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もしも…の場合に備えて
今からできること

預金
融資

預金

今からできることが

葬儀費用や当面の生活費など…

あります。

遺されたご家族への心づかいをカタチに

家族信託

大切な

ご家族のために

財産管理を信頼できる家族に

財産をお持ちの方が、ご自分の信頼できる家

族に財産を託し、その契約内容に沿って管
理・ 運用等をしてもらう仕組みのことで、 相

続対策や認知症対策としても注目されていま

す。

朝日贈与定期預金

● 信託専用口座の開設・変更時に手数料が必要です。

「こころづくし」

また、 信託の設計時に手数料が必要となる場合も
ございます。

預金を払い戻せる商品です。

預金

将来の相続対策に…

朝日暦年贈与預金

● 別途手数料が必要です。

「たより」
ますます巧妙化する特殊詐欺…
万が一に備えた予防策

支払制限付定期預金

「たすく」
契約時に親族等を「手続代理人」に指定し、

その同意がないと解約できない定期預金で
す。ご本人だけでは解約できないため、 特殊

年１回、
「贈与契約書」を作成し、 その贈与契
約に基づいたご希望金額を贈与者さまの普通

預金口座から受贈者さまの普通預金口座へご
入金いたします。

● 契約額：ご希望額
●期

間：制限なし

● 別途手数料が必要です。

けます。 また、１ヵ月のお支払い限度額が設

サービス

定できますので安心してご利用いただける

大切な証書をなくさないために

毎年、大切なご家族へ預金の贈りもの

間：１年 （自動継続利払式）

預金

重要書類
お預かりサービス
お客さまの大切な「遺言書（公正証書のみ）」

「家族信託契約公正証書」
「朝日贈与定期預金
証書 ・ 通帳」
「エンディングノート」を当金庫

がお預かりします。 保管場所の失念や紛失の
おそれがなく安心です。
● 別途手数料が必要です。

エンディング・ノート

際の備えにもなります。

記録します。
（法的な効力はご

●期

● 別途手数料が必要です。

保険
介護の負担を軽くするために

介護・認知症保険
介護・ 認知症に備えるための保険をご用意し

ていますので「もしも」の場合にも心強い保険
です。

葬儀や納骨、 財産処理の思い

など…家族が重要な判断や手

● 契約額：1,000 万円以上

サービスです。

ています。 軽度認知障害（MCI）にも対応し

詐欺や悪徳商法などの犯罪被害を防ぐだけで

なく、 将来、 認知症などで判断力が低下した

代理人サービス
も、 代理人がご自身に代わってお取引いただ

● 契約額：300 万円まで
●期

いざというときにも安心

事前に「代理人」をお届けいただくことで、ケ
ガなどでお取引店の窓口へ行けない場合で

預金者（贈与者）さまが亡くなられた場合に

は、 贈与契約に基づき、あらかじめ指定され
た受贈者（推定相続人）さまが速やかに定期

サービス

続きを進める際に必要な情報を
ざいません）

間：１年 （自動継続）

● 別途手数料が必要です。
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朝日信用金庫

第二東京弁護士会

専門会社との連携サービス

もっと安心して暮らすために
朝日信用金庫は第二東京弁護士会と提携し、お客さまの相続 ・ 遺言、 見守り・ 後見などについて
経験豊富な弁護士によるサポート体制を整えております。
なお、弁護士会所定の手数料が必要となります。

セキュリティ会社が提供する住宅侵入 ・ 火

みまもり・ 警備
ALSOK

SECOM

災・ ガス漏れなどの緊急時通報をはじめ、

専用機器による「みまもり」などがありま
す。 異常発生時には緊急対処員が駆けつ

け、 離れて暮らすご家族が心配な皆さまを
サポートいたします。

遺言

より確実な遺言を

遺言作成支援
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」

円滑な相続にするための準備

遺言執行支援

お客さまの意思を実現するため、 法律上の

要件を備えた有効な「自筆証書遺言」・「公
正証書遺言」の作成を弁護士がお手伝いし

ます。

介護施設 ・ 高齢者向け
住宅等の紹介
SOMPO ケア

いをします。 遺言執行者のご紹介や、 遺言

執行者 ・ 受遺者の代理など、 遺言執行手続
きを適切にサポートいたします。

安心して暮らし続けるために

見守り支援 ・
財産管理
将来、判断能力が衰えた場合に備えて

任意後見支援
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弁護士が「ホームロイヤー」として、シニア層
の方々の生活を見守ります。
「安否確認」
「法
律相談」、 入院など「緊急時の支払い代行」

たします。

手すり・ 車いす用のスロープ設置、 玄関の

ミサワリフォーム

BX ゆとりフォーム

見守り
後見

等

住まいの改修
積水ハウス

へ、 それぞれのご要望に沿って「介護付き
老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け賃
貸住宅」、
「グループホーム」などをご紹介い

積和グランドマスト

弁護士が遺言内容を実現するためのお手伝

これからのお住まいを検 討されている方

等

ハウスクリーニング ・
家事代行 ・ 害虫獣駆除
ダスキン

のほか、 お客さまのご希望に沿った方針で

段差解消等のバリアフリー化や耐震補強な

ど、 お住まいの改修に安心してご利用いた
だけるリフォーム会社をご紹介いたします。

キッチン・ 浴室 ・ 洗面所等の掃除を行うハ

ウスクリーニング、 洗濯・ 買い物等の家事

代行、シロアリ・ネズミ等の害虫獣駆除な

ど、 お客さまのお困りごとにお応えできる
サービスをご紹介いたします。

「財産管理」をサポートしていきます。

● 家族信託の設計等もご相談いただけます。

判断能力が不十分になった場合には、 弁護
士がホームロイヤーとして、 お客さまが事前

に 定 めて い た 方 針に 基 づ いて 財 産 を 管 理

し、お客さまの生活をサポートしていきます。

美術品 ・ 骨董品、
家財 ・ 日用品等の
買取りなど
トレジャー・ファクトリー

所有されている美術品 ・ 骨董品等の買取

り、 家財（食器 ・ 着物 ・ 家具 ・ 家電等）・

日用品（生活雑貨等）の買取り・ 回収をご希

望の方に、 信頼できる専門会社をご紹介い
たします。
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