2022 年 10 月 3 日現在

２ ．融資 商品

2022 年 10 月 3 現在

（商品概要）
全国保証保証付住宅ローン「住まいる いちばんネクストⅤ」
ご利用いただける方

融資形式
ご融資金額
ご融資期間

下記のすべて満たす個人のお客さま
（１）お申込時および融資時の年齢が満１８歳以上満６５歳未満で約定完済時の
年齢が満８０歳未満の方（※加入する団信の種類により異なる）
（２）勤務地、居住地または新たに取得する物件の所在地が取扱店の営業区域内
にある方
（３）外国人の方は永住許可を受けていること
（４）勤続年数が１年以上の正社員（一般）の方医師・弁護士・公認会計士・税
理士の方。または勤続年数が１年以上かつ通年決算２期以上の正社員（親
族会社勤務）の方。または営業年数が２年以上かつ通年決算２期以上ある
自営業者（法人役員・親族経営法人に勤務する方を含みます）の方。
（５）本人の前年度の税込年収が１００万円以上あり、安定継続した収入が得ら
れる職業・業種に従事している方（保証期間中、継続的な年金受給が確定
している公的年金の受給をされている方で、保証会社が特に認めた場合を
含みます。）
（６）保証会社指定の団体信用生命保険に加入できる方
（７）全国保証（株）の保証が受けられる方
証書貸付（ローン）
１００万円以上１億円以内（１万円単位）
２年以上最長５０年以内（1 年単位）

据置期間 1 年以内(実行日の 1 年後の応答日まで)
※お利息は据置期間中もお支払いただきます。

ご融資利率

金利選択型
（１）変動金利選択
（２）固定金利選択
変動金利期間中はいつでも固定金利型 ３年・５年・１０年の中から固定金利
への変更ができます。
特約期間をご選択いただきます。
※金利の変動ルール
①新規融資利率は毎月下旬に見直し、
毎年４月１日および１０月１日の当行
翌月より適用いたします。
の定める住宅ローン金利を基準として ②固定金利特約期間経過後は、変動金
見直し、６月および１２月のご返済日の
利型、固定金利型を再びご選択いた
翌日より新利率を適用いたします。ただ
だけます。
し、月々のご返済額は５年間変更いたし
ません。
（３）段階固定金利選択型
当初融資実行時から１１年間と１２年目以降最終回までの、２段階の金利を適用
します。
(４)固定金利型
融資期間中の金利見直しが行われません。
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ご返済方法

毎月均等割賦償還（元利・元金）
、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資元金の５０％以内です）

資金使途

（１）住宅用土地購入資金（３年以内に住宅を建てることが条件となります）
（２）住宅購入資金
（３）住宅の新築資金
（４）住宅のリフォーム資金（増改築・修繕資金）
（５）住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金
（６）住宅に付随するインテリアおよびエクステリア資金
（７）住宅ローンの借換資金（直近１年間に延滞の無いことが条件となります）
（８）自己居住用住宅の住み替えに要する資金
（９）上記（１）～（８）に関する諸費用資金
融資対象の土地・建物に、原則第１順位の抵当権を設定させていただきます。

担

保

保証人

保証料

全国保証㈱の保証をご利用いただきます。
所得合算する場合や、担保提供者、団体信用生命保険に加入できない場合の法定
相続人、その他全国保証㈱が必要と認めた場合には、該当者の方を連帯保証人と
させていただきます。
◇分割保証料
期間
２年以上５０年以内
保証料
年率 0.08％～0.40％
※保証会社事務手数料：無料
◇一括（前払い）保証料の目安（百万円あたりの保証料）
期間
５年
１０年
１５年
２０年
保証料

2,069 円
～8,870 円

3,705 円
～15,882 円

5,233 円
～22,427 円

6,632 円
～28,423 円

期間

２５年

３０年

３５年

５０年

保証料

7,891 円
～33,819 円

9,005 円
～38,594 円

9,976 円
～42,756 円

12,114 円
～51,917 円

手数料

※保証会社の審査により超過保証料がかかる場合もあります。
※保証会社事務手数料：５５，０００（消費税込）
・銀行事務取扱手数料：５５，０００円（消費税込）

ご用意いただく書類

・ご返済方法等の変更手数料：６，６００円（消費税込）
・繰上返済手数料
インターネットバンキングによる一部繰上返済：無料
その他
適用金利
繰上返済金額
100 万円未満
固定金利
100 万円以上 1,000 万円未満
1,000 万円以上
一部繰上返済（金額によらず）
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
変動金利
以内の場合
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
超の場合
窓口までお問い合わせください。

その他

ご返済試算額は当行のホームページで試算できますのでご利用ください。

料金（消費税込）
6,600 円
33,000 円
55,000 円
6,600 円
6,600 円
無料

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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全国保証保証付住宅ローン「住まいる
ご利用いただける方

stage
年収

医師・公
務員等
その他

サポート」

下記のすべて満たす個人のお客さま
（１）お申込時および融資時の年齢が満１８歳以上満６５歳未満で約定完済時の
年齢が満８０歳未満の方（※加入する団信の種類により異なる）
（２）勤務地、居住地または新たに取得する物件の所在地が取扱店の営業区域内
にある方
（３）外国人の方は永住許可を受けていること
（４）「フラット３５」等の公的住宅融資と本商品を当行で利用される方
（５）保証会社指定の団体信用生命保険に加入できる方
（６）全国保証（株）の保証が受けられる方
1st stage

2nd stage

１００万円以上

3rd stage
１００万円以上

５００万円以上

勤続年数 医師・公
１年以上
務員等
給与所得
５年以上
２年以上
１年以上
者
法人役員
３期以上
２期以上
等
年金受給
受給実績あり
者
返済実績（借換時） ・１年以上
・原則、直近１年間に日数延滞を含む延滞歴がないこと
資金使途 自己居住 ①土地および住宅の購入資金（1st stage は、土地購入資金のみの対応不可）
用物件の ②住宅の新築・リフォーム資金（付随するインテリア、設備資金、エクステリア費
購入・借
用）
換等
③住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金
④借換資金
諸費用
上記①～④に伴う諸費用
対象物件 土地

建物

原則６０㎡以上
借地の場合は普通借地（定期借地は不可）
保留地は取り扱い不可
延床面積５０㎡以上（マンションの場合は専有面積５０㎡以上、表示登記が昭和５
７年１月１日以降）
専用住宅限定

ご融資金
額

事業併用住宅も可能（住居部分 1/2 以上）

１００万円以上１億円以下（１万円単位）
（累積保証金額１億円以内）
担保評価額の１００％以内＋５００万円
年収倍率

ご融資期間
ご融資利率

年収の６倍以内

担保評価額の１００％＋
２００万円

なし。（ただし、一定の年収倍率を考慮）

原則２年以上３５年以内（１ヶ月単位）
特例最長５０年以内（種別・stage・年収倍率により最長期間に制約）
①金利選択型
ア．変動金利選択
変動金利期間中はいつでも固定金利型への変更ができます。
※金利の変動ルール
毎年４月１日および１０月１日の当行の定める住宅ローン金利を基準と
して見直し、６月および１２月のご返済日の翌日より新利率を適用いた
します。ただし、月々のご返済額は５年間変更いたしません。
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ご返済方法
返済負担 年収
比率
300 万
円未満
400 万
円未満
400 万
円以上
500 万
円以上
800 万
円以上
親子リレー

イ．固定金利選択
３年・５年・１０年の中から固定金利特約期間をご選択いただきます。
（ァ）新規融資利率は毎月下旬に見直し、翌月より適用いたします。
（ィ）固定金利特約期間経過後は、変動金利型、固定金利型を再びご選択
いただけます。
②段階固定金利選択型
当初融資実行時から１１年間と１２年目以降最終回までの、２段階の金利を適用
します。
③固定金利型
融資期間中の金利見直しが行われません。
※適用金利は窓口までお問い合わせください。
毎月均等割賦償還（元利・元金）、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資元金の５０％以内です）
耐用年数超 耐用年数内 耐用年数を超過・土地取得
左記以外
過物件
の物件
資金のみ
１０％以内

２０％以内

１５％以内

２５％以内

１５％以内

２５％以内

２０％以内

３０％以内

２０％以内

３０％以内

２０％以内

３０％以内

２５％以内

３５％以内

×（不可）

収入合算 1/2 収入
合算
×（不可）

正社員の
全額収入
合算

借換の全
額収入合
算

２５％以内

×（不可）

×（不可）

○（可能）
１名限り
①主債務者の要件と同一条件を満たす方
②同居する配偶者および親・子
③金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連
帯保証人または連帯債務者とすること
1 名限り
①主債務者と同一条件を満たす方
②正社員（公務員・一般）に該当する方
③同居する配偶者および親・子
④金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連
帯保証人または連帯債務者とすること
１名限り
①主債務者の要件と同一条件を満たす方
②同居する配偶者および親・子
③金銭消費貸借契約および保証委託契約において、連
帯債務者とすること

抵当権

融資対象物件に対し抵当権第２順位の設定登記

団体信用生命保険

保証会社所定のいずれかの団体信用生命保険に加入いただきます。

保証料

手数料

一括支払
（100 万
通常：１１，３６９円
通常：１４，２１１円
通常：１９，８９６円
円、20 年
超過：４２，６３５円
超過：７１，０５９円
超過：９９，４８２円
保証の場
合）
分割支払
×（不可）
（月払）
・銀行事務取扱手数料：５５，０００円（消費税込）
・ご返済方法等の変更手数料：６，６００円（消費税込）
・繰上返済手数料
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インターネットバンキングによる一部繰上返済：無料
その他
適用金利
繰上返済金額
100 万円未満
固定金利
100 万円以上 1,000 万円未満
1,000 万円以上
一部繰上返済（金額によらず）
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
変動金利
以内の場合
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
超の場合

