
３大疾病＋就業不能団信免除キャンペーン 

キャンペーン実施期間 平成 28 年 10 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

◇「期間限定引下げプラン」・「選択制全期間一律金利引下げプラン」でご利用できるキャンペーンです。 

◇団体信用生命保険告知事項「あり」に該当している場合、または借入希望額が３，０００万円を超える場合は、

事前に当金庫所定の「専用診断書」が必要です。 

◇マイホームローンドリーム２５・３５は、キャンペーン対象外です。 

ご利用条件…①、②共に該当することが条件です。 

①充実コース（次のうち、いずれかに該当する方）

環境配慮型住宅・自己資金２０％以上・土地自己所有・年収３００万円以上

②取引実績金利優遇制度

給与振込指定（必須）＋下記【対象取引】のうち、１項目以上

原則、給与振込指定が必須ですが、振込指定ができない場合

５大公共料金、携帯電話の口座振替のうち、２項目以上（必須）＋対象取引のうち、２項目以上ご契約の方

【対象取引】中部しんきんカード・定期積金（１万円掛以上）・カードローン契約・貸金庫契約

◇ご契約いただいた方に、もれなく苗木プレゼント！！ 

◇キャンペーン期間内にお申込み頂き、平成 29 年 4 月 28 日（金）までにご融資の実行が可能な方とします。 

◇審査結果によっては、ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

◇詳しくは窓口でお気軽にお尋ねください。 

支店名 
当金庫事務手数料 

32,400 円免除！！ 

３つのお得！！ 

①３大疾病保障特約付団体信用生命保険料の免除！

②就業不能団体信用生命保険料の免除！

③当金庫事務手数料 32,400 円の免除！

住宅ローンに 

安心を！！ 



マイホームローンドリームの概要 

マイホームローンドリーム Ｚ マイホームローンドリーム Ｓ 

ご利用頂ける方 

（年齢） 

[３大＋就業不能団信] 

融資実行時年齢満２０歳以上、満５０歳未満で完済 

時年齢満７５歳未満の方 

[団信就業＋３大疾病団信] 

融資実行時年齢満２０歳以上、満５１歳未満で完済

時年齢満７５歳に達した年の１２月３１日までの方 

年収 １００万円以上かつ、安定継続した収入 １００万円以上かつ、安定継続した収入 

勤続年数 勤続年数１年以上、営業年数２年以上 会社員・公務員は１年以上 

法人役員・自営業者は３年以上 

ご融資金額 １００万円以上１億円以内 ５０万円以上８，０００万円以内 

ご利用期間 ２年以上３５年以内 １年以上３５年以内 

お借入金利 変動金利型、固定金利選択型（３年・５年・１０年）の 

いずれかを選択 

変動金利型、固定金利選択型（３年・５年・１０年）の

いずれかを選択 

ご返済方法 毎月６日、１６日、２６日のいずれかの日 

毎月元利均等返済（ボーナス返済併用も可） 

毎月６日、１６日、２６日のいずれかの日 

毎月元利均等返済（ボーナス返済併用も可） 

ご返済比率 Ａコースは、別途基準あり 

Ｂ～Ｅコース 

年収４００万円未満 ３０％ 

年収４００万円以上 ３５％ 

Ｅコース 

年収４００万円未満 ３５％ 

年収４００万円以上 ４０％ 

年収１００～３００万円未満２５％以内 

年収３００～４５０万円未満３０％以内 

年収４５０～６００万円未満３５％以内 

年収６００万円以上は４０％以内 

保証人 原則不要 

但し、所得合算者は連帯保証人、担保提供者は物上

保証人とさせていただきます。 

原則不要 

但し、所得合算者は連帯保証人、担保提供者は物上

保証人とさせていただきます。 

保証会社 全国保証株式会社 一般社団法人しんきん保証基金 

担保 土地・建物に第１順位の抵当権を設定させていただき

ます。 

土地・建物に第１順位の抵当権を設定させていただき

ます。 

火災保険 対象物件（建物）に建物の時価以上の火災保険にご

加入いただきます。 

対象物件（建物）に建物の時価以上の火災保険にご

加入いただきます。 

保証料 保証料は「一括払型」、「毎月払型」のいずれかをお選

びいただきます。 

A コース B コース C コース D コース E コース

0.08％ 0.15％ 0.20％ 0.30％ 0.40％

※保証料率は、毎月払型の上乗せ金利を表示。 

保証料は「一括払型」、「毎月払型」のいずれかをお選

びいただきます。 

住プラン A 住プラン B 住プラン C 借換 200 

0.08％ 0.15％ 0.25％ 0.20％ 

※保証料率は、毎月払型の上乗せ金利を表示。 

団体信用生命保険 [３大疾病＋就業不能団信] 

