
た皆さま「東日本人震災」により被害を受けられたセ

特 別 金 利 で お 取 扱 い い た し ま す II

お取扱期間/平成29年 4月 3日 (月)～平成29年 6月 30日 (金)

お借入当初の期間を下記の固定金利でお取扱いいたします。

当初固定期間終了後

※原則として、各市町村が発行する「東日本大震災」の罹災証明書のご提示が必要となります。

年1.0%年0.8% 年0.9%

ご完済まで店頭表示金利より ・̈年▲ 0.5%
※固定金利期間終了後の新たに適用となる金利は、その時点の店頭表示金利より年 0.5%引 き下げた金利が適用されます。

お借入当初の期間を下記の固定金利でお取扱いいたします。

当初固定期間終了後

年1.3%
％

０４
１年一

こ

Ｄ
馬
輌

年1.4%
％

４
１

４
１年一

こ

Ｄ
馬
碗

年1.5%
％

つ
乙

４
１年一

こ

Ｄ
馬
碗

ご完済まで店頭表示金利より ・̈年▲ 0.5%
※固定金利期間終了後の新たに適用となる金利は、その時点の店頭表示金利より年 0.5%引 き下げ

｀
た金利が適用されます。

A…下記①～⑥のうち3項目以上の条件を満たされている方
①当金庫に5大公共料金 (電話 0電気・ガス・水道・NHK)・ 学費の6項目中3頂日以上の□座振替をご利用いただいている方
②当金庫に給与振込の指定をいただいている方
③当金庫個人□―ンまたはカードローンのご契約をされている方
④東北しんきんカード (∨ ISA、 」⊂B)の ご力日入をいただいている方
⑤当金庫に申込時点の定期性預金・個人向け国債 0生命保険・投資信託の各残高の合計額が200万円以上の取引がある方 (同居する世帯の
取引を含みます)

⑥融資対象物件が「オール電化住宅 (注 1)」 、「みやぎ版住宅 (注 2)」 、「住宅1生能評価確認書の交付を受けた住宅 (注 3)」 または「太陽光発電
を設置する住宅等 (注 4)」 のいずれかに該当する場合

(注 1)「オール電化住宅」とは、電気温水器 (エ コキュートを含む)及びクッキングヒーターの両方を備えた住宅のことをいいます。
(注 2)「みやぎ版住宅」とは、宮城県が指定した評価機関が発行する「みやぎ版住宅特注評価確認書」の交付を受けた住宅のことをいいます。
(注 3)「住宅性能評価確認書の交付を受けた住宅」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき「住宅性能評価確認書」の交付を

受けた住宅のことをいいます。
(注 4)「太陽光発電を設置する住宅等」とは、太陽光発電を設置する住宅、自然エネルギー・再生可能エネルギー採用住宅のことをいいます。

B…自己資金 20%以上の方

●上記期間中に本申込を行い、平成29年 12月 29日 (金)までに新規ご融資出来る方が対象となります。●お取扱期間中に金利情勢が大幅に変動する場合は、
適用金利を改定する場合がございます。●お取扱期間は延長する場合がございます。◆ご不明な点などございましたら、お気軽に石巻信用金庫本支店にお問い
合わせください。◆詳しい商品内容は裏面の商品概要をご覧ください。

鸞石 春信用食庫



住 宅 ロー ン概 要
頂|1目 プレミアム住宅口■ン8‐0

■1般社団法人しんさん保証基金
1保証付き住宅口■ン|

全‐国保証株式会社保証付き住宅口■ン

||で利用■|

いただける方

○満30歳以上満60歳以下、完済時年齢満

80歳以下の方。

○勤続年数 :給与所得者に限る会社員 。公

務員 5年以上。

○前年の税込み年収が300万 円以上で、引

き続きご返済に見合った安定した収入が

ある方。

○満20歳以上満70歳未満、完済時年齢満

80歳以下の方。

○勤続年数 :給与所得者 1年以上、または

法人役員・個人事業主 3年以上、また

は、公的年金を受給中の方。

○前年の税込み年収が100万円以上で、引

き続きご返済に見合つた安定した収入が

ある方。
※ただし、「給与収入」と「事業 (営業 )

所得」の両方がある場合は、会社員 0公務

員 0法人役員は「給与収入」、自営業者

の場合は、「事業 (営業)所得」を年収と

みなします。

○満20歳以上満65歳未満、完済時年齢満

80歳未満の方。

○お使いみちに応じた所定の勤続年数、ま

たは営業年数を満たす方。

○前年の税込み年収が100万円以上で、引

き続きご返済に見合つた安定した収入が

ある方。

○当金庫指定の団体信用生命保険に加入でだ旨る方

○その他当金庫所定のお取扱基準を満たさオ1る方

お使いみち

○住宅購入資金 (一戸建て 。マンシ∃ン)