料金（消費税込）
6,600 円
33,000 円
55,000 円
6,600 円
6,600 円
無料

ご用意いただく書類

窓口までお問い合わせください。

その他

①別物件による担保評価加算
保証会社が認めた流動性・処分性の高い物件に限り適用します。
②ミックス・ペアローン案件の事務手数料優遇
ア．２種類の金利プランの組み合わせにより、諸費用を除く同一資金使途の融資を２
本立てで融資実行する場合に適用（保証料の組み合わせはございません）
イ．夫婦（親子）がそれぞれ債務者として、かつ、それぞれが相手の債務に対する連
帯保証人となり、２本立てで融資を実行する場合に適用
③ご返済試算額は当行のホームページで試算できますのでご利用ください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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全国保証保証付住宅ローン「住まいる
ご利用いただける方

下記のすべて満たす個人のお客さま
（１）お申込時および融資時の年齢が満１８歳以上満６５歳未満で約定完済時の
年齢が満８０歳未満の方（※加入する団信の種類により異なる）
（２）勤務地、居住地または新たに取得する物件の所在地が取扱店の営業区域内
にある方
（３）外国人の方は永住許可を受けていること
（４）保証会社指定の団体信用生命保険に加入できる方
（５）全国保証（株）の保証が受けられる方

stage
年収

アシスト」

1st stage

医師・公
務員等
その他

2nd stage

１００万円以上

１００万円以上

５００万円以上

勤続年数 医師・公
１年以上
務員等
給与所得
５年以上
２年以上
者
法人役員
×（不可）
３期以上
等
返済実績（借換時） ・３年以上
・原則、直近１年間に日数延滞を含む延滞歴がないこと
資金使途 自己居住
用物件の ①借換資金
リフォー ②リフォーム資金（付随するインテリア、設備資金、エクステリア費用）
ム・借換 ③住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金
等
諸費用
上記①～③に伴う諸費用
対象物件 土地

建物

原則６０㎡以上
借地の場合は普通借地（定期借地は不可）
保留地は取り扱い不可
延床面積５０㎡以上（マンションの場合は専有面積５０㎡以上、表示登記が昭和５
７年１月１日以降）
専用住宅限定

ご融資金額
ご融資
限度額

事業併用住宅も可能
（居住部分 1/2 以上）

１００万円以上１，０００万円以下（１万円単位）
（累積保証金額１億円以内）

リフォー
５００万円
ム資金
借換資金 １，０００万円
諸費用資
金（有担
５００万円
保商品と
併用）
年収倍率

年収の６倍以内

ご融資期 リフォー
間
ム資金・ ２年以上２０年以内
借換資金
諸費用資
金（有担
有担保商品の融資期間と同様
保商品と
併用）

なし（ただし、一定の年収倍率を考慮）
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ご融資利率

ご返済方法
返済負担 年収
比率
300 万
円未満
400 万
円未満
400 万
円以上
500 万
円以上
800 万
円以上

①金利選択型
ア．変動金利選択
変動金利期間中はいつでも固定金利型への変更ができます。
※金利の変動ルール
毎年４月１日および１０月１日の当行の定める住宅ローン金利を基準と
して見直し、６月および１２月のご返済日の翌日より新利率を適用いた
します。ただし、月々のご返済額は５年間変更いたしません。
イ．固定金利選択
３年・５年・１０年の中から固定金利特約期間をご選択いただきます。
（ァ）新規融資利率は毎月下旬に見直し、翌月より適用いたします。
（ィ）固定金利特約期間経過後は、変動金利型、固定金利型を再びご選択
いただけます。
②段階固定金利選択型
当初融資実行時から１１年間と１２年目以降最終回までの、２段階の金利を適用
します。
③固定金利型
融資期間中の金利見直しが行われません。
※適用金利は窓口までお問い合わせください。
毎月均等割賦償還（元利・元金）、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資元金の５０％以内です）
耐用年数を超過・
左記以外
耐用年数超過物件 耐用年数内の物件 土地取得資金のみ
１０％以内

２０％以内

１５％以内

２５％以内

１５％以内

２５％以内

２０％以内

３０％以内

２０％以内

３０％以内

２０％以内

３０％以内

２５％以内

３５％以内

２５％以内

３５％以内

親子リレー

×（不可）

収入合算 1/2 収入
合算
×（不可）

正社員の
全額収入
合算
×（不可）

借換の全
額収入合
算

抵当権

×（不可）

無担保

○（可能）
１名限り
①主債務者の要件と同一条件を満たす
方
②同居する配偶者および親・子
③金銭消費貸借契約および保証委託契
約において、連帯保証人または連帯債
務者とすること
１名限り
①主債務者と同一条件を満たす方
②正社員（公務員・一般）に該当する方
③同居する配偶者および親・子
④金銭消費貸借契約および保証委託契
約において、連帯保証人または連帯債務
者とすること
１名限り
①主債務者の要件と同一条件を満たす
方
②同居する配偶者および親・子
③金銭消費貸借契約および保証委託契
約において、連帯債務者とすること
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団体信用生命保険
保証料

一括支払
（100 万
円、20 年
保証の場
合）
分割支払
（月払）

手数料

ご用意いただく書類
その他

保証会社所定のいずれかの団体信用生命保険に加入いただきます。

４２，６３５円
（全て超過保証料）

７１，０５９円
（全て超過保証料）

×（不可）
・銀行事務取扱手数料
リフォーム資金・借換の場合：５５，０００円（消費税込）
有担保または無担保商品と併用した諸費用・太陽光発電資金の場合：免除
・ご返済方法等の変更手数料：６，６００円（消費税込）
・繰上返済手数料
インターネットバンキングによる一部繰上返済：無料
その他
適用金利
繰上返済金額
料金（消費税込）
100 万円未満
6,600 円
固定金利
100 万円以上 1,000 万円未満
33,000 円
1,000 万円以上
55,000 円
一部繰上返済（金額によらず）
6,600 円
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
6,600 円
変動金利
以内の場合
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
無料
超の場合
窓口までお問い合わせください。
①ミックス・ペアローン案件の事務手数料優遇
ア．２種類の金利プランまたは保証料（一括・分割）の組み合わせにより、諸費用を
除く同一資金使途の融資を２本立てで融資実行する場合に適用
イ．夫婦（親子）がそれぞれ債務者として、かつ、それぞれが相手の債務に対する連
帯保証人となり、２本立てで融資を実行する場合に適用
③ご返済試算額は当行のホームページで試算できますのでご利用ください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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ZEH 専用住宅ローン
ご利用いただける方

ご融資形式
ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

専用ローン優遇１
金利割引

専用ローン優遇２
上乗せ金利優遇
ご返済方法

下記のすべて満たす個人のお客さま
（１）年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅
（ZEH：ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ）を取得される方
（２）お申込時および融資時の年齢が満１８歳以上満６５歳未満で約定完済時の
年齢が満８０歳未満の方（※加入する団信の種類により異なります）
（３）勤務地、居住地または新たに取得する物件の所在地が取扱店の営業区域内
にある方
（４）外国人の方は永住許可を受けていること
（５）勤続年数が１年以上の正社員（一般）の方医師・弁護士・公認会計士・税
理士の方。または勤続年数が１年以上かつ通年決算２期以上の正社員（親
族会社勤務）の方。または営業年数が２年以上かつ通年決算２期以上ある
自営業者（法人役員・親族経営法人に勤務する方を含みます）の方。
（６）本人の前年度の税込年収が１００万円以上あり、安定継続した収入が得ら
れる職業・業種に従事している方（保証期間中、継続的な年金受給が確定
している公的年金の受給をされている方で、保証会社が特に認めた場合を
含みます。）
（７）保証会社指定の団体信用生命保険に加入できる方
（８）全国保証（株）の保証が受けられる方
証書貸付（ローン）
１００万円以上１億円以内（１万円単位）
２年以上５０年以内（1 年単位） 据置期間 1 年以内
金利選択型
（１）変動金利選択
（２）固定金利選択
変動金利期間中はいつでも固定金利型 ３年・５年・１０年の中から固定金利
への変更ができます。
特約期間をご選択いただきます。
※金利の変動ルール
①新規融資利率は毎月下旬に見直し、
毎年４月１日および１０月１日の当行の定
翌月より適用いたします。
める住宅ローン金利を基準として見直し、 ②固定金利特約期間経過後は、変動金
６月および１２月のご返済日の翌日より新
利型、固定金利型を再びご選択いた
利率を適用いたします。ただし、月々のご
だけます。
返済額は５年間変更いたしません。
（３）段階固定金利選択型
当初融資実行時から１１年間と１２年目以降最終回までの、２段階の金利を適用
します。
(４)固定金利型
融資期間中の金利見直しが行われません。
店頭金利からの割引幅
金利プラン
割引幅
変動金利
▲1.875％
固定期間３年
▲2.100％
（特約期間終了後）
固定金利選択型
固定期間５年
▲1.600％
固定期間 10 年
当初 11 年間
▲1.000％
つくば１１
段階金利
12 年目以降
▲1.000％
当初 11 年間
▲1.600％
アトラク
逆段階金利
12 年目以降
▲1.600％
「＜つくば＞自然災害時返済一部免除特約（ワイドタイプ）
」上乗せ金利なし
【通常の住宅ローン上乗せ金利】＋0.250％
⇒【ZEH 専用住宅ローン上乗せ金利】なし
毎月均等割賦償還（元利・元金）
、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資元金の５０％以内です）
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資金使途

