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おすすめ商品・サービスのご案内
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ローン関係

■ カードローン「きゃっするⅡ」、
「プラスⅡ」、「プレミアム」
持ってて安心。カード一枚でいつ

でも何度でも、すぐにご用立てしま
す。ＡＴＭから必要な時にお借入れ
ができます。主婦やパートの方もご
利用いただけます！

■住宅ローン「グッドライフ」
住宅の新築・購入・増改築および借換にご利用くだ

さい。お取引の内容に応じて当金庫基準金利から一定
の金利を引下げます。

■たんしん「リフォームローン」
お住まいの増改築・修繕だけでなく、車庫や倉庫の

設置等、また、空き家の解体費用にもご利用いただけ
ます。

■スピードローン生活上手
使いみちは自由で、10万円〜500万円までご利用

いただけます。パート・アルバイトの方や世帯収入の
ある専業主婦の方、また、個人事業主さまの事業性資
金にもご利用いただけます。

■マイカーローン「カーライフプラン」
乗用車購入等の資金にご利用頂けます。なお、下記

の条件に該当されるお客様には、お借入時点の店頭表
示金利から一定の金利を差し引かせて頂きます。

（  ①お取引内容  ②子育て世帯  ③エコカー購入 
④リピート利用 ）
また、別商品の「 マイカーローン 」では、インター

ネットやＦＡＸによる仮審査申込も受付しています。

お客様の資金需要にお応えできるよう、ローン商品の充実に努めています。

スピードローン生活上手

いきいき生活を
お手伝いします。
ご結婚資金、急なお買い物、ご家族揃っての旅行など、お
使いみちは自由です。さらに、他の借入とのまとめも可能
になりました。また、パート・アルバイトの方や世帯収入の
ある専業主婦の方もご利用いただけます。

インターネット、FAX、窓口
からお申込いただけます。

インターネット、FAX、窓口
からお申込いただけます。

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。
ホームページ FAX番号

0796-23-2152http://www.tanshin.co.jp/

●申込時満20歳以上、完済時満76歳未満で、電話連絡
が可能な方。
＊パート、アルバイト、専業主婦の方もお申込いただけます。

●安定継続した収入がある方。
●自宅、勤務先（または事業先）のいずれかが、当金庫の
営業区域内にあること。
●保証会社（株）クレディセゾンの保証が受けられる方。

●申込時満20歳以上、完済時満76歳未満で、電話連絡
が可能な方。
＊パート、アルバイト、専業主婦の方もお申込いただけます。

●安定継続した収入がある方。
●自宅、勤務先（または事業先）のいずれかが、当金庫の
営業区域内にあること。
●保証会社（株）クレディセゾンの保証が受けられる方。

ご利用いただける方ご利用いただける方

●毎月5千円以上の元利均等返済。
●申込金額の50%以内の元金について、ボーナス返済も
可能です。
●毎月の返済日は、6日、16日、26日からお選びいただきます。
＊年金受給者の方は2ヶ月に1度の隔月返済も可能です。

●毎月5千円以上の元利均等返済。
●申込金額の50%以内の元金について、ボーナス返済も
可能です。
●毎月の返済日は、6日、16日、26日からお選びいただきます。
＊年金受給者の方は2ヶ月に1度の隔月返済も可能です。

ご返済方法ご返済方法

●不要です。●不要です。
保証人・担保保証人・担保

●氏名、住所、生年月日の記載がある公的書類。
●融資金額300万円超は所得確認の資料が必要となります。
●氏名、住所、生年月日の記載がある公的書類。
●融資金額300万円超は所得確認の資料が必要となります。

必要書類必要書類

●ご自由です。●ご自由です。
お使いみちお使いみち

●500万円以内（10万円から、お上手に！）●500万円以内（10万円から、お上手に！）
ご融資額ご融資額

●6ヶ月以上7年以内（融資金額300万円超は10年以内）●6ヶ月以上7年以内（融資金額300万円超は10年以内）
ご融資期間ご融資期間

●年  6.80%（保証料は、融資金利に含みます。）
●年  8.80%（保証料は、融資金利に含みます。）
●年13.50%（保証料は、融資金利に含みます。）
　　＊融資金利は、保証会社の審査のうえ決定させていただきます。

●年  6.80%（保証料は、融資金利に含みます。）
●年  8.80%（保証料は、融資金利に含みます。）
●年13.50%（保証料は、融資金利に含みます。）
　　＊融資金利は、保証会社の審査のうえ決定させていただきます。