保険契約者：全国保証・ 

保証限度額 １億円 

告知事項 3,000 万円以下 3,000 万円超 

あり 
事前審査要 

専用診断書不要

事前審査要 

専用診断書要 

なし 
事前審査不要 

専用診断書不要

事前審査要 

専用診断書要 

（保険料負担 ０．３％） 

[団信就業＋３大疾病団信] 

保険契約者：信金中央金庫 

保証限度額 ８千万円 

告知事項 ３，０００万円以下 ３，０００万円超 

あり 
事前審査要 

専用診断書不要 

事前審査要 

専用診断書要 

なし 
事前審査不要 

専用診断書不要 

事前審査要 

専用診断書要 

（保険料負担 ０．３％） 

手数料 ・事務手数料 86,400 円（内、保証会社 54,000 円）

・一部繰上返済手数料 

30 万円以上（月１回）  無料 

  30 万円未満又は月 2 回目以降  5,400 円 

・全額繰上返済手数料 

 [変動金利型の場合] 

 お借入年数に応じて 0 円～10,800 円 

 [固定金利型の場合] 

 固定金利期間中の全額繰上返済 32,400 円 

・固定金利選択手数料 

 固定金利選択の都度  5,400 円 

※金額の表示は、税込表示。 

・事務手数料   32,400 円 

・一部繰上返済手数料 

30 万円以上（月１回）  無料 

  30 万円未満又は月 2 回目以降  5,400 円 

・全額繰上返済手数料 

 [変動金利型の場合] 

 お借入年数に応じて 0 円～10,800 円 

 [固定金利型の場合] 

 固定金利期間中の全額繰上返済 32,400 円 

・固定金利選択手数料 

 固定金利選択の都度  5,400 円 

※金額の表示は、税込表示。 



一般団信特別金利キャンペーン 

キャンペーン実施期間 平成 29 年 1 月 4 日～平成 29 年 3月 31 日 

 

 

【平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日のお借入利率】 

種類 基準金利からの差引幅 お借入利率 当初固定期間終了後

10 年固定 

基準金利 2.950％ 

 

▲2.050％ 年0.900% 

３年固定   ▲1.40%

５年固定   ▲1.45%

１０年固定   ▲1.55%

変動金利   ▲1.70%

◇「選択制全期間一律金利引下げプラン」の中で、「10 年固定」限定のキャンペーンです。 

◇基準金利から上記の差引幅を差し引いたお借入利率を 10 年間適用します。 

◇基準金利は平成 29 年 3 月にお借入いただく場合の適用金利であり、毎月見直しを行います。 

◇当初固定金利適用期間（10 年）終了後は、「選択制全期間一律金利引下げプラン」として変動金利と固定金利

（3・5・10 年）の選択ができます。 

◇別途保証料が必要となります。保証料のお支払方法は、お借入時一括払いと分割払いの 2通りがあり、分割払

いの場合は、所定の保証料率を上記お借入利率に上乗せとなります。 

ご利用条件…①、②共に該当することが条件です。 

①充実コース（次のうち、いずれかに該当する方） 

 環境配慮型住宅・自己資金２０％以上・土地自己所有・年収３００万円以上 

②取引実績金利優遇制度 

 給与振込指定（必須）＋下記【対象取引】のうち、１項目以上 

 原則、給与振込指定が必須ですが、振込指定できない場合 

 ５大公共料金、携帯電話の口座振替のうち、２項目以上（必須）＋対象取引のうち、２項目以上ご契約の方 

 【対象取引】中部しんきんカード・定期積金（１万円掛以上）・カードローン契約・貸金庫契約 

◇一般団信…保険料は当金庫が負担し、団体信用生命保険にご加入頂きます。 

◇ご契約いただいた方に、もれなく「苗木」、もしくは「バルーンアート」プレゼント！！ 

◇審査結果によっては、ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。 

◇詳しくは窓口でお気軽にお尋ねください。 

 

                 

                                                          平成 29 年 3 月 1 日現在 

支店名 

 

 

当金庫事務手数料 

32,400 円免除！！ 



マイホームローンドリームの概要 

マイホームローンドリーム Ｚ マイホームローンドリーム Ｓ 

ご利用頂ける方 

（年齢） 

[一般団信] 

融資実行時年齢満２０歳以上、満６５歳未満で完済 

時年齢満８０歳未満の方 

[一般団信] 