担 保
保証人

保証料

（１）住宅用土地購入資金（３年以内に住宅を建てることが条件となります）
（２）住宅購入資金
（３）住宅の新築資金
（４）住宅のリフォーム資金（増改築・修繕資金）
（５）住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金
（６）住宅に付随するインテリアおよびエクステリア資金
（７）住宅ローンの借換資金（直近１年間に延滞の無いことが条件となります）
（８）自己居住用住宅の住み替えに要する資金
（９）上記（１）～（８）に関する諸費用資金
融資対象の土地・建物に、原則第１順位の抵当権を設定させていただきます。
全国保証㈱の保証をご利用いただきます。
所得合算する場合や、担保提供者、団体信用生命保険に加入できない場合の法定
相続人、その他全国保証㈱が必要と認めた場合には、該当者の方を連帯保証人と
させていただきます。
◇分割保証料
期間
２年以上５０年以内
保証料
年率 0.08％～0.40％
※保証会社事務手数料：無料
◇一括（前払い）保証料の目安（百万円あたりの保証料）
期間
５年
１０年
１５年
２０年
保証料

2,069 円
～8,870 円

3,705 円
～15,882 円

5,233 円
～22,427 円

6,632 円
～28,423 円

期間

２５年

３０年

３５年

５０年

保証料

7,891 円
～33,819 円

9,005 円
～38,594 円

9,976 円
～42,756 円

12,114 円
～51,917 円

手数料

※保証会社の審査により超過保証料がかかる場合もあります。
※保証会社事務手数料：５５，０００（消費税込）
・銀行事務取扱手数料：５５，０００円（消費税込）

ご用意いただく書類

・ご返済方法等の変更手数料：６，６００円（消費税込）
・繰上返済手数料
適用金利
繰上返済金額
料金（消費税込）
100 万円未満
6,600 円
固定金利
100 万円以上 1,000 万円未満
33,000 円
1,000 万円以上
55,000 円
一部繰上返済（金額によらず）
6,600 円
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
6,600 円
変動金利
以内の場合
全額繰上返済（当初借入日から 10 年
無料
超の場合
※元利均等返済をご契約のお客さまは、インターネットバンキングによる一部
繰上返済を「無料」でご利用いただけます。
窓口までお問い合わせください。

その他

ご返済試算額は当行のホームページで試算できますのでご利用ください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番地１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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スマイルファミリーローン
ご利用いただける方

お

使

い

み

ち

融
ご

資
形
融 資 金

式
額

ご 融 資 利 率
（ 固 定 金 利 ）

ご

融

資

期

間

ご

返

済

方

法

返

済

日

担 保 ・ 保 証 人
保
証
会
社
取 扱 手 数 料
そ

ご

の

注

意

他

事

項

全国保証または筑波信用保証の保証付住宅ローン（以下、「住宅ローン」といい
ます。
）の主債務者の方
※ただし、つぎの住宅ローンは除きます。
・資金使途が土地取得資金の場合
・つなぎ融資の場合
・お借入金（カードローン、マイカーローン、教育ローン、フリーローン等）の
借換資金
・お借入金の借換資金と同時に利用するマイカー購入資金や教育資金等の利用目
的が明確な資金
※事業性資金、投機目的資金は除きます。
証書貸付
10 万円以上 500 万円以内（１万円単位）
団体信用生命保険なし 年 5.0％（保証料込）
団体信用生命保険あり
一般団信付
年 5.5％（保証料込）
ワイド団信付 年 6.0％（保証料込）
全疾病団信付 年 6.0％（保証料込）
２年以上最長 35 年以内（１年単位）
※ただし、住宅ローンのご返済期間以内となります。
毎月元利均等分割払い または 毎月元金均等分割払い（ボーナス併用可能）
※ご返済口座は住宅ローンのご返済口座と同一となります。
毎月２日・７日・12 日 17 日・22 日・27 日のいずれかとなります。
（銀行休業日
の場合は翌営業日となります。）
※ご返済日は住宅ローンのご返済日と同日となります。
不要（保証会社の保証）
筑波信用保証株式会社
1,100 円（消費税込）
（１）融資金を他社等へ振込する場合、所定の振込手数料をお支払いただきます。
（２）その他お手続きには、金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙税の費用が
かかります。
（１）金利情勢によりお取扱い中であってもお取扱いを中止させていただく場合
がございます。
（２）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、あらかじ
めご了承ください。
（３）返済のご試算等は窓口までお問い合わせください。
（４）詳しくはお近くの筑波銀行の窓口またはすまいるプラザにてご確認くだ
さい。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番地１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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長期固定金利型住宅ローン「フラット３５」
ご利用いただける方

下記のすべての条件を満たす個人のお客さま
①申込時年齢が満７０歳未満の方（親子リレー返済をご利用の場合は、満７０歳
以上の方も申込可）
②日本国籍の方、永住許可等を受けている方または特別永住者の方
③本件を含めたすべての借入れに関して、年収に占める年間返済合計額の割合
（＝総返済負担率）が次表の基準を満たす方（収入を合算できる場合も有）
年収
４００万円未満 ４００万円以上
基準
３０％以下
３５％以下

④借入対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有部
分を持つなどの要件がございます。
※詳しくは窓口へお問い合わせください。
資金使途
申込ご本人またはご親族がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古
住宅の購入資金
ご 融 資 対 象 と な る ①住宅金融支援機構が定めた技術水準に適合する住宅
住宅
②住宅の床面積（注 1）が次表の基準に適合する住宅
一戸建て住宅、連続建て住宅および重ね
７０㎡以上
建て住宅の場合（注２）
共同建て住宅（マンションなど）の場合
３０㎡以上

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率
ご融資実行日

（注１）店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部
分（店舗、事務所など）の床面積以上であることが必要です。
（注２）連続建て住宅：共同建て（２戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを
共有する建て方）以外の建て方で、２戸以上の住宅を
住宅を横に連結する建て方
重ね建て住宅：共同建て以外の建て方で、２戸以上の住宅を上に重ね
る建て方
③住宅の建築費（土地取得費に対する借入れを希望する場合は、その費用を含む）
または購入価格が１億円以下（消費税を含む）の住宅
④敷地面積の要件はありません。
１００万円以上８，０００万円以内（１万円単位）で、建築費（注１）または購
入価格（非住宅部分を除く（注２））以内
（注１）土地取得費に対する借入れを希望する場合は、その費用を含みます。
（注２）店舗、事務所などの非住宅分は借入対象外となります。
１５年（申込みご本人または連帯債務者が満６０歳以上の場合は１０年）以上で、
かつ、次の①または②のいずれか短い年数（１年単位）が上限となります
①「８０歳」-「申込時の年齢（注１）（注２）（１年未満切上げ）」
（注１）年収の５０％を超えて合算した年収合算者がいる場合には、申込みご
本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
（注２）親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわ
らず、後継者の年齢を基準とします。
②３５年
〈ご注意事項〉
・①または②のいずれか短い年数が１５年（申込みご本人または連帯債務者が満
６０歳以上の場合は１０年）より短くなる場合は借入対象とはなりません。
・２０年以下の借入期間を選択した場合は、原則として、返済途中で借入期間を
２１年以上に変更できません。
・全期間固定金利でお取扱いいたします。
・適用金利は窓口までお問い合わせください。
１日から２５日までの当行営業日
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ご返済方法

保証人

元利均等毎月返済または元金均等毎月返済（ボーナス時増額返済併用も可）
※ボーナス時増額返済の割合は、元金の４０％以内（１万円単位）
借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第１
順位の抵当権を設定していただきます。
不要

団体信用生命保険

原則として住宅金融支援機構指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。

火災保険

・返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険（損害保険会社
の火災保険または法律の規定による火災共済）に加入していただきます。
・建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
・保険金額は、ご融資金額以上としていただきます。
・手数料定額型：銀行事務取扱手数料：５５，０００円（消費税込）
・手数料定率型：融資額×２．２％
・物件検査の手数料は適合証明機関により異なります。
・一部繰上返済、全額繰上返済とも繰上返済手数料は不要
・新規お借入時のご融資金利は、毎月決定し、店頭でお知らせいたします。当行
窓口へお問い合わせください。
・ご融資利率は、お申込みの受付時ではなく、資金お受け取り時点の金利が適用
されます。
ご返済試算額は当行のホームページで試算できますのでご利用ください。

担

保

手数料

ご注意事項

その他

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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＜つくば＞無担保住宅ローン
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額