ご融資金利ご融資金利事業主の皆さま

事業性資金もOKです！

プラス Ⅱ
カードローン

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

FAXでも簡単に
仮審査申込OK!
FAXでも簡単に
仮審査申込OK! 0796-23-2152 裏面の仮審査申込書にご記入の上、FAXで送信してください。

必要なとき、
すぐお応えします。
持ってて安心。カード一枚でいつでも何度でも、すぐにご
用立てします。ATMから必要なときにお借入れができま
す。専業主婦やパートの方もご利用いただけます。
（50万円）

必要なとき、
すぐお応えします。
持ってて安心。カード一枚でいつでも何度でも、すぐにご
用立てします。ATMから必要なときにお借入れができま
す。専業主婦やパートの方もご利用いただけます。
（50万円）

●お申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満で安
定した収入のある方。ただし、ご融資限度額50万
円以内の場合はパート、アルバイト、主婦等も可。
※当金庫で、既にカードローン契約が2口ある方は対象外となります。

●保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

●お申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満で安
定した収入のある方。ただし、ご融資限度額50万
円以内の場合はパート、アルバイト、主婦等も可。
※当金庫で、既にカードローン契約が2口ある方は対象外となります。

●保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

ご利用いただける方ご利用いただける方

●不要です。●不要です。

保証人・担保保証人・担保

●運転免許証（または、健康保険証）をご用意ください。●運転免許証（または、健康保険証）をご用意ください。

必要書類必要書類

●ご自由です。（事業資金は除きます。）●ご自由です。（事業資金は除きます。）
お使いみちお使いみち

●10万円～100万円（10万円単位）●10万円～100万円（10万円単位）
ご融資限度額ご融資限度額

●年12.00%（保証料を含みます。）●年12.00%（保証料を含みます。）
ご融資金利ご融資金利

●ご返済はお客様の指定口座より自動振替します。
●月々のご返済（返済用預金口座から自動引落）
ご返済金額（残高スライド返済）

※尚、臨時のご返済もできます。

●ご返済はお客様の指定口座より自動振替します。
●月々のご返済（返済用預金口座から自動引落）
ご返済金額（残高スライド返済）

※尚、臨時のご返済もできます。

ご返済方法ご返済方法

10万円以下
10万円超 30万円以下
30万円超 50万円以下
50万円超 100万円以下

3,000円
5,000円
10,000円
20,000円

約定日前日残高 約定返済額

カーライフプラン

マイカーのご購入に

当金庫基準金利から 最大 年 引き下げます。

詳しくは、
窓口または担当者へおたずねください。

FAXでも簡単に仮審査申込OK!FAXでも簡単に仮審査申込OK!

0796-23-2152
裏面の仮審査申込書にご記入の上、
FAXで送信してください。

●お申込時の年齢が満20歳以上の方。
●安定継続した収入のある方。
●就職内定者の方も所定の条件を満たすことでお申込いただけます。
●保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

●お申込時の年齢が満20歳以上の方。
●安定継続した収入のある方。
●就職内定者の方も所定の条件を満たすことでお申込いただけます。
●保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

ご利用いただける方ご利用いただける方
●毎月元利均等返済または毎月元金均等返済。
●申込金額の50%以内の元金はボーナス返済もできます。
●毎月元利均等返済または毎月元金均等返済。
●申込金額の50%以内の元金はボーナス返済もできます。

ご返済方法ご返済方法

●適用条件により基準金利から最大年2.50%引き下げます。
●詳しくは、窓口またはホームページの「ローン金利一覧表」でご確認ください。
●適用条件により基準金利から最大年2.50%引き下げます。
●詳しくは、窓口またはホームページの「ローン金利一覧表」でご確認ください。

ご融資金利ご融資金利

●原則として不要です。●原則として不要です。

保証人保証人

●融資金利に含めて毎月お支払いいただきます。●融資金利に含めて毎月お支払いいただきます。

保証料保証料

●運転免許証（運転免許未取得の場合、パスポート・健康保険証で可能です。）
●所得証明書（下記いずれかの写し）（100万円以下は不要）
＊住民税決定通知書、住民税納税通知書、納税証明書（所得金額用）
＊源泉徴収票、確定申告書（控）（税務署・市町の文書収受付印）

●見積書・契約書・注文書等が必要となります。
＊尚、仮審査によるお申込では上記書類は必要ございません。

必要書類必要書類

●繰上げ返済時には当金庫所定の手数料が必要となります。●繰上げ返済時には当金庫所定の手数料が必要となります。

手数料手数料

●自動車（新車・中古車）・オートバイ・自転車（電動アシスト自転
車・ロードバイク・クロスバイク等）のご購入資金

●車検・修理費用　●パーツ・オプションのご購入・取付費用
●運転免許取得費用　●車庫設置費用
●自動車ローン借換資金
※ただし、次の場合のお申込いただけません。
　＊個人間売買による購入資金
　＊支払先がご本人またはその配偶者、親、子どもが営む販売会社へのお支払の場合。
　＊支払済資金

