高松市亀井町7番地9
TEL.087-861-3121
https://www.kagawabank.co.jp/

平成３０年７月３１日

「平成３０年７月豪雨」の被災者の皆さまに対する
リフォームローン及びマイカーローンの金利優遇について
このたびの「平成３０年７月豪雨」により被害にあわれた皆さまには、心からお見舞い申しあげ
ます。
トモニホールディングスグループの香川銀行（頭取 本田 典孝）は、「平成３０年７月豪雨」
により被災されたお客さまの災害復旧に少しでも役立てていただくために、下記ローン商品の金利
を優遇させていただくことといたしましたので、お知らせいたします。
記
【優遇期間・対象者】
期間
２０１８年８月１日（水）〜 ２０１９年６月２８日（金）
平成３０年７月豪雨により被災された個人のお客さま
対象者
※罹災証明書・被災証明書等が必要となります。
【金利優遇商品内容】
商品名
新香川リフォームローン
通常金利（※）から年 0.4％引下げ

優遇金利
（年利）

香川マイカーローン
実施中のキャンペーン金利から
年 0.3％引下げ
変動金利 年 2.575％⇒ 年 2.175％ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ金利 年 2.25％ ⇒ 年 1.95％
3 年固定 年 2.45％ ⇒ 年 2.05％ ※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ終了後も当該金利を適用
5 年固定 年 2.50％ ⇒ 年 2.10％ ※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ期間中はｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸの対象
7 年固定 年 2.55％ ⇒ 年 2.15％ 【参考】ﾏｲｶｰﾛｰﾝｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
10 年固定 年 2.60％ ⇒ 年 2.20％ 期間：2018/6/1〜2019