ご融資期間
ご融資利率

金利割引

返済方法
団体信用生命保険

以下のすべて満たす個人のお客さま
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 18 歳以上満 65 歳以下、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・年金受給者の方を含みます)
④保証会社の保証が受けられる方
⑤地銀協団体信用生命保険に加入できる方以下の条件をすべて満たす個人の方
(1)お客さまが居住する住宅(新築・中古物件)の購入資金(店舗併用住宅
の場合、住宅部分の専有面積が店舗部分の専有面積を上回る物件が
対象となります）
(2)お客さまが既に居住している住宅に隣接する土地(道路を挟んだ対面
の土地も対象となります）、または底地の購入資金
(3)上記(1)または（2）の資金と同時に行うリフォーム資金(車庫・エク
ステリア・造園を含みます)
(4)上記(1)または(2)の購入に伴う諸費用等の資金
(家具、家電、印紙代、事務手数料、仲介手数料、火災保険料、登記
費用等）
※但し、上記いずれの場合においても、違法建築物、事業性及び転売目的
を除きます。
10 万円以上 1,000 万円以内(1 万円単位)
※お客さまが居住する住宅(新築・中古物件)の購入、お客さまが既に
居住している住宅に隣接する土地、または底地の購入資金と同時に
リフォームを行う場合は、1,500 万円以内となります。ただし、自営業
の方は、リフォーム資金を含む場合であっても 1,000 万円以内となり
ます。
※諸費用等の資金の上限は 100 万円となります。
６ヶ月以上２０年以内（1 か月単位））
変動金利(保証料込)
2.9%～3.9%
※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。
以下の取引内容等項目に応じて金利割引をいたします。
下記割引幅は合算してご利用いただけます。但し最大割引幅は「年▲0.400％」
となります。
内容
割引幅
1.「子育て応援サポート」
（※1）対象の方
①2 人以下の子供を持つ保護者の場合
年 0.100％
②3 人以上の子供を持つ保護者の場合
年 0.300％
2.わくわくポイント(※2)
10 ～ 19 ポイントの方
年 0.200％
20 ポイント以上の方
年 0.400％
3.ひとり親世帯の世帯主の方(※3)
年 0.400％
(※1)「いばらき Kids Club」等、「子育て支援パスポート事業」参加自治体が
交付する子育て優待カードを保有されている方が対象となります。
(※2)わくわくポイントにつきましては、わくわくポイントリーフレット
をご参照ください。当行のローンを利用されている方の場合、直近
1 年以内に約定日延滞が無い方が対象となります。
(※3)融資申込時にひとり親世帯の世帯主の方が対象となります。
元利均等月賦返済、ボーナス返済併用可
（ボーナス返済部分は借入額の５０％以内）
地銀協団体信用生命保険に加入いただきます。
（金利上乗せはございません。）
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担保・保証人
保証料
手数料
その他

不 要
ただし、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ございます。
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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＜つくば＞リフォームローン
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

金利割引

返済方法

以下の条件をすべて満たす個人の方
①当行（自店）の営業区域内に居住または勤務（従事）されている方
②お申し込み時年齢満１８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・アルバイトは除く）
※ただし、年金受給者からのお申込み等、保証会社と協議し承認を得た場合、
本ローンとしてお取扱いができます。
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月に月越し延滞がない方
⑤筑波信用保証㈱または㈱ジャックスの保証が受けられる方
⑥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
⑦住居が本人または同居の家族保有であり、未登記物件ではない方
⑧融資金をリフォーム業者に振込できる方
（借換資金についてはお客さまの返済口座への振込とし、完済されたことを確
認できる資料をご提出いただきます）
⑨原則として、団体信用生命保険に加入できる方
（加入ができない場合、一部条件がございます）
⑩リフォームローンまたは住宅ローンの「借換」を資金使途に含む場合、その借
換対象ローンに返済遅延が無い方
※ただし、住宅ローンは返済実績５年以上あり、かつ直近１年以内に返済遅延
が無い方
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
⑧リフォーム資金の借換資金
１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
６ヶ月以上２０年以内（５００万円以下は１５年以内）
変動金利型でお取扱いいたします。
適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
※金利の変動ルール
年２回４月１日および１０月１日現在の住宅ローン変動金利の金利を基準
として見直し、６月および１２月の返済日の翌日より新利率を適用します。
以下の取引内容等項目に応じて金利割引をいたします。
下記割引幅は合算してご利用いただけます。但し最大割引幅は「年▲0.400％」
となります。
①「子育て応援サポート（※１）
」対象者
２人以下の子供を持つ保護者の場合 年▲０．１００％
３人以上の子供を持つ保護者の場合 年▲０．３００％
②「わくわくポイント（※２）」による金利割引
１０～１９ 年▲０．２００％
２０～
年▲０．４００％
（※１）
「いばらき Kids Club」等、
「子育て支援サポート事業」参加自治体が交付す
る子育て優待カードの保有者が対象となります。
（※２）当行のローン利用者の場合、直近１年以内に約定日延滞が無い方が対象とな
ります。
元利均等月賦返済、ボーナス返済併用可
（ボーナス返済部分は借入額の５０％以内）
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団体信用
生命保険

担保・保証人
保証料
手数料
その他

①原則、地銀協団体信用生命保険に加入いただきます。（保険料は融資利率に含
まれております）
②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年以内とさせて
いただきます。
③融資金額３００万円以内、かつ融資期間１０年以内の場合は任意加入といたし
ます。
不 要
ただし、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ございます。
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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＜つくば＞教育ローン
ご利用いただける方

資金使途

以下の条件をすべて満たす個人の方
② 当行（自店）の営業区域内に居住もしくは勤務（従事）されている方
②申込時年齢満１８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・アルバイトは除く）
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月に月越し延滞がない方
⑤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
⑥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
⑦学校の入学（入学予定）ないし在学する子弟を持つ保護者（※）
※融資形式において対象者が異なります。
ア．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
（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
イ．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
⑧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）
①子弟の教育のために必要な資金。
入学金、授業料等学校に納付する学費および教科書代・教材費、下宿代、
交通費等（毎月の生活費は対象外）
②他金融機関からの教育ローンの借換資金
※借換対象ローンが過去１年以内に延滞していないこと（借入後１年未満の場
合は、借入後延滞がないこと）
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ご融資金額

ご融資期間

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。
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）
（上限３，０００万円は、医、歯、薬学系大学のみ）
（1 つの債権の上限は１，０００万円以内）
（注）教科書代・下宿代等で資金使途を確認する資料をご提出いただけない場
合は、下記比率以内で融資金額への加算が認められます。
・融資金額１００万円未満 疎明資料の２０％
・融資金額１００万円以上 疎明資料の１５％
〈教育ローン借入上限額〉
（単位：万円）
公立
私立
（内カー
（内カー
上限額
上限額
ド上限額）
ド上限額）
幼稚園～中学校
300
－
300
－
高校
300
300
300
300
大学・大学院
800
800
800
800
（文系自宅）
大学・大学院
800
800
800
800
（理系自宅）
大学・大学院
800
800
1,000
1,000
（文系下宿）
大学・大学院
800
800
1,000
1,000
（理系下宿）
大学・大学院
800
800
3,000
1,000
（医系自宅）
大学・大学院
1,000
1,000
3,000
1,000
（医系下宿）
短大・専修学校
300
300
300
300
予備校等（証貸のみ）
－
－
300
－
①カードローン型
（カードローン期間）
在学期間＋３ヶ月
・利払日とカードローン利用期間終了日は同一日
・子弟が重複または継続して進学する場合、いずれかの子弟の卒業見込みまで
延長可能（但し、最長８年までとなります）
・在学期間は、資金を必要とする子弟の学校卒業予定年月までとします。
（証書貸付期間）
カードローン期間終了後、返済期間１０年以内（１ヶ月単位）
※カードローン期間＋証書貸付期間＝最長１８年
②証書貸付型
（子弟義務教育期間中の場合）
６ヶ月以上で義務教育期間内の据置期間（最長９年）＋返済期間１０年以内
※義務教育期間内で据置期間９年を設定した場合、最長１９年
※義務教育期間終了後の据置期間は設定できません。
（義務教育期間以外の場合）
６ヶ月以上返済期間１０年以内（据置期間６ヶ月以内）
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ご融資利率

金利割引

ご返済方法

団体信用
生命保険

適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
①カードローン型
（カードローン期間）
変動金利型でお取扱いいたします。
※金利変動ルール
毎年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に見直し、１
２月の約定日の翌日から適用します。
（証書貸付期間）
変動金利型でお取扱いいたします
※金利の変動ルール
毎年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に見直し、１
２月の約定日の翌日から適用します。
切替時適用利率は、カードローン期間終了日現在の当該カードローンの適用利
率といたします。なお、団体信用生命保険の付保を希望した場合は、融資利率
は以下のとおりとなります。
※地銀協団信の場合、金利上乗せは行わず、上記金利が適用されます。
※カーディフ団信の場合、上記金利＋年０．２０％上乗せした金利を適用いた
します。
②証書貸付型
変動金利としてお取扱いいたします。
※金利の変動ルール
毎年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に見直し、１２
月の約定日の翌日から適用します。
以下の取引内容等項目に応じて金利割引をいたします。
下記割引幅は合算してご利用いただけます。但し最大割引幅は「年▲0.400％」
となります。
①「子育て応援サポート（※１）
」対象者
２人以下の子供を持つ保護者の場合 年▲０．１００％
３人以上の子供を持つ保護者の場合 年▲０．３００％
②「わくわくポイント（※２）」による金利割引
１０～１９ 年▲０．２００％
２０～
年▲０．４００％
③ひとり親世帯の世帯主の方（※３）年▲０．４００％
（※１）
「いばらき Kids Club」等、
「子育て支援サポート事業」参加自治体が交付す
る子育て優待カードの保有者が対象となります。
（※２）当行のローン利用者の場合、直近１年以内に約定日延滞が無い方が対象とな
ります。
（※３）融資申込時にひとり親世帯の世帯主の方が対象となります。
①カードローン型
（カードローン期間）
元金据置
随時返済（１円単位）
（証書貸付期間）
元利均等割賦償還
ボーナス増額返済併用可（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
②証書貸付型
元利均等割賦償還
ボーナス増額返済併用可（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
お客さまの希望により、お客さまを被保険者として、地方銀行協会の団体信用生
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）にご加入いただけます。
※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のみとな
ります。
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担保・保証人
保証料
その他