●自動車（新車・中古車）・オートバイ・自転車（電動アシスト自転
車・ロードバイク・クロスバイク等）のご購入資金

●車検・修理費用　●パーツ・オプションのご購入・取付費用
●運転免許取得費用　●車庫設置費用
●自動車ローン借換資金
※ただし、次の場合のお申込いただけません。
　＊個人間売買による購入資金
　＊支払先がご本人またはその配偶者、親、子どもが営む販売会社へのお支払の場合。
　＊支払済資金

お使いみちお使いみち

●1,000万円以内（1万円以上1万円単位）。
※ただし、就職内定者の方は200万円以内とします。

●1,000万円以内（1万円以上1万円単位）。
※ただし、就職内定者の方は200万円以内とします。

ご融資額ご融資額

●10年以内●10年以内
ご融資期間ご融資期間

金利上乗せ定期預金金利上乗せ定期預金金利上乗せ定期預金金利上乗せ定期預金

「きららjr.」jr.
「きらら」「きらら」

年金をすでにお受取の方、
これから年金をお受取になる方に

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

満55才以上で公的年金の『振込指定予約』
をしていただいた方

6ヶ月～1年6ヶ月（誕生日を満期日とする）
継続後は、1年の定期預金となります。

店頭表示金利に0.15％上乗せいたします。

平成28年4月1日～平成29年3月31日
※満期日前にご解約される場合は、当金庫の所定の中途解約利率を適用します。

ご利用いただける方

預入期間

上乗せ内容

取扱期間

金利上乗せ定期預金

500万円まで

これから年金をお受取になる方に

「きららjr.」jr.

●これはお得！ 700万円まで店頭表示金利に一定の金利を上乗せ
年金受給者定期預金「きらら」でお預りします。

●24時間受付で安心 健康サポートダイヤル
健康や介護に関するご相談、また全国の施設のご案内をいたします。

●まさかに備えて 交通事故見舞金制度
保険料はたんしんで負担いたします。

●「お誕生日プレゼント」
お誕生日をお祝いして、プレゼントをお届けいたします。

●年金友の会「信寿会」への加入
年金受給者の方ならどなたでも参加いただける楽しいサークルです。

●わくわく倶楽部への加入
提携有名ホテル・旅館・ゴルフ場等の施設がご優待割引！

●ATM時間外手数料無料●とっても便利「年金手帳入れ」進呈

（預入期間中に継続しての受給が必要となります。）
当金庫で公的年金を受給しておられる方

ご利用いただける方

1年
預入期間

店頭表示金利に0.20％上乗せいたします。
上乗せ内容

平成28年4月1日～平成29年3月31日
※満期日前にご解約される場合は、当金庫の所定の中途解約利率を適用します。

取扱期間

金利上乗せ定期預金

700万円まで

年金をすでにお受取の方に

「きらら」「きらら」

たんしんの年金

8つの
特典

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

FAXでも簡単に
仮審査申込OK!
FAXでも簡単に
仮審査申込OK! 0796-23-2152 裏面の仮審査申込書にご記入の上、FAXで送信してください。

カードローン

●お申込時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方
で当金庫で住宅ローンをご利用の方。
※当金庫で、既にカードローン契約が2口ある方は対象外となります。

●保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

ご利用いただける方ご利用いただける方

約定日前日残高 約定返済額
 10万円以下
 10万円超   30万円以下
 30万円超   50万円以下
 50万円超 100万円以下
110万円超 200万円以下
200万円超 300万円以下

3,000円
5,000円
10,000円
20,000円
30,000円
40,000円

●ご返済はお客様の指定口座より自動振替します。
●月々のご返済（返済用預金口座から自動引落）
ご返済金額（残高スライド返済）

※尚、臨時のご返済もできます。

ご返済方法ご返済方法

●不要です。
保証人・担保保証人・担保

●運転免許証（または、健康保険証）をご用意ください。
●所得証明書（下記いずれかの写し）
＊住民税決定通知書、住民税納税通知書、納税証明書（所得金額用）
＊源泉徴収票、確定申告書（控）（税務署・市町の文書収受印のあるもの）

必要書類必要書類

●ご自由です。（事業資金は除きます。）
お使いみちお使いみち

●110万円～300万円（10万円単位）
ご融資限度額ご融資限度額

●年6.00%（保証料を含みます。）
ご融資金利ご融資金利

ご自宅の増改築・設備資金に

当金庫基準金利から 最大 年 引き下げます。

ホームページ FAX番号

0796-23-2152http://www.tanshin.co.jp/

リフォームローン

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

インターネット、FAX、窓口
からお申込いただけます。

インターネット、FAX、窓口
からお申込いただけます。

●次の全ての条件を満たす個人の方。
＊ お申込時の年齢が満20歳以上の方。
＊ 安定継続した収入のある方。
＊ リフォーム対象物件が本人または同居家族の所有物件である方。
＊ 保証会社しんきん保証基金の保証が受けられる方。

