
 

 
 

 

2019年 7月 29日 

 

「目的型ローン金利割引キャンペーン」の実施について 

 

 

筑波銀行(頭取 : 生田 雅彦、本店 : 茨城県土浦市)は、「目的型ローン(マイカーローン、教育ロー

ン、リフォームローン)の金利割引キャンペーン」の実施についてお知らせいたします。 

キャンペーン期間中に対象ローンをご契約されたお客さまは、下記の割引条件により、金利割引が適

用となります。 

今後とも、筑波銀行はお客さまの多様なニーズに幅広くお応えしていくため、より良い商品の提供と

サービスの向上に努めてまいります。 

記 

＜キャンペーン概要＞ 

期間 2019年8月1日(木)～2020年5月29日(金) 

対象者 キャンペーン期間中に新規でご契約された方 

対象商品 

＜つくば＞マイカーローン 

＜つくば＞教育ローン 

＜つくば＞リフォームローン 

金利 

「＜つくば＞マイカーローン」、「＜つくば＞リフォームローン」 

年1.50%～年3.00%(通常金利年3.50%～年6.50%) 

※変動金利、保証料込 

「＜つくば＞教育ローン」 

年2.00％～年3.00%(通常金利年3.50%～年6.50%) 

※変動金利、保証料込 

※カーディフ団信付の場合、＋0.20%となります 

金利割引条件 

キャンペーン金利にて実行する場合、以下の条件により金利割引を行います 

次の(1)～(3)のすべてを満たす方 

(1)Ｗｅｂ、ＦＡＸ、お電話でお申込みされた方(※) 

(2)個人向けインターネットバンキングまたは 

  個人向けインターネットバンキングLightをご契約・ご登録されている方 

(3)当行スマートフォンアプリ「セキュアスターター」をダウンロードしている方 

※＜つくば＞教育ローンおよび＜つくば＞リフォームローンは、お電話では 

 受付られません。ＷｅｂまたはＦＡＸよりお申し込みください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 鴨志田 内線 3730 

℡ 029－859－8111 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 



 

 

＜商品概要＞ 

＜つくば＞マイカーローン 

ご利用いただける方 

（1） 当行(自店)営業区域内に居住もしくは勤務(従事)している方 

（2） 申込時年齢満 20 歳以上、完済時年齢満 75 歳以下で電話連絡が可能な方 

（3） 安定継続した収入がある方(パート・アルバイトの方もご利用いただけます) 

（4） 筑波信用保証㈱もしくは㈱ジャックスの保証が受けられる方 

（5） 給与所得者は同一勤務先勤続 1 年以上、自営業者は同一事業(営業年数)2 年以上

の方 

お使いみち 

（1） 四輪車・二輪車の購入資金および購入時の関連資金(事業性資金を除く)、修理資金 

（2） 金融機関・信販会社・メーカー系クレジット等のマイカーローン借換資金 

(ただし金利軽減が見込めるもの) 

（3） カーナビ、ＥＴＣ、タイヤホイール等カー用品購入資金 

((1)購入関連資金とセットで申込) 

（4） 残価設定ローンの残価部分の借換資金 

ご融資金額 

10 万円以上 1,000 万円以内(1 万円単位) 

お使いみち(1)～(3)合計で 10 万円以上 1,000 万円以内、 

なおお使いみち（3)は 30 万円以内(お使いみち(1)とセットのみ)となります 

ご融資利率 

変動金利(保証料含む)年 3.5％～6.5％ 

※ ご融資利率は審査のうえ、決定させていただきます 

※ 基準金利の見直しは年１回(10 月 1 日基準)行われます 

ご融資期間 
6 ヶ月以上 10 年以内 

(但し、借換の場合はすでに返済済み期間を含め、10 年以内とします) 

ご返済方法 毎月元利均等分割払い(ボーナス返済併用可能) 

担保・保証人 
不要(保証会社の保証) 

※ 保証会社が条件とした場合は連帯保証人が必要となります 

取扱手数料 1,000 円(消費税別) 

必要書類 

(1) 本人確認資料 

①運転免許証②健康保険証 

③パスポート④個人番号カード(マイナンバーカード)等 

(2) 収入確認資料(ただし、融資金額 500 万円以下の場合は原則不要) 

①源泉徴収票(勤務先の会社名の記載があるもの) 

②納税証明書(その 2)(税務署の発行印があるもの) 

③確定申告書(税務署の受付印があるもの) 

 (e-tax 利用の方は、受信通知と申告データ出力分の受領が必要) 

④住民税決定通知書(市町村長の発行印があるもの) 

⑤所得証明書(市長村長の発行印があるもの) 