不 要
※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。
保証料はご融資利率に含まれております。
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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＜つくば＞マイカーローン
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額

ご融資期間
ご融資利率

金利割引

ご返済方法

担保・保証人
保証料
手数料
その他

以下の条件をすべて満たす個人の方
② 当行（自店）の営業区域内に居住もしくは勤務（従事）されている方
②申込時年齢満１８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・アルバイトを含む）
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月に月越し延滞がない方
⑤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
⑥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
⑦融資金を販売店に振込できる方
（借換資金については振込扱いとし、完済されたことを確認できる資料をご提
出いただきます）
①四輪車・二輪車の購入資金および購入時の関連資金（事業性資金は除く）
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）、修理資金
④残価設定ローンの残価部分の借換資金
１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
資金使途①～③合計で１０万円以上１，０００万円以内、なお、資金使途③（修
理資金は除く）は３０万円以内（資金使途①とセットのみ）
６ヶ月以上１０年以内
ただし、借換の場合はすでに返済済み期間を含め、１０年以内
変動金利型でお取扱いいたします。
適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
※金利の変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
以下の取引内容等項目に応じて金利割引をいたします。
下記割引幅は合算してご利用いただけます。但し最大割引幅は「年▲0.400％」
となります。
①「子育て応援サポート（※１」対象者
２人以下の子供を持つ保護者の場合 年▲０．１００％
３人以上の子供を持つ保護者の場合 年▲０．３００％
②「わくわくポイント（※２）」による金利割引
１０～１９ 年▲０．２００％
２０～
年▲０．４００％
③「SD カード」保有者（発行から１年以内）
年▲０．１００％
（※１）
「いばらき Kids Club」等、
「子育て支援サポート事業」参加自治体が交付す
る子育て優待カードの保有者が対象となります。
（※２）当行のローン利用者の場合、直近１年以内に約定日延滞が無い方が対象とな
ります。
元利均等割賦償還
ボーナス増額返済併用可（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
不 要
※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。
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
①お借入人を被保険者として当行が保険料を負担して交通傷害保険を付保いた
します。
②ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。
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商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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ＺＥＶ（ゼロエミッションビークル）専用マイカーローン
ご利用いただける方

以下の条件をすべて満たす個人の方
① 当行（自店）の営業区域内に居住もしくは勤務（従事）されている方
②申込時年齢満１８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・アルバイトを含む）
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月に月越し延滞がない方
⑤筑波信用保証㈱の保証が受けられる方
⑥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
⑦融資金を販売店に振込できる方

資金使途

ＺＥＶ（※1）の購入資金および購入時の関連資金(事業性資金を除く)
※1 ＺＥＶ＝Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅとは、走行中に
排出ガスを一切出さない車両(四輪車・二輪車)のことを指す。
＜対象車両＞
・電気自動車 ・燃料電池車 ・電動バイク
※ ハイブリッド車、プラグインハイブリット車等、走行中にＣＯ２を
排出する車両は対象外とする。

ご融資金額

１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）

ご融資期間

６ヶ月以上１０年以内

ご融資利率

年 1.0％
変動金利型でお取扱いいたします。
適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
※金利の変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
元利均等割賦償還
ボーナス増額返済併用可（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）

ご返済方法

担保・保証人
保証料
手数料
その他

不 要
※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。
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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保険ローン
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

ご返済方法
約定償還日
担 保

保証会社
保証料
手数料
その他

次の条件をすべて満たす個人の方
①損害保険会社が取扱う「資金使途」に定める貯蓄型保険に加入できる方
②ご融資時年齢が満２０歳以上の方
次に定める貯蓄型保険（保険期間すべて１０年以内）の保険料の払い込み資金。
ただし、保険契約者と借主は同一とします。
〈次の基本商品およびセット商品〉
①積立家族傷害保険
②積立普通傷害保険
③長期総合保険
④積立ファミリー交通傷害保険
⑤新積立女性保険
⑥積立こども総合保険
⑦積立ゴルファー、テニス、ゲートボール等のパッケージ商品
⑧積立夫婦ペア総合保険
⑨積立安心生活傷害保険
⑩積立いきいき生活傷害保険
⑪積立実年長期傷害保険
⑫生活総合保険
１０万円以上１，０００万円以内で、かつ、保険料の一括払い相当額以内（一部
借入不可）
（保険期間－３ヶ月）で１０年以内
固定金利型と変動金利をご用意しております。
金利は窓口までご照会ください。
※変動金利型の場合の金利変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
元利均等割賦償還、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
毎月２日、７日、１２日、１７日、２２日、２７日のいずれか
不 要
加入する保険の満期返戻金請求権に対して筑波信用保証㈱が第１順位の質権を
設定いたします。
筑波信用保証株式会社
保証料はご融資利率に含まれております。
―――――――――
・ご融資金は損害保険会社の指定する口座へ振込入金させていただきます。
・ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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茨城県税理士協同組合税理士事務所職員ローン（略称：税
理士事務所職員ローン）
ご利用いただける方
資金使途
ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

ご返済方法
約定償還日
担 保
保証会社
保証料
連帯保証人
手数料

ご用意いただく書類

その他

申込時年齢満１８歳以上６５歳未満で、茨城県税理士協同組合会員事務所の職員
（従業員）の方
資金使途が明確なもの。ただし、事業性資金・旧債務返済は除きます。
借主１人について１０万円以上５００万円以下（１万円単位）
７年以内
変動金利型でお取扱いいたします。
金利は窓口までご照会ください。
※変動金利型の場合の金利変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
元利均等割賦償還、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
毎月２日、７日、１２日、１７日、２２日、２７日のいずれか
不 要
株式会社オリエントコーポレーション
保証料はご融資利率に含まれております。
原則不要。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。
融資実行手数料１，１００円（消費税込）
※お借入金額またはご融資期間により不要となる場合がございます。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
①本人確認資料
ア．運転免許証、パスポート、健康保険証いずれかの写し
イ．下記のいずれか 1 つをご用意いただきます。
（ァ）「税理士事務所職員証明書（当行制定帳票）」…会員税理士先生から
の証明書
（ィ）関東信越税理士会職員身分証明書取扱い要領に基づく職員身分証明書
②所得証明書
融資金額２０１万円以上は必要となります。ただし、保証会社が認めた場合に
は免除も可とします。
③資金使途証明及び振込指定
資金使途証明書をご提出いただいたうえ、資金使途証明書の記載先口座へ振込
むものといたします。ただし、５０万円以下については振込指定の免除も可と
します。
（資金使途証明書：見積書・契約書・注文書・振込依頼書等の写し）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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＜つくば＞マイハウスローン「かりかえま専科」
ご利用いただける方

下記の全ての条件を満たす方
② 当行（自店）の営業エリア内に居住または勤務する個人の方
②お申し込み時年齢満１８歳以上６５歳以下で、完済時年齢が満７５歳以下の方
③給与所得者は同一勤務先勤続年数２年以上、自営業者の場合は同一事業営業年
数３年以上、年金受給者
④前年度税込年収２５０万円以上（自営業者４００万円以上）である方
ただし、同居親族１名の前年度年収の５０％を限度に所得合算することができ
る。
⑤公的または民間住宅ローンを利用している方で、返済実績が５年（ステップ償
還の利用者は７年、また、２度目の借換の場合は前回、前々回合わせてトータ
ルで７年）以上かつ直近１年以内に延滞がない方
⑥当行指定の保証会社の保証を受けられる方
⑦本ローンを含む返済比率は
前年度税込年収が４００万円未満：３５％以内
前年度税込年収が４００万円以上：４０％以内

資金使途
ご融資金額
金額の上限
ご融資期間

公的住宅ローンおよび民間住宅ローンの借り換え資金
５０万円以上１,０００万円以内（１万円単位）
借り換え対象ローンの残高
６ヶ月以上２０年以内（１ヶ月単位）ただし、借換対象ローンの残存期間に３年
加算した期間を上限とする。
固定金利のみのお取扱い
金利についてはホームページまたは窓口でお問い合わせください。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
元利均等割賦償還、ボーナス増額返済併用可
（ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内）
お客さまの希望により、お客さまを被保険者として、地方銀行協会の団体信用生
命保険にご加入いただけます。（保険料当行負担）
不 要
（１） 団信付・・・原則不要
（２） 団信無・・・１名以上
（３） 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させていただ
きます。
（４） 年金受給者の申し込みの場合は、団信の有無に関わらず安定した収入の
ある親族を連帯保証人（１名以上）とさせていただきます。
当行が指定する保証会社をご利用いただきます。
保証料はご融資利率に含まれております。
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

ご融資利率
手数料
ご返済方法
団体信用
生命保険
担 保
保証人

保証会社
保証料
その他

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

つくばデンタルローン（ジャックス保証）
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率
ご返済方法
担 保
保証人
保証料
手数料
ご用意いただく書類