新築 0中古

○住宅の新築・増改築資金

○住宅用土地購入資金

○当金庫が認める諸費用

○住宅購入資金 (一戸建て・マンシ∃ン)

新築・中古
○住宅の新築・増改築資金

○住宅用土地購入資金
○借換資金
○一般社団法人しんきん保証基金が認め

る諸費用

○土地および住宅の購入資金

○住宅の新築・増改築資金

○借換資金
○全国保証 (株)が認める諸費用

ご融資金額 10万円～4′ 000万円以内 (1万円単位) 50万円～ 8′ 000万円以内 (1万円単位 ) 100万円～1億円以内 (1万円単位)

ご融資期‐間
35年以内
(資金使途等により最長期間に制約)

35年以内
(資金使途等により最長期間に制約)

35年以内
(資金使途等により最長期間に制約)

徽 難 lj4

固定金利選択型<罹災証明書をお持ちの方>
◎当初3年間 :年0.8%◎当初5年間 :年0.9%◎当初10年間 :年 1.0%

固定金利選択型<罹災証明書をお持ちではない方>
◎当初3年間 :年 1.3% ◎当初5年間 :年 1.4%◎当初10年間 :年 1.5%

(さ らに当金庫所定の 【金利引き下げ基準】を満たす方、上記適用金利より最大で年▲0.3%)
※お取扱期間中に金利情勢が大幅に変動した場合は適用金利を変更する場合がございます。

◎当初固定期間終了後 :変動金利型住宅□一ン (固定金利選択特約付)店頭表示金利から年▲0.5%
※当初固定期間終了後の適用金利は、その時点の金利情勢等により、当初適用金利と比較し上昇または下降している可育旨性があります。

保証人
○連帯保証人 1名が必要です。 (配偶者・同

居親族でも可)※所得が無くても可

○一般社団法人しんきん保証基金をご利用い

ただきますので、保証人は原貝」不要です。

○全国保証 (株 )を ご利用いただきます

ので、保証人は原則不要です。

担保

ご融資対象の建物および敷地に、当金庫を

抵当権者とする第一順位の抵当権を設定さ

せていただきます。

ご融資対象の建物および敷地に、当金庫を

抵当権者とする第一順位の抵当権を設定さ

せていただきます。

ご融資対象の建物および敷地に、当金庫を

抵当権者とする第一順位の抵当権を設定さ

せていただきます。

保証料
不要です。

○所定の保証料をしんきん保証基金へお
支払いいただきます。保証料は、ご融資
時一括支払いと分割支払い(月 払い)の

方法があります。
<―括支払いの一例>
(例 )ご融資期間20年 の場合、ご融資金額

100万 円当りの保証料は、ア′100円
～22′ 200円となります。

○所定の保証料を全国保護(株 )へ お支払いい
ただきます。保証料は、ご融資時一括支払いと
分害J支払い(月 払い)の方法があります。

<一括支払いの―夕」>
(例)ご融資期間20年 の場合、ご融資金額

100万円当りの保証料は、
*ご融資金額が担保評価額の範囲内の部分 :

6′632円～28′423円
*ご融資金額が担保評価額を超える部分 :

28′423円 -127′906円

※担保評価については、当金庫所定の基準¬T評価させていただきます。

事務手数料 *1件につき 54′ 000円 (消費税込) 不要です。 *1件につき 54′ 000円 (消費税込)

‐固定1金利選択
|1手数料 |

○当初の固定期間終了後、固定金利を選択される場合は、その都度お取扱手数料として5′400円 (消費税込)がかかります。

条件変更事務
■手数料|■

○お借入期間やご返済方法等の条件を変更される場合は、その都度条件変更事務手数料として10′800円 (消費税込)がかかります。

繰上げ償還
1手数料 |‐

○固定金利期間中に繰上げ償還される場合は、その都度繰上げ償還手数料をお支払いいただきます。期限前一部繰上償還 :1回に付き

3′ 240円 (消費税込)がかかります。

期限前完済 :融資後3年以内10′ 800円 (消費税込)、 融資後5年以内5′ 400円 (消費税込)、 融資後7年以内3′ 240円 (消費税込)がかか

ります。

※審査の結果によつては、ご希望に添いかねる場合もございますので、ご了承ください。
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