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ローン関係

当金庫では、地方創生に向けた取組みの一環として、下記のロー
ンをご用意しております。
・U・I ターンの方向け無担保住宅ローン
勤続年数の制限はありません。U・Iターンされるかたは是非ご利
用ください。
・農林水産業の方向けローン
農林水産業を営まれている方も、お使い道は自由なローンです。
農業用機械購入等に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。

■たんしん無担保住宅ローン
　自宅の購入資金・リフォーム資金、住宅ローンの借換えなど住宅資金
全般にご利用いただけます。（最高2,000万円まで）

たんしんのホームページでローン審査がご利用
いただけるようになりました！！
パソコン、スマートフォンから簡単！いつでも！どこでも！
●住宅ローン… ●マイカーローン　●教育ローン
●カードローン　●フリーローン…etc

Web審査が
大変好評です！
◀お申込み・詳細はこちら

■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いただきます。
（……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）

■カードローン「きゃっするⅡ」
ATMから必要な時にお借入ができます。主婦やパートの方もご利用いただけます！

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。

4.00％～

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。いきいき生活をお手伝いします。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、
新たな事業へのご資金など、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。

ご結婚資金、急なお買い物、ご家族揃っての旅行、
新たな事業へのご資金など、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。

ご結婚資金、急なお買い物、ご家族揃っての旅行、
新たな事業へのご資金など、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。

FAX番号

0796-23-2152

ホームページ

http://www.tanshin.co.jp/

●申込時満20歳以上、完済時満81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81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

●㈱クレディセゾンが保証しますので担保・保証人は不要です。●㈱クレディセゾンが保証しますので担保・保証人は不要です。
担保・保証人担保・保証人

●一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は
所定の手数料がかかります。

●一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は
所定の手数料がかかります。

条件変更手数料条件変更手数料

●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（10万円以上）●500万円以内（10万円以上）

ご融資額ご融資額

●6ヶ月以上10年以内（６回以上120回以内）●6ヶ月以上10年以内（６回以上120回以内）

ご融資期間ご融資期間

●年4.00% ●年6.80% ●年8.80% ●年13.50%
＊保証料は、融資金利に含みます。
＊融資金利は、審査のうえ決定させていただきます。

●年4.00% ●年6.80% ●年8.80% ●年13.50%
＊保証料は、融資金利に含みます。
＊融資金利は、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

事業主の方・主婦の方におすすめ！

※融資金利は、審査のうえ決定させていただきます。

ご利用いただけます。ご利用いただけます。
年年
ご融資金利

保証料は、
融資金利に
含みます

平日のみ

□ 実際にお借入いただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。
□ 審査の結果、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。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口にて試算いたしますので、お気軽に
お問合せください。

□ 詳しくは、本支店窓口または、下記ローンデスクまでお問合せください。

●年齢が満20歳以上の方
●安定継続した収入がある方
●当金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されている方
●（一社）しんきん保証基金の保証が得られる方
●原則、団体信用生命保険に加入できる方（応相談）

