応

介護に関するご相談
財産管理

※「頼れる安心信託」
「資産承継信託」はりそな銀行が扱う信託商品です。当社は、りそな
銀行の信託代理店として、契約締結の媒介、並びに各種手続きの取次ぎを行います。

身元保証

・入院や施設入居等の身元
保証

介護・福祉用品

お客さまのお悩みや将来の不安にお応えします。

❖ 安心・安全な暮らしをサポートいたします。

くらし の
サポ ート

“相続のそなえ”のサポート
こんな

“お悩み”や“不安”は
ありませんか！？

遺産整理業務（相続手続代行サービス）

◦遺産の分け方をあらかじめ決めておきたい

］

］

相続は初めてという方やお忙しい方のために、遺産相続にか
かわる煩雑な手続きのお手伝いをいたします。

◦亡くなった家族の遺品整理が大変

提携サービス

銀行サービス

遺 言 書 の 作 成 に 関 す る ご 相 談 か ら 遺 言 書 の 作 成・ 保 管・
執行までお手伝いいたします。

◦身に何かあった場合、家族に負担をかけたくない

［

［

遺言信託

相続・終活に関するサービス
死後事務委任

お墓の購入

墓じまい

ご葬儀

お仏壇・仏具

遺品整理

・亡くなったあとの手続きの委任

❖ご
 相続発生時の手続き等にあらかじめそなえておくことで、
ご家族への安心をお手伝いいたします。

「関西みらいライフサポート」のご利用にあたって
対象となるお客さま

◦当
 社で取引口座を保有いただいている個人のお客さま。
※未成年、法人のお客さまは対象外となります。

ご利用方法

◦「関西みらいライフサポート」のお申し込みは不要です。銀行サービス、提携サービスのご利用に際しては、当社お取引店担当者へお申し付けください。


手数料等について

◦「関西みらいライフサポート」を通じた各種ご案内やご提案に手数料はかかりません。銀行サービスのご利用に際しては当社所定の手数料が発生する場合がござい

ます。提携サービスのご利用に際しては提携事業者所定の手数料がかかります。

ご利用にあたってご留意いただきたい事項

◦各
 商品・サービスは、お住いの地域やお取引店、提携サービス事業者の都合によってお取り扱いできない場合があります。銀行サービスのご利用に際しては、別途、
当社所定の手続きが必要です。提携サービスはお客さまのご要望に応じ、提携事業者をご紹介するサービスです。提携事業者のご紹介を通じて同社が商品・サービス
を提供するため、当社はお客さまのお取引内容に関与することはありません。

詳しくは、最寄りの
お取引店までお問い
合わせください。

「人生100年時代」を健やかに過ごすため、

大阪市中央区備後町2丁目2番1号
ホームページ：https://www.kansaimiraibank.co.jp/
（2022年4月現在）

すまい の
サポ ート

そなえ の
サポート

人生
100 年時代

「くらし」のサポートによる快適・便利のご提案、「すまい」の サポートによるゆとりのご提案、
「そなえ」のサポートによる安心のご提案をいたします。
お取引店の担当者がお客さまの不安に寄り添いつつ、銀行サービス や提携サービスのご提案を通じ、その解決に向けたサポートを行います。

「 す ま い 」のサポート

「 くら し」のサポート
“快適・便利なくらし”のサポート

“自宅”のサポート

◦キャッシュレスを試してみたい
◦納付期限を忘れがちで心配、毎月の振込で銀行に行くのが大変

］

事前にお申込みいただくことで、毎月指定した方へのお振込み
ができます。

りそなデビットカード（Visaデビット）

Pay-easy（ペイジー）

りそなデビットカードはご利用と同時に口座から引落しされます
ので使いすぎず安心です。
さらに、ポイントやマイルもたまるお得なサービスです。

税金・公共料金等の各種料金がりそなグループアプリやマイ
ゲート・ATMで簡単にお支払いできます。
※Pay–easy（ペイジー）マークのついた請求書のみのお支払いにご利用いただけます。