(3) 見積書または契約書等 

(4) 資金使途が他社自動車ローンのお借換えの場合、ご利用中の自動車ローンに関す

る資料 

返済予定表・償還表(写)、車検証、預金通帳等返済実績確認資料等 

その他 
 交通傷害保険が付保されます 

 融資金は自動車販売店等への振込となります 

 



 

 

＜つくば＞リフォームローン 

ご利用いただける方 

(1) 当行営業区域内に居住もしくは勤務(従事)している方 

(2) 申込時年齢満 20 歳以上、完済時年齢満 75 歳以下で電話連絡が可能な方 

(3) 安定継続した収入がある方(パート・アルバイトの方は除く) 

(4) 筑波信用保証㈱または㈱ジャックスの保証が受けられる方 

(5) 給与所得者は同一勤務先勤続 1 年以上、自営業者は同一事業(営業年数)2 年以上

の方 

(6) 対象となる住居が本人または同居の家族所有であり、未登記物件でないこと 

(7) 原則として、団体信用生命保険に加入できる方(保険料は当行が負担します) 

お使いみち 

(1) 住居の増改築および住宅設備機器購入資金 

(2) バリアフリー工事および介護機器購入資金 

(3) キッチン、トイレ、浴室等のリフォーム資金 

(4) エコキュート、太陽光発電システム購入資金 

(5) 耐震強化工事資金等 

(6) 上記(1)～(5)のリフォーム資金と他金融機関・他社リフォームローンの「借換」を合わ

せた資金 

(7) 上記(1)～(5)のリフォーム資金と住宅ローンの「借換」を合わせた資金 

ご融資金額 10 万円以上 1,000 万円以内(1 万円単位) 

ご融資利率 

および 

保証料率 

変動金利(保証料込)年 3.5％～年 6.5％ 

※ ご融資利率は審査のうえ、決定させていただきます 

※ 基準金利の見直しは 4 月 1 日と 10 月 1 日の年 2 回行われます 

ご融資期間 6 ヵ月以上 20 年以内（500 万円以下は 15 年以内） 

ご返済方法 毎月元利均等分割払い※ボーナス返済併用可 

担保 不要(保証会社の保証) 

保証人 

原則として不要 

融資対象物件所有者および所得合算者は必ず連帯保証人となります 

また保証会社の条件によっては、連帯保証人が必要となる場合があります 

お取扱手数料 1,000 円(消費税別) 

必要書類 

(1) 本人確認資料 

①運転免許証②健康保険証 

③パスポート④個人番号カード(マイナンバーカード)等 

(2) 収入確認資料 

①源泉徴収票(勤務先の会社名の記載があるもの) 

②納税証明書(その 2)(税務署の発行印があるもの) 

③確定申告書(税務署の受付印があるもの) 

 (e-tax 利用の方は、受信通知と申告データ出力分の受領が必要) 

④住民税決定通知書(市町村長の発行印があるもの) 

⑤所得証明書(市長村長の発行印があるもの) 

(3) 融資対象物件の全部事項証明書(土地・建物) 

(4) 資金使途確認資料 

見積書または売買契約書、工事請負契約書の写し 



 

 

必要書類 

(5) 連帯保証人から徴求する資料 

本人確認資料、収入確認資料、印鑑証明書 1 通(連帯保証人が条件の場合) 

(6) 資金使途に借換を含む場合の徴求資料 

①借換対象ローンの返済予定明細表(償還表)の写し 

②借換対象ローンの返済通帳等支払実績確認資料 

 ※ただし住宅ローンは返済実績 5 年以上、かつ直近 1 年以内に返済遅延がない方 

③借換対象ローンの抵当権抹消後の全部事項証明書 

団体信用生命保険 

 原則、ご加入いただきます 

 地銀協団体信用生命保険に加入できない場合、融資期間は 15 年以内かつ法定相

続人を連帯保証人とさせていただきます 

 融資金額 300 万円以内かつ融資期間 10 年以内の場合、お客さまの希望により加入

いただけます 

支払条件 
・ 融資金はリフォーム業者への振込となります 

・ また借換資金の場合は、お客さまの返済口座への振込となります 

 



 

 

＜つくば＞教育ローン 

ご利用いただける方 

(1) 当行営業区域内に居住もしくは勤務(従事)している方 

(2) 申込時年齢満 20 歳以上、完済時年齢満 75 歳以下で電話連絡が可能な方 

(3) 安定継続した収入がある方(パート・アルバイトの方は除く) 

(4) 筑波信用保証㈱もしくは㈱ジャックスの保証が受けられる方 

(5) 給与所得者は同一勤務先勤続 1 年以上、自営業者は同一事業(営業年数)2 年以上

の方 

(6) 学校に入学(入学予定)ないし在学する子弟を持つ保護者(※)の方 

※各融資形式において、ご利用いただける方が異なります 

①カードローン型 

 …高校以上の学校に入学(入学予定)又は在学中の学生の保護者の方 

(対象となる学校の種類) 