その他

① 申し込み時の年齢が満１８歳以上６５歳以下の方（完済時年齢満 70 歳以下）
②自宅または勤務先（事業先）のいずれかが、当行の営業区域内にある方
③安定継続した収入のある方
④㈱ジャックスの保証を受けられる方
①ご本人またはご家族のインプラント、歯列矯正、審美歯科治療などの歯科治療
費
②ご本人が他金融機関でご利用されているデンタルローンの借換資金
１０万円以上５００万円以内（１万円単位）
６ヶ月以上１０年以内（１ヶ月単位）
ただし、お借り換えの場合は返済済期間を含め１０年以内とします。
固定金利 ５.０％
元利均等月賦返済とし、融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済もできます。
不 要
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
①運転免許証
※運転免許証を未取得の場合は、健康保険証
②所得確認資料
給与所得者：公的証明書または源泉徴収票（原本）
自営業者：確定申告書（写 ＊税務署受付印要）または納税証明書（その２）
※ただし、融資金額３００万円以内の場合は、原則として所得確認資料は不要
です。
③資金使途確認資料
見積書または所要資金が確認できるパンフレット等
【資金使途がご本人が他金融機関でご利用されているデンタルローンの借換
資金の場合】
・ご返済予定表（直近６ヶ月が確認できるもの）
・ご返済用通帳等ご返済実績が確認できる資料
・残高証明書（ご返済予定表で確認できる場合は不要です）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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つくばロードバイクローン（ジャックス保証）
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率
ご返済方法
担 保
保証人
保証料
手数料
ご用意いただく書類

その他

① 申し込み時の年齢が満１８歳以上６５歳以下の方（完済時年齢満 70 歳以下）
②自宅または勤務先（事業先）のいずれかが、当行の営業区域内にある方
③安定継続した収入のある方
④㈱ジャックスの保証を受けられる方
①本人または同居のご家族が使用するロードバイク、マウンテンバイク等の自転
車及び部品・備品等（ヘルメット、ウェア等）の購入資金
②上記自転車の修理費用
③ご本人が他金融機関でご利用されている自転車ローンの借換資金
１０万円以上３００万円以内（１万円単位）
６ヶ月以上１０年以内（１ヶ月単位）
ただし、お借り換えの場合は返済済期間を含め１０年以内とします。
固定金利 ５.０％
元利均等月賦返済とし、融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済もできます。
不 要
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
①運転免許証
※運転免許証を未取得の場合は、健康保険証
②資金使途確認資料
見積書または所要資金が確認できるパンフレット等
【資金使途がご本人が他金融機関でご利用されている自転車ローンの借換資
金の場合】
・ご返済予定表
・ご返済用通帳等ご返済実績が確認できる資料
・残高証明書（ご返済予定表で確認できる場合は不要です）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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空き家解体・活用ローン（ジャックス保証）
ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

ご返済方法
担 保
保証人
保証料
手数料
ご用意いただく書類

その他

①
②
③
④

申し込み時の年齢が満１８歳以上６５歳以下の方（完済時年齢満 75 歳以下）
自宅または勤務先（事業先）のいずれかが、当行の営業区域内にある方
安定継続した収入のある方
対象となる空き家等がご本人または同居の配偶者、親または子（別居でも可）
の所有物件であること
⑤ ㈱ジャックスの保証を受けられる方
① 上記資格基準に該当する方の空き家等に関する次の費用
② 空き家の解体にかかる費用（整地費用含む）
③ 空き家の改築・改装費用
④ 空き家の防災・防犯上の設備対策費用
※ただし、上記いずれの場合においても、事業性および転売目的の利用は除きま
す
１０万円以上３００万円以内（１万円単位）
６ヶ月以上１０年以内（１ヶ月単位）
変動金利でお取扱いいたします。
適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
※金利の変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
※空き家関連施策（補助金制度等）に取り組んでいる当行営業区域内の自治体に
対象となる空き家がある場合は、通常の金利より０．３０％を割引します。
元利均等月賦返済とし、融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済もできます。
不 要
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
①本人確認資料
運転免許証、健康保険証またはパスポート（写）
（所有者の本人確認資料については住民票でも可）
②所得確認資料
給与所得者：源泉徴収票（写：手書きのものは社印要）または住民税決定通知
書（写）、公的証明書（原本）
自営業者：納税証明書その 1 およびその 2、または確定申告書（写：受付印が
あるもの）
③資金使途確認資料
見積書または注文書、工事請負契約書等（写）
④対象物件の不動産登記事項証明書（土地・建物）（発行後１ヵ月以内）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

つくばメディカルローン（ジャックス保証）
プランの特色

ご利用いただける方

資金使途

ご融資金額
ご融資期間
ご融資利率

ご返済方法
担 保
保証人
保証料
手数料
ご用意いただく書類

一般医療プラン
医療費全般に関する費用に利用するこ
とが可能です。

がん先進医療費プラン
一般的に高額な医療費を必要とする「陽
子線治療」
「重粒子治療」を始めとした、
「がん先進医療」の治療費に利用するこ
とが可能です。
※茨城県より利子補給金が交付されま
す。
① 込時の年齢が満１８歳以上６５歳
①申込時の年齢が満１８歳以上６５歳
以下、完済時年齢満７０歳以下の方
以下、完済時年齢満７０歳以下の方
②医療全般に関する費用を利用するご
②がん先進医療を受けるご本人、または
本人、またはその家族（配偶者並びに
その家族（配偶者並びに３親等以内の
３親等以内の血族および姻族）の方
血族および姻族）の方
③安定・継続した収入の見込める方
③安定・継続した収入の見込める方
④過去に不渡り・延滞等の事故がなく、 ④がん先進医療を受けるご本人の同一
㈱ジャックスの保証を受けられる方
世帯の課税総所得が６００万円以下
であること（ただし、１８歳未満の方
の所得は除く）
⑤茨城県に継続して１年以上在住して
いる方
⑥茨城県から「茨城県がん先進医療費利
子補給金承認決定通知書」が発行され
ている方
⑦過去に不渡り・延滞等の事故がなく、
㈱ジャックスの保証を受けられる方
医療全般に関する費用
「がん先進医療」の治療費
（入院・手術費用、レーシック費用、不 ※厚生労働省が定める先進医療のうち、
妊治療費用、美容外科費用、臓器移植手
がん治療を目的とした医療（陽子線治
術費用、歯科治療費、本人の医療ローン
療、重粒子線治療等）
の借換資金など）
１０万円以上３００万円以内（１万円単位）
６ヶ月以上７年以内（１ヶ月単位）
変動金利型でお取扱いいたします。
適用金利についてはホームページまたは窓口へお問い合わせください。
※金利の変動ルール
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に見直し、１２月
の約定返済日の翌日から適用します。
元利均等割賦償還とし、融資金額の５０％以内でボーナス時増額返済もできます。
不要
原則として不要
ただし、㈱ジャックスが条件とした場合は、連帯保証人が必要となります。
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料：１，１００円（消費税込）
①本人確認資料
①本人確認資料
運転免許証、健康保険証、パスポート
運転免許証、健康保険証、パスポー
のいずれか
トのいずれか
②所得確認資料（融資金額１００万円以 ②所得確認資料
下は原則不要）
・がん先進医療を受ける本人が属す
ア．給与所得者：源泉徴収票（写：手
る世帯全員（１８歳未満の方を除
書きのものは社印要）、住民税決
く）分の所得及びそれに対する課
定通知書（写）、公的証明書のい
税額を証明する書類（例：住民税
ずれか
課税証明書等）
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その他

イ．自営業者：納税証明書その１およ
・申込人が、かん先進医療を受ける
びその２、または確定申告書
本人と同一世帯以外の場合、申込
（写：受付印があるもの）
人の所得確認資料（※融資金額１
③申込人が、費用を利用する本人の配偶
００万円以下は原則不要）
者並びに３親等内の親族（血族および ③がん先進医療を受ける本人が属する
姻族）の場合、親族であることを証明
世帯全員の住民票
する書類（例：住民票謄本、戸籍謄本 ④申込人が、がん先進医療を受ける本
等）
人配偶者並びに３親等内の親族（血
④資金使確認資料
族および姻族）の場合、親族である
※資金使途を確認できる資料（ホーム
ことを証明する書類（例：住民票謄
ページやパンフレット等で金額確
本、戸籍謄本等）
認できるものでも可）
⑤資金使途確認資料
【資金使途が「本人が他金融機関で利
※がん先進医療の技術名・治療開始
用中の医療ローンの借換資金」の場
日および治療費用（技術料）が確
合】
認できる書類
ア．返済予定表
※当該がん先進医療を行う医療機関
イ．返済通帳等支払実績確認資料
が発行するものに限る。
ウ．残高証明書（返済予定表で確認で ⑥茨城県がん先進医療費利子補給承認
きる場合は不要）
決定通知書
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けております。
また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、
「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、
「全国銀行協会
相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

＜つくば＞フリーローン

ご利用いただける方

資金使途

以下の条件をすべて満たす個人の方
② 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１８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(年金受給者、パート・アルバイト、専業主婦を含
む)
※専業主婦の場合、配偶者に安定継続した収入がある方
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月以内に月越し延滞がない方
⑤筑波信用保証㈱もしくは㈱クレディセゾンまたは㈱オリエントコーポレーシ
ョンの保証が受けられる方
※留意事項
他行を含むフリーローン・カードローン等非目的型融資と本ローンの申込金額
を合わせて年収を超える場合、お申込みを受付することができません。
自由（事業性資金は除く）

