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平成２３年９月２６日 
 

事業者向けおよび個人向けローンの取扱開始について 
 
 

筑波銀行（頭取：木村 興三、本店：茨城県土浦市）では、東日本大震災により被災されたお客さま

を対象に特別融資制度等のお取扱いを行って参りましたが、一日も早い地域社会・経済の復興をご支援

するため、地域復興支援プロジェクト「あゆみ」のもと、新たなローン商品の取扱いを開始しますので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．ご融資対象者 

  法人、個人事業主または個人の方 

   ※東日本大震災による被災された方以外でもご利用いただける商品もございます。 

 

２．取扱期間 

  平成 23 年 10 月 1 日（土）～平成 24 年 3月 30 日（金） 

   ※上記期間にご融資実行される方を対象といたします。 

 

３．商品概要  

事業資金に関するプラン 復興支援ローン／雇用支援ローン／ＥＣＯローン 

お住まいに関するプラン 
無担保住宅ローン／エクステリアローン／家財・家電ローン／ 

エコリビングローン 

お使いみち限定プラン 墓石ローン／マイカーローン／住替えローン 

お使いみち自由プラン 返済支援ローン／就活支援ローン／快活ローン 

   ※商品概要の詳細は、別紙を参照願います。 

   

４．その他 

（１）各種お申込手続き等につきましては、お近くの店頭窓口までお問い合わせください。 

（２）お申込みに際しては、当行所定の審査がございます。審査結果によっては、ご希望に添えな 

い場合もございますので、予めご了承ください。 

 
 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          
 

 

事業者向けおよび個人向けローン商品内容一覧 

１．事業資金に関するプラン 

 復興支援ローン 雇用支援ローン ＥＣＯローン 

ご融資対象者 法人、個人事業主 

東日本大震災の被災者を新
たに雇用する、または震災
以降新たに雇用した事業者
（法人、個人事業主） 

法人、個人事業主 

お使いみち 
事業資金 

（運転資金・設備資金）

人件費等の運転資金・福利

厚生施設等の建設資金 

「省エネ効果のある設備」
または「再生可能エネルギ
ー設備」に関する資金 

＊省エネ型照明、ヒートポン

プ給湯、太陽光発電施設、

風力発電施設等 

ご融資金額 １億円以内 
運転資金 1 千万円以内 

設備資金 5 千万円以内 
3 千万円以内 

ご融資期間 

運転資金  10 年以内 

設備資金  20 年以内 

＊いずれも据置 2年以内可 

運転資金  10 年以内 

設備資金  20 年以内 

＊いずれも据置 1年以内可 

20 年以内 

＊据置 1年以内可 

ご融資利率 
年 1.85％（変動金利） 

＊金利割引あり 
年 1.00％（変動金利） 年 1.35％（変動金利） 

担保 原 則 不 要 

保証人 
法 人 ： 代 表 者 

個人事業主：第三者保証不要 

 

２．お住まいに関するプラン 

 無担保住宅ローン エクステリアローン 家財・家電ローン エコリビングローン 

ご融資対象者 
「被災者」または「被災者のご親族」 

＊「エコリビングローン」は、被災された方以外でもご利用いただけます 

お使いみち 

居住用自宅の建替

え、買換え、修繕

資金 

内外装補修・塗装の 
工事、ガス・上下水道・
電気等の工事、住宅設
備機器の購入、塀・ 
外構・ガレージ・造園
等の工事に関する資金

家財・家電の購入

資金 

エコリフォーム工

事資金・環境配慮

型設備設置資金 

ご融資金額 2 千万円以内 

30 万円以上 

500 万円以内 

＊当行住宅ローンを 
ご利用中の方は、
1,000 万円以内 

200 万円以内 

30 万円以上 

500 万円以内 

＊当行住宅ローンを 
ご利用中の方は、
1,000 万円以内 

ご融資期間 
20 年以内 

＊据置 6ヶ月以内可 

10 年以内 

＊ご融資金額 500 万円
以上は、15 年以内 

5 年以内 

10 年以内 

＊ご融資金額 500 万円
以上は、15 年以内 

ご融資利率 

住宅ローン基準金利 

＊9月 26 日現在 
3 年固定  年 2.70％ 
5 年固定  年 3.05％ 
10 年固定  年 3.40％ 
変動金利  年 2.475％ 

年 2.85％（変動金利）

＊金利割引 
大▲年 1.00％

年 2.85％（変動金利） 

通常金利年 3.475％ 

→年 1.475％（変動金利）

＊金利割引 
▲年 2.00％

別紙 



担保 原 則 不 要 不 要 

保証人 

原則不要 

＊物件所有者は原則 
連帯保証人 

当行所定の保証会社 

＊物件所有者は原則 
連帯保証人 

原則不要 

当行所定の保証会社 

＊物件所有者は原則 
連帯保証人 

・「無担保住宅ローン」は、「罹災証明書」のご提出が必要となります。 
・「エクステリアローン」および「家財・家電ローン」は、「罹災証明書」
または「被災証明書」のいずれかのご提出が必要となります。 

― 
その他 

・その他、当行所定の条件に該当する方 

  

３．お使いみち限定プラン 

 墓石ローン マイカーローン 住替えローン 

ご融資対象者 「被災者」または「被災者」のご親族 

お使いみち 墓地・墓石の購入、修繕資金
自家用車に関する一切の資金 

＊事業用車両は対象外 
引越等に関する資金 

ご融資金額 500 万円以内 300 万円以内 50 万円以内 

ご融資期間 10 年以内 7 年以内 5 年以内 

ご融資利率 
年 2.85％（変動金利） 

＊金利割引 大▲年 1.00％ 
年 3.85％（変動金利）

担保 不 要 

保証人 原則不要 当行所定の保証会社 原則不要 

その他 

・「罹災証明書」または「被災証明書」のいずれかのご提出が必要となります。

・「住替えローン」の場合、契約書等の証明書類のご提出が必要となります。

・その他、当行所定の条件に該当する方 

 

４．お使いみち自由プラン 

 返済支援ローン 就活支援ローン 快活ローン 

ご融資対象者 被災者 
震災の影響による離職者

または求職者 

・震災の影響を受けた年金
受給者 

・当行にて公的年金をお受
け取りの方 

・年金担保借入がない方 

お使いみち 
各種ローンのお借換に関する

資金および自由 
自 由 

ご融資金額 300 万円以内 50 万円以内 
年金受給額（年額）の 

1/2 以内 

ご融資期間 7 年以内 
5 年以内 

＊据置 1年以内可 
5 年以内 

ご融資利率 

年 7.8％～年 14.6％ 

（固定金利） 

＊金利割引▲年 1.00％ 

年 3.85％ （変動金利） 

担保 不 要 

保証人 当行所定の保証会社 原 則 不 要 

その他 

・「罹災証明書」または「被災証明書」のいずれかのご提出が必要となります。

・「就活支援ローン」の場合、被災の影響により離職されたことを証明する書類

のご提出が必要となります。 

・その他、当行所定の条件に該当する方 

 

○上記各種プランのお申込みに際しては、当行所定の審査がございます。審査結果によっては、ご希望

に添えない場合もございますので、予めご了承ください。 

 