 高校、専門学校、専修学校、短大、大学、大学院、海外の公認された学校 

②証書貸付型 

 …幼稚園以上の学校に入学(入学予定)又は在学中の学生の保護者、 

  または本人および配偶者 

(対象となる学校の種類) 

 幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、専修学校、短大、大学、大学院、 

 予備校、各種学校、海外の公認された学校 

(7) カーディフ生命保険会社または地銀協の団体信用生命保険に加入できる方 

(ただし団体信用生命保険の加入を希望した場合) 

お使いみち 
（1） 入進学時に学校に納付する学費などのあらゆる教育資金 

（2） 他金融機関等からの教育ローンの借換資金 

ご融資金額 

（1） カードローン型 

借入極度額 10 万円以上 1,000 万円以内(10 万円単位) 

（2） 証書貸付型 

10 万円以上 3,000 万円以内（1 万円単位）（合計金額） 

1 つのご融資の上限は 1,000 万円以内となります 

※ 融資金額の上限は、入進学または在学する学校の種類によって異なります 

高校まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 万円以内 

短大・専修学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 万円以内 

予備校・各種学校(証書貸付型のみ)・・・・・・・・・・・ 300 万円以内 

大学・大学院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000 万円以内 

大学・大学院(医、歯、薬学部)(証書貸付型のみ)・・ 3,000 万円以内 

ご融資利率および保

証料率 

変動金利(保証料込)年 3.5％～6.5％ 

※ 年 1 回 10 月 1 日現在の当行の新長期プライムレートを基準として見直しいたします 

※ ご融資利率は審査のうえ決定させていただきます 

※ [死亡保障＋ガン保障]付は 0.2％金利上乗せとなります 

ご返済方法 

（1） カードローン型 

在学期間(ご利用期間)中に、前 1 ヵ月分のお利息のみをお支払いただきます 

(余剰金を元金の返済に充てていただくことも可能です) 

※ご卒業(ご利用期間終了)後は元利均等返済をしていただきます 

（2） 証書貸付型 

毎月元利均等返済をしていただきます。据え置き期間中は、前１ヵ月のお利息のみ

をお支払いただきます 

(融資金の 50％を上限に年 2 回 6 ヵ月ごとのボーナス増額返済もご利用いただけま

す) 



 

 

ご融資期間 

（1） カードローン型 

(ご利用期間) 

 在学されている期間＋ご卒業後 3 ヵ月以内 

 (在学期間中は、お利息のみお支払いいただき、元金はご卒業後 10 年以内に 

 ご返済いただきます) 

 ※ご兄弟が引き続き進学される場合は、カードローン期間を最長 8 年まで 

  延長できます 

(ご返済期間) 

 カードローン期間終了後、返済期間 10 年以内(１ヵ月単位) 

 ※カードローン期間＋証書貸付期間＝最長 18 年 

（2） 証書貸付型 

(ご返済期間) 

 6 ヵ月以上返済期間 10 年以内(据置期間 6 ヵ月以内) 

 ※義務教育期間内の据置(最長 9 年)＋返済期間 10 年＝最長 19 年 

延滞損害金 年 14.0％(年 365 日の日割計算) 

担保・保証人 
不要(保証会社の保証) 

ただし保証会社が条件とした場合は連帯保証人が必要となります 

必要書類 

（1） 本人確認資料 

①運転免許証  ②健康保険証 

③パスポート  ④個人番号カード(マイナンバーカー ド)等 

（2） 収入確認資料 

①源泉徴収票(勤務先の会社名の記載があるもの) 

②納税証明書(その 2)(税務署の発行印があるもの) 

③確定申告書(税務署の受付印があるもの) 

 (e-tax 利用の方は、 受信通知と 申告データ出力分の受領が必要) 

④住民税決定通知書(市町村長の発行印があるもの) 

⑤所得証明書(市長村長の発行印があるもの) 

（3） 住民票謄本 

（4） 勤続年数を確認する書類     健康保険証等 

（5） 入学・進学の証明書 

（6） 必要金額を証明する書類(証書貸付) 

（7） 資金使途に借換を含む場合の徴求資料 

①借換対象ローンの返済予定明細表(償還表)の写し 

②借換対象ローンの返済通帳等支払実績確認資料 

団体信用生命保険 

ご希望により、地銀協団体信用生命保険(死亡または高度障害保障)またはカーディフ生

命保険会社(死亡または高度障害保障＋ガン保障)に加入することができます 

※ カードローン型 500 万円超の借入の場合、 カーディフ生命保険会社に加入のみとな

ります 

 