ご利用いただける方ご利用いただける方

●毎月元利均等返済または毎月元金均等返済
●申込金額の50%以内の元金はボーナス返済もできます。

ご返済方法ご返済方法

●原則として不要です。

保証人・担保保証人・担保

●融資金利に含めて毎月お支払いいただきます。
保証料保証料

●本人確認資料（運転免許証・健康保険証・運転経歴証明書）
●所得を証明する資料（借入金額100万円以下の場合は原則不要）
●お使いみちを確認できる資料（見積書・注文書・請求書の写し）

必要書類必要書類

●5,400円（消費税込）
●返済条件を変更する場合は当金庫所定の手数料が必要となります。

手数料手数料

●ご自宅の増改築及び設備機器資金。
●太陽光発電・オール電化・エコ等の設備資金。
●介護用設備購入・設置資金。
＊ご融資金は、商品納品後・工事完了後に、販売（施工業者）に振込することが
条件となります。

●リフォームローン・住宅ローンの借換資金。
＊ただし、リフォームローンとの同時申込に限ります。
＊借換するローンはお申込人ご本人様の借入金に限ります。

●更地にするため、空き家を取り壊す場合の費用および
それに伴う費用（建物解体後の減失費用等）

お使いみちお使いみち

●1,000万円以内（1万円以上1万円単位）
＊ただし、空き家解体費用としてご利用の場合は、500万円以内。

ご融資額ご融資額

●15年以内
ご融資期間ご融資期間

●詳しくは、窓口またはホームページの「ローン金利一覧表」でご確認ください。
●適用条件により最大年0.90%引き下げます。
●変動金利型で当金庫所定の基準金利を適用させていただきます。
●4月及び10月に見直しを行い、見直し後の金利について
は7月及び1月の返済分より適用します。

ご融資金利ご融資金利

年金受給者向けのお得な商品

では、公的年金を当金庫でお受取りいただいている方や年金受取りの予約をしていただいた方
に、店頭表示金利に上乗せしてお預かりする定期預金をご用意しています。また、皆様の健康に関する
ご相談や年金友の会「 信寿会 」活動を通じた会員相互の親睦のお手伝いなどのサービスの提供にも努め
ています。

また、提携施設にて様々なご優待サービスが受けられる「 わくわく倶楽部 」に入会いただけます。

年金受給者向け定期預金

商品名 利用いただける方 預入金額 預入期間および適用金利 取扱期間

きらら 当金庫で公的年金を受給頂い
ている方 700万円まで ［１年］店頭表示金利＋0.20％ 平成29年

３月末まで

きららJr.
満55歳以上で当金庫に公的年
金の「振込指定予約」をして
いただいた方

500万円まで
［６ヵ月〜１年６ヵ月］店頭表示金利＋0.15％
　　　　　　　［１年］店頭表示金利＋0.15％
（当初は誕生日までの満期日指定、その後は１年）

平成29年
３月末まで

＊詳しくは、窓口または担当者にお問合せください。

来店が不便な方にご利用いただきやすい融資相談の専用ダイヤルです。
（電話料・相談料は無料です）

フリーダイヤル 0120-615-120
［受付時間 9：00 〜 17：00（平日・休日 ）］

ローンデスク
（お電話によるご相談）

～たんしんの年金 8つの特典～
700万円まで店頭表示金利に 
一定の金利を上乗せ 
年金受給者定期預金「きらら」でお預りします。

ATM時間外手数料無料 
年金振込指定口座のカードでのATMのご利用は、 
時間外手数料がかかりません。

お誕生日プレゼント差し上げます 
お誕生日をお祝いして、 
プレゼントをお届けいたします。

 年金友の会「信寿会」への加入 
年金受給者の方ならどなたでも参加いただける 
楽しいサークルです。

 「わくわく倶・楽・部」のご優待サービス 
会員証の提示で、有名ホテル・旅館・ゴルフ場等、 
提携施設の優待サービスが受けられます。

まさかに備えて交通事故見舞金制度 
保険料はたんしんで負担いたします。

24時間受付で安心、健康サポートダイヤル 
健康や介護に関するご相談、また全国の施設の 
ご案内をいたします。

 0120-650-310
とっても便利「年金手帳入れ」進呈 
大切な年金手帳を保護します。
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