●申込人が居住（居住予定を含む）し申込人もしくは家族が
所有している自宅、または家族が居住（居住予定を含む）し
申込人が所有している自宅に関する次の資金

・自宅の購入資金、新築資金、建て替え資金、リフォーム
（増改築・修繕）資金、購入等に伴う諸費用

・自宅の購入資金やリフォーム資金等の借換
・インテリア・家電等の購入資金（自宅の購入等と合わせた

申込で100万円まで）
●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）

2,000万円以内（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

３ヵ月以上20年以内（元金返済措置は6ヵ月以内）

毎月元利均等返済または毎月元金均等返済とし、ボーナス
月増額返済もできます。

（ボーナス返済分の元金はお借入金額の50％までとなります。）

金利に含まれます。

（一社）しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は
不要です。

一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は所定の
手数料がかかります。

・ご融資金は、原則として工事契約先等へお振込みにより
　お支払いいただきます。なお、お振込み手数料については、

お客様負担となりますので、あらかじめご了承願います。
・通常金利はホームページまたは店頭にてご確認ください。

ご　利　用
いただける方

お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

ご返済方法

保　証　料

担保・保証人

条 件 変 更
手　数　料

そ　の　他

POINT
最高2,000万円までご融資可能！
担保・保証人も不要ですので、お気軽にご利用ください。

地域創生地域創生

U・Iターンの方も
是非ご利用ください！
U・Iターンの方も
是非ご利用ください！

地域のつながりを
応援します！！
地域のつながりを
応援します！！

無担保住宅ローン

優遇
金利

通常
金利 年年2.55％

自宅の購入資金・リフォーム資金、
住宅ローンの借換など住宅資金全般に！

くわしくはコチラ

2.05％2.05％
優遇条件
次の両方に該当する方

■給与振込、年金予約、年金受取のいずれかをご利用の方
■公共料金の口座振替（同一世帯可）、又はクレジットカードに
　よる口座引落をご利用の方

変動金利・
保証料込み
変動金利・
保証料込み

2017年5月1日現在

平日のみ

躍動する事業者様を応援いたします！！

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。

FAX番号

0796-23-2152

ホームページ

http://www.tanshin.co.jp/

4.004.00 ご利用いただけます。年
ご融資金利

急なご入用や、事業性資金などお使いみちは自由です。
他の借入とのおまとめも可能です。

農林水産業の方おすすめ！！農林水産業の方おすすめ！！

スピードローン生活上手スピードローン生活上手 スピード融資！！カンタン手続き！！

10 ～ 500最
大

までご融資可能です！！

万
円

万
円

スピード融資！！カンタン手続き！！

10 ～ 500最
大

までご融資可能です！！

万
円

万
円

※融資金利は、審査のうえ決定させていただきます。％～％～
保証料は、
融資金利に含みます

●申込時満20歳以上、完済時満81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
●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

●㈱クレディセゾンが保証しますので担保・保証人は不要です。

担保・保証人

●一部繰上返済・期日前完済・条件変更をされる場合は
所定の手数料がかかります。

条件変更手数料

●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

●ご自由です。

お使いみち

●500万円以内（10万円以上）

ご融資額

●6ヶ月以上10年以内（６回以上120回以内）

ご融資期間

●年4.00% ●年6.80% ●年8.80% ●年13.50%
＊保証料は、融資金利に含みます。
＊融資金利は、審査のうえ決定させていただきます。

ご融資金利

平日のみ

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

http://www.tanshin.co.jp/
いつでもご相談ください。 たんしん電話相談室 ローンデスク［ お電話対応時間 ］平日 9：00～17：00

0120-615-120

但馬信用金庫

ローン仮審査ご利用いただけます！！

他の金融機関等でお借入されたローンの借換資金としてもご利用いただけます。

※車検・修理・運転免許取得等の費用にも
　ご利用いただけます。

住 宅 資 金

パソコン・スマホから！ 24時間OK！
審査結果はお電話にてご連絡いたします。

24時間いつでもローンの仮審査をお申込みいただけます。

で
の

が

ーホ ム ペ ージ

今すぐアクセス！お申込みはコチラ！▶

かん
たん
かん
たん手軽手軽

こんな用途にお使いいただけます

こんな用途にお使いいただけます

詳 しい お 申 込 み の 流 れ は 裏 面 を ご 確 認 ください 。

● グッドライフ● 無担保住宅ローン● リフォームローン 車購入資金 ● カーライフプラン

教 育 資 金 ● 進学ローン「合格」● 教育カードローン カードローンなど ● カードローン● 職域サポートローン

かんたん
お申込
かんたん
お申込

いつでも
お申込
いつでも
お申込

好評受付中！好評受付中！

そろそろ家を建てようかな？ リフォームをしようかな？

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）］
ローンデスク

（お電話によるご相談）

1
2
3
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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

但馬信用金庫

いつでもご相談ください。
但馬信用金庫電話相談室　ローンデスク
0120-615-120（平日 9：00～17：00）

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0.10％上乗せいたします。

平成29年4月1日～平成30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。

●とっても便利「年金手帳入れ」進呈
●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。
●ATM時間外手数料無料
●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！

（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0.15％上乗せいたします。
上乗せ内容

平成29年4月1日～平成30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 わくわくクラブでご利用いただける施設は

コチラからご確認ください。

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＋0.15％ 平成30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＋0.10％
　　　　　　　［１年］店頭表示金利＋0.10％
（当初は誕生日までの満期日指定、その後は１年）

平成30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。

～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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