融資実行時年齢満２０歳以上、満７０歳未満で完済

時年齢満８０歳以下 

年収 １００万円以上かつ、安定継続した収入 １００万円以上かつ、安定継続した収入 

勤続年数 勤続年数１年以上、営業年数２年以上 会社員・公務員は１年以上 

法人役員・自営業者は３年以上 

ご融資金額 １００万円以上１億円以内 ５０万円以上８，０００万円以内 

ご利用期間 ２年以上３５年以内 １年以上３５年以内 

お借入金利 当初固定金利選択型１０年を選択し、その後は「選択

制全期間一律引下げプラン」として「変動金利」、「固 

定金利選択型（３・５・１０年）」の中からお選びいただき

ます。 

当初固定金利選択型１０年を選択し、その後は「選択

制全期間一律引下げプラン」として「変動金利」、「固

定金利選択型（３・５・１０年）」の中からお選びいただき

ます。 

ご返済方法 毎月６日、１６日、２６日のいずれかの日 

毎月元利均等返済（ボーナス返済併用も可） 

毎月６日、１６日、２６日のいずれかの日 

毎月元利均等返済（ボーナス返済併用も可） 

ご返済比率 Ａコースは、別途基準あり 

Ｂ～Ｅコース 

年収４００万円未満 ３０％ 

年収４００万円以上 ３５％ 

Ｅコース 

年収４００万円未満 ３５％ 

年収４００万円以上 ４０％ 

年収１００～３００万円未満２５％以内 

年収３００～４５０万円未満３０％以内 

年収４５０～６００万円未満３５％以内 

年収６００万円以上は４０％以内 

保証人 原則不要 

但し、所得合算者は連帯保証人、担保提供者は物上

保証人とさせていただきます。 

原則不要 

但し、所得合算者は連帯保証人、担保提供者は物上

保証人とさせていただきます。 

保証会社 全国保証株式会社 一般社団法人しんきん保証基金 

担保 土地・建物に第１順位の抵当権を設定させていただき

ます。 

土地・建物に第１順位の抵当権を設定させていただき

ます。 

火災保険 対象物件（建物）に建物の時価以上の火災保険にご 

加入いただきます。 

対象物件（建物）に建物の時価以上の火災保険にご

加入いただきます。 

保証料 保証料は「一括払型」、「毎月払型」のいずれかをお選

びいただきます。 

A コース B コース C コース D コース E コース

0.08％ 0.15％ 0.20％ 0.30％ 0.40％

※保証料率は、毎月払型の上乗せ金利を表示。 

保証料は「一括払型」、「毎月払型」のいずれかをお選

びいただきます。 

住プラン A 住プラン B 住プラン C 借換 200 

0.08％ 0.15％ 0.25％ 0.20％ 

※保証料率は、毎月払型の上乗せ金利を表示。 

団体信用生命保険 [一般団信]もしくは、[一般団信＋債務返済支援] 

保険契約者：全国保証・ 

保証限度額 １億円 

告知事項 １億円以下 

あり 
事前審査要 

診断書不要 

なし 
事前審査不要 

診断書不要 

※一般団信保険料は、当金庫が負担し団体信用生命保険 

に加入いただきます。但し、債務返済支援保険は、債務者負

担方式です。 

[一般団信]もしくは、[一般団信＋債務返済支援] 

保険契約者：信金中央金庫 

保証限度額 ８千万円 

告知事項 ５，０００万円以下 ５，０００万円超 

あり 
事前審査要 

診断書不要 

事前審査要 

診断書要 

なし 
事前審査不要 

専用診断書不要 

事前審査要 

診断書要 

※一般団信保険料は、当金庫が負担し団体信用生命保険

に加入いただきます。但し、債務返済支援保険は、債務者負

担方式です。 

手数料 ・事務手数料 86,400 円（内、保証会社 54,000 円）

・一部繰上返済手数料 

30 万円以上（月１回）  無料 

  30 万円未満又は月 2 回目以降  5,400 円 

・全額繰上返済手数料 

 [変動金利型の場合] 

 お借入年数に応じて 0 円～10,800 円 

 [固定金利型の場合] 

 固定金利期間中の全額繰上返済 32,400 円 

・固定金利選択手数料 

 固定金利選択の都度  5,400 円 

※金額の表示は、税込表示。 

・事務手数料   32,400 円 

・一部繰上返済手数料 

30 万円以上（月１回）  無料 

  30 万円未満又は月 2 回目以降  5,400 円 

・全額繰上返済手数料 

 [変動金利型の場合] 

 お借入年数に応じて 0 円～10,800 円 

 [固定金利型の場合] 

 固定金利期間中の全額繰上返済 32,400 円 

・固定金利選択手数料 

 固定金利選択の都度  5,400 円 

※金額の表示は、税込表示。 