キッズ・ベビーシッター
サービス

・お部屋、キッチン・レンジフード・エア
コン・お風呂・トイレなどの掃除
・洗濯や買いもの代行、お部屋の整理など

リゾート会員権の
ご紹介

美術品・骨董品の
買取

］

不用品の買取
❖ 豊かで充実した毎日をお手伝いいたします。

］

提携サービス

家事代行・ハウスクリーニング

提携サービス

身の回りのサポートに関するサービス

［

［

アクティブな日常を提案するサービス

◦屋根瓦を修理したいが、どこに頼めばよいかわからない

リフォームローン

リバースモーゲージ型住宅ローン

増改築だけでなく、空き家解体資金や、太陽光発電等のエコ関連
設備設置、外構工事、リフォーム工事を伴うインテリア購入資金
などにご利用いただけます。

自宅に住み続けながら、ご自宅を担保に住宅購入やリフォームの
資金、介護施設の入居一時金やお借換え資金としてご利用いた
だくことができます。

］

銀行サービス

自動送金サービス

口座残高や入出金明細の確認はもちろん、振込をはじめとする
様々なお取引がスマートフォンで完結いたします。

銀行サービス

［

りそなグループアプリ、マイゲート

ありませんか！？

◦家が古くて震災、防災、害虫などが心配

［

ありませんか！？

◦自宅を改装したい

“お悩み”や“不安”は

◦スマートフォンを購入したので、銀行取引方法が知りたい

“お悩み”や“不安”は

オーダーメイド旅行や
クルーズ旅行の
ご相談・ご紹介

こんな

◦自分だけの旅行を思う存分楽しみたい

こんな

家屋のお困りごとに関するサービス
リフォームや外構工事

屋根や外壁の修理

ハチやシロアリなどの害虫駆除

緊急駆付けサービス

手すりや段差解消等の
リフォーム

キッチンお風呂などの
水回りの修理

・水回りや鍵のトラブルなど

ちょっとした
お手伝いサービス

・草刈、部屋の模様替え・網戸の
掃除・張替えなど

❖住
 み良いお家をサポートいたします。

❖ 日々の生活に寄り添う快適・便利なサービスをご紹介いたします。

“不動産”の活用をサポート
“くらしの中のお金”のサポート

［
医療費や介護資金、教育資金など、
お使い道がいろいろ選べます。他社
ローンのお借換および、賃貸用物件
取得資金にもご利用いただけます。

［

］

老後資金や不動産修繕費、医療費等
の将来の目的にあわせて、少額から
ご利用いただけます。

フリーローン
〈不動産担保型〉

税務相談

］

❖ お困りごとに応じた、提携税理士をご紹介いたします。

ホームセキュリティ

防犯・防災機器や
グッズの販売・取付

❖ 防犯対策や災害に対する事前の準備をお手伝いいたします。

］

提携サービス

防犯・防災に関するサービス

提携サービス

［

税務に関するサービス

◦自宅を処分して介護施設に入りたい
◦相続を考え賃貸用不動産取得を検討したい

アパート・マンションローン
賃貸アパート・マンション建設、増改築および購入資金として
ご利用いただけます。

アパートリフォームローン
オール電化・太陽光発電設備等のエコリフォーム資金や、防犯
カメラ・宅配ボックス等付帯設備の購入・設置資金にもご利用
いただけます。

］

銀行サービス

お客さまの投資に関するお悩みや目的、方針を
お伺いし、最適な資産配分を専門家がご提案します。
りそなファンドラップでは、資産運用をしながら
定期的に受取る機能をお選びいただけます。

積立式定期預金、
積立投資信託、
iDeCO、平準払保険

銀行サービス

◦資産運用を始めたいけれど、何に投資すればいいのか
分からない、運用後の管理が難しそう

◦空き家になった実家をどうするか悩ましい

［

◦子どもの進学や介護の資金などを準備したい

ありませんか！？

ファンドラップ
（定期受取サービス）

ありませんか！？

◦複数の返済をまとめたい

“お悩み”や“不安”は

納税申告、相続税務

“お悩み”や“不安”は

◦将来の貯えを計画的に行いたい

こんな

◦保有している土地を活用したい

こんな

新たな住まいに関するサービス
建替え

お引越し

介護・高齢者施設等
取扱企業のご紹介

不用品の引取

❖ 新たな住まい探しをお手伝いいたします。

各種不動産の活用サービス
※活用ニーズに応じた宅地建物取引業者等のご紹介です。

収益不動産の建築

不動産の賃貸・売買

リースバック

空き家活用

土地活用
❖ 不動産の有効活用をご提案いたします。