ご融資金額

１０万円以上１，０００万円以内（１０万円単位）
※クレディセゾン㈱保証の場合は、５００万円を限度とします。

ご融資期間

６ヶ月以上１０年以内

ご融資利率

固定金利 年４．５％～１４．６％

金利割引
保証料
返済方法
担保・保証人
手数料
その他

①「結婚応援パスポート」等のご提示により年０．５％割引
②一般家庭向け核シェルター購入の場合 年１．０％割引
保証料はご融資利率に含まれております。
元利均等月賦償還、ボーナス返済併用可(ボーナス返済部分は融資金元金の５
０％以内です)
不 要
融資実行手数料１，１００円（消費税込）
ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

つくばカード
融資形式
ご利用いただける方

資金使途
ご融資金額
（貸越極度額）
ご契約期間

ご利用方法

ご融資利率
お利息
手数料
ご返済方法

担保・保証人
保証料
利用明細表

アスジョイα

当座貸越形式（カードローン）
以下の条件をすべて満たす個人の方
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歳以上満７０歳以下で、電話連絡が可能な方
③安定継続した収入のある方（パート･アルバイト･専業主婦･年金受給者･学生ア
ルバイトも可）
※専業主婦の場合は配偶者に安定継続した収入がある方
④当行と他の融資取引がある場合、直近６ヶ月に月越し延滞がない方
⑤筑波信用保証㈱（１次保証会社）もしくは新生フィナンシャル㈱（２次保証会
社）の保証が受けられる方
※留意事項
他行を含むフリーローン・カードローン等非目的型融資と本ローンの申込金額
を合わせて年収の 1/2 を超える場合、お申込みを受付することができません。
自由（事業性資金は除く）
１０万円以上５００万円以内（１０万円単位）
※ただし、パート･アルバイト･専業主婦の方は５０万円以下、年金受給者の方
は２０万円以下、学生の方は１０万円以下までとなります。
１年ごとの自動更新
※初回期日は契約日の１年後の応当日が属する月の約定返済日
※満７１歳の誕生日経過後の期日をもって新規貸越は停止となります。
①ローンカードによるＡＴＭからの出金。
②自動融資（自動融資機能をご契約の場合）
指定普通預金口座からの公共料金、貸金庫手数料等の口座振替に際し、資金不
足となったときは不足分を自動融資いたします。
※バンクカード利用代金の決済は自動融資対象外となります。
※自動融資機能は、Ｗｅｂ契約によるご契約の場合はご利用いただけません。
固定金利 年４．８％～１４．６％
毎日の最終残高について付利単位を１００円とした１年を３６５日とする日割
計算です。借入利息は毎月３日に１ヶ月分を貸越元金に組み入れします。
年会費、利用手数料は無料です。
①満７１歳の誕生日経過後の期日まで
ア．約定返済（残高スライド方式）
毎月３日（銀行休業日の場合は翌営業日）に指定口座より引落しします。
前月約定返済日現在残高
約定返済額
２千円未満
利用残高
２千円以上１０万円以下
２千円
１０万円超２０万円以下
４千円
２０万円超３０万円以下
６千円
３０万円超４０万円以下
８千円
４０万円超５０万円以下
１万円
以降、借入金額が１０万円増すごとに２千円追加
（ただし、６万円を上限にします。）
イ．任意返済：約定返済とは別にＡＴＭ・店頭で入金できます。
ただし、約定返済日以外かつ延滞がない場合に限ります。
②満７１歳の誕生日経過後の契約満了日以降
満７１歳の誕生日経過後に到来する期日の貸越残高に応じた上記ア．返済額を
完済まで固定し、毎月３日（銀行休業日の場合は翌営業日）に指定口座より引
落しします。
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
通帳は発行せず、ご利用明細表を年２回発行いたします。（２月末・８月末基準）
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商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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つくばカードローン スマイルファミリーカード
融資形式
ご利用いただける方

資金使途
ご融資金額
（貸越極度額）
ご契約期間

ご利用方法
ご融資利率

お利息
手数料
ご返済方法

担保・保証人
保証料
利用明細表

当座貸越形式（カードローン）
①新規に借入する住宅ローンの主債務者の方
②住宅ローン取扱事務基準等に定める「年齢」以外の保証対象者要件を満たす方
※ただし、次の場合は対象外となります。
ア．住宅ローンの資金使途が土地取得資金の場合
イ．住宅ローンがつなぎ融資の場合
ウ．既に筑波信用保証付、全国保証付カードローンを契約している場合（教
育ローン（カードローン型）、ATM ローンを除く）
③保証会社が仮審査申込書を受領した時点の年齢が満２０歳以上満６０歳未満
であること
※住宅ローンにおける連帯債務者、連帯保証人、物上保証人は対象外
※土地と建物の２本建の場合は、建物資金の借入時に申込むこと
自由（事業性資金、投機目的資金は除く）
住宅ローン（保証）の取扱商品およびコース等に応じた５０万円、１００万円、
２００万円のいずれかの金額
３年ごとの自動更新
※契約終了日は契約日から３年後の応当日の属する月の約定返済日
※契約期間中に満６５歳となった場合、次回契約を更新しない
※住宅ローンを完済した場合であっても契約は継続し、自動更新も可能
①ローンカードによるＡＴＭからの出金
②自動融資機能はご利用いただけません
固定金利 年６．０％～７．０％
極度金額
融資利率
２００万円
６．０％
１００万円
６．５％
５０万円
７．０％
毎日の最終残高について付利単位を１００円とした１年を３６５日とする日割
計算です。借入利息は毎月３日に１ヶ月分を貸越元金に組み入れします。
年会費、利用手数料は無料です。
①満６５歳の誕生日経過後の契約満了日まで
ア．約定返済（残高スライド方式）
毎月３日（銀行休業日の場合は翌営業日）に指定口座より引落しします。
前月約定返済日現在残高
約定返済額
１万円以下
利用残高
１万円超５０万円以下
１万円
５０万円超１００万円以下
２万円
１００万円超１５０万円以下
３万円
１５０万円超
４万円
イ．随時返済：約定返済とは別にＡＴＭ・店頭で入金できます。
ただし、約定返済日以外かつ延滞がない場合に限ります。
②満６５歳の誕生日経過後の契約満了日以降
新規貸越を停止し、毎月３日（銀行休業日の場合は翌営業日）に指定口座より
引落しします（残高スライド方式）
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
通帳は発行せず、ご利用明細表を年２回発行いたします。（２月末・８月末基準）

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時
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つくばカード
融資形式
ご利用いただける方

資金使途
お借入限度額
（貸越極度額）
お借入期間

お借入方法

お借入利率

アスジョイ

当座貸越形式（カードローン）
以下の条件をすべて満たす個人の方
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歳以上満７５歳未満で、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・専業主婦・年金受給者の
方もご利用いただけます）
④ 当行で他の融資がある場合、ご契約時点で延滞がない方
※既往フリーローン、カードローン等非目的型融資と本ローンの申込金額を
合わせて年収の１／２を超える場合、お申込みを受付することができません。
⑤ ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス㈱の保証が受けられる方
自由（ただし事業性資金は除きます）
１０万円以上１，０００万円以内（１０万円単位）
※審査によりこの範囲内で決定させていただきます。
１年（原則 1 年ごとの自動更新）
※満７５歳の誕生日経過後は新たなお借入はできません。ご返済のみのお取
引となります。
① ＡＴＭでのお借入れ
専用カードにより、ＡＴＭでお借入いただけます。
※お借入可能ＡＴＭ：筑波銀行・提携金融機関・イオン銀行・セブン銀行・
Ｅ－net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行
※提携金融機関でのお借入の場合、所定のＡＴＭ利用手数料が必要となりま
す。
②インターネットバンキングによるお借入れ
インターネットバンキングによりカードローン口座から振替にて普通預金
口座へご入金ください。
※普通預金口座の開設・インターネットバンキングのご契約等、事前にお手
続きが必要となります。
お借入限度額（貸越極度額）に応じて以下のとおりとなります。
お借入限度額（貸越極度額）

９９０万円超 １，０００万円以下
８００万円超
９９０万円以下
７００万円超
８００万円以下
６００万円超
７００万円以下
５００万円超
６００万円以下
４００万円超
５００万円以下
３００万円超
４００万円以下
２００万円超
３００万円以下
１００万円超
２００万円以下
５０万円超
１００万円以下
５０万円以下
お利息

手数料
ご返済期日

金利（年率／固定金利）

１．４％
２．５％
３．５％
４．５％
５．５％
６．５％
８．５％
１０．５％
１２．５％
１４．３％
１４．６％

お借入残高１，０００円以上１００円単位で計算します。
ご入金（返済）時に、「借入残高×適用利率×各回の利用日数÷３６５日に対す
るお利息を貸越元金に組入れします。
年会費、利用手数料はかかりません。
毎月３日（銀行休業日の場合は翌営業日）を約定返済期日とし、前回約定返済期
日翌日～今回約定返済期日間の任意の日（休日も含む）に約定返済金額をカード
ローン口座へ直接入金してご返済いただきます（１か月間の間にご都合に合わせ
てご返済可能です）
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ご返済方法

ご返済金額

ご返済期日までにお借入残高に応じた約定返済金額以上をカードローン口座へご
入金ください。
① ＡＴＭでのご返済
専用カードにより、ＡＴＭでご返済いただけます。
※ご返済可能ＡＴＭ：筑波銀行・セブン銀行・Ｅ－net・ローソン銀行・
ゆうちょ銀行
※上記以外のＡＴＭではご返済（入金）いただけません。
②インターネットバンキングによるご返済
インターネットバンキングにより普通預金口座から振替にてカードローン
口座へご入金ください。
※普通預金口座の開設・インターネットバンキングのご契約等、事前にお手続
きが必要となります。
各回の返済金額
ご返済時の借入残高に応じて以下のとおりとなります。
返済時借入残高
９９０万円超 １，０００万円以下
８００万円超
９９０万円以下
７００万円超
８００万円以下
６００万円超
７００万円以下
５００万円超
６００万円以下
４００万円超
５００万円以下
３００万円超
４００万円以下
２００万円超
３００万円以下
１００万円超
２００万円以下
５０万円超
１００万円以下
３０万円超
５０万円以下
１０万円超
３０万円以下
２，０００円以上
１０万円以下
１，０００円以上 ２，０００円未満

担保・保証人
保証料
利用明細表

約定返済金額
１００，０００円
１００，０００円
９０，０００円
８０，０００円
７０，０００円
６０，０００円
５０，０００円
４０，０００円
３０，０００円
２０，０００円
１０，０００円
５，０００円
２，０００円
１，０００円

※ご利用状況によりお利息額が上記約定返済金額を上回る場合は、お借入
利息額の１，０００円で単位切上げした金額を約定返済金額とさせていたた
だきます。
SMBC コンシューマーファイナンス㈱が保証しますので、担保・保証人は不要です。
保証料はご融資利率に含まれております。
通帳は発行せず、お取引照合表を年２回発行いたします。（２月末・８月末基準）

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

クイック

for Biz

ご利用いただける方

資金使途
ご融資金額

融資形式
ご融資期間
ご融資利率

次の条件をすべて満たす個人事業主の方
① 申込時の年齢が満１８歳以上、完済時の年齢が満８０歳以下の方
② 当行営業区域内に居住もしくは事務所を構える方
③ 安定継続した収入がある方
④ 当行との他の融資取引がある場合、直近６カ月以内に月越し延滞がない方
⑤ 株式会社クレディセゾンの保証が受けられる方
事業性資金
１０万円以上５００万円以内（１０万円単位）
※ぴったりフィットローンⅡ型との併用が可能ですが、両ローンの合計残高は５
００万円以内とします
証書貸付
６カ月以上１０年以内
ただし融資金額が３００万円以内の場合は、６カ月以上７年以内とします
３段階の固定金利
(1)1st stage…年 4.50％
(2)2nd stage…年 9.80％
(3)3rd stage…年 14.60％

返済方法

元利均等返済

返済日
担 保
保証人
保証料
融資手数料

７日、１７日、２７日のうちお客さまの希望される日
不 要
不 要
保証料はご融資利率に含まれております。
融資実行手数料１，１００円（消費税込）
※お借入金額またはご融資期間により不要となる場合がございます。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
①当行のお取引通帳とお届印 （お取引がない場合は新たに口座を開設していた
だきます）
②運転免許証または健康保険証、または「顔写真付」の住民基本台帳カード

ご用意いただく書類

※ご提示時に、コピーをとらせていただきます。
③所得証明書類(所得証明書等) ※融資金額３００万円超の場合
返 済 試 算 額 の 入 手 お申し出いただければ、試算いたします。
方法
申込方法
「仮審査申込」はＦＡＸ、インターネットでも受付けておりますので、窓口にご
来店いただかなくても借入予約が可能です（審査結果のご連絡が「窓口」扱いよ
り日数がかかります）。
その他
①実際にご利用の際は窓口で正式な手続きが必要となります。
②ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。
商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

パワフルつくば（アイフル保証）
ご利用いただける方

次の条件をすべて満たす法人および個人事業主の方
【法人・個人事業主共通】
①当行の営業区域内に居住または事務所を構える法人・個人事業主の方
②アイフル㈱の保証が受けられる方
【法人】
① 則２年以上事業を営んでいる方
（決算を２期終了している場合は、業歴２年未満でも可）
②連帯保証人の年齢が満２０歳以上満６９歳以下の方
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けていない方
④原則として保証協会利用対象業種である方
※ただし、農林水産業はお申込みできます。
【個人事業主】
①借入申込時の年齢が満２０歳以上満６９歳以下の方
（完済時の年齢が満７５歳以下の方）
②安定・継続した収入のある方

資金使途

事業性資金

ご融資金額

１０万円以上５００万円以内（１万円単位）（創業資金の場合は３００万円以下）

融資形式

証書貸付

ご融資期間

６ヶ月以上１０年以内（または返済回数６回以上１２０回以内）

ご融資利率

３段階の固定金利（保証料含む）
①…年 4.00％
②…年 7.00％
③…年 14.60％

返済方法

元金均等毎月返済、元利均等毎月返済

返済日
担 保
保証人

７日、１７日、２７日のうちお客さまの希望される日
不 要
【法人】原則、法人代表者の連帯保証人が必要
【個人事業主】不要
融資手数料
融資実行手数料１，１００円（消費税込）
※お借入金額またはご融資期間により不要となる場合がございます。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
返 済 試 算 額 の 入 手 お申し出いただければ、試算いたします。
方法
申込方法
「仮審査申込」はＦＡＸ、インターネットでも受付けておりますので、窓口にご
来店いただかなくても借入予約が可能です（審査結果のご連絡が「窓口」扱いよ
り日数がかかります）。
その他
①実際にご利用の際は窓口で正式な手続きが必要となります。
②ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。
商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

パワフルつくばプラス（アイフル保証）
ご利用いただける方

資金使途
ご融資金額
融資形式
ご融資期間
ご融資利率
返済方法

返済日
担 保
保証人
申込方法

その他

次の条件をすべて満たす法人および個人事業主の方
【法人・個人事業主共通】
①当行の営業区域内に居住または事務所を構える法人・個人事業主の方
②アイフル㈱の保証が受けられる方
【法人】
①原則２年以上事業を営んでいる方
（決算を２期終了している場合は、業歴２年未満でも可）
②連帯保証人の年齢が満２０歳以上満６９歳以下の方
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けていない方
④原則として保証協会利用対象業種である方
※ただし、農林水産業はお申込みできます。
【個人事業主】
①借入申込時の年齢が満２０歳以上満６９歳以下の方
（完済時の年齢が満７５歳以下の方）
②安定・継続した収入のある方
事業性資金
１０万円以上５００万円以内（１０万円単位）（創業資金の場合は３００万円以
下）
当座貸越
【法人】３年（継続審査が必要となります）
【個人事業主】１年（原則１年毎の自動更新となります）
５段階の固定金利（保証料含む）
①年 4.0％②年 6.0％③年 8.0％④年 12.0％⑤年 14.6％
毎月定額返済。約定返済日前日の借入残高に応じて、以下の金額を返済用預金口座
から自動引落します。
約定返済日前日の借入残高
定額返済金額
５０万円以下
１万円
５０万円超～１００万円
２万円
１００万円超～２００万円
３万円
２００万円超～３００万円
４万円
３００万円超～４００万円
５万円
４００万円超～５００万円
６万円
随時、ATM または窓口で任意返済ができます。ただし、延滞している場合には、ATM
返済での返済はできません。
３日
不 要
【法人】原則、法人代表者の連帯保証人が必要
【個人事業主】不要
「仮審査申込」はＦＡＸ、インターネットでも受付けておりますので、窓口にご
来店いただかなくても借入予約が可能です（審査結果のご連絡が「窓口」扱いよ
り日数がかかります）。
①実際にご利用の際は窓口で正式な手続きが必要となります。
②ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

2022 年 10 月 3 日現在

＜つくば＞おまとめフリーローン

ご利用いただける方

以下の条件をすべて満たす個人の方
①当行（自店）営業区域内に居住もしくは勤務（従事）されている方
②申込時年齢満２０歳以上、満６９歳以下の方
（完済時の年齢が満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・アルバイトの方を含む)
④当行との他の融資取引がある場合、直近６ヶ月以内に月越し延滞がない方
⑤アイフル㈱の保証が受けられる方
⑥外国籍の方の場合は、特別永住者または永住者の方
※留意事項
既往フリーローン・カードローン等非目的型融資と本ローンの申込金額を
合わせて年収を超える場合、お申込みを受付することはできません。

資金使途

自由（事業性資金は除く）

ご融資金額

１０万円以上５００万円以内（１万円単位）

ご融資期間

６ヶ月以上１０年以内

ご融資利率

固定金利 年６．８％～１４．６％

金利割引

「いばらき結婚応援パスポート（iPASS）
」のご提示により年０．５％割引となり
ます。

保証料

保証料はご融資利率に含まれております。

返済方法

元利均等月賦償還、ボーナス返済併用可
(ボーナス返済部分は融資金元金の５０％以内です)

担保・保証人

不

手数料

融資実行手数料１，１００円（消費税込）

その他

ご返済試算額は窓口までお問い合わせください。

要

商品内容に関するお問い合わせ等につきましては、最寄の営業店へご相談ください。
なお、全国銀行協会の「全国銀行協会相談室」では、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、ご意見・苦情を受付けておりま
す。また、銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、「全国銀
行協会相談室」にお尋ねください。
「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
一般電話から 0570-017109 または 03-5252-3772
受付日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）受付時間：午前 9 時～午後 5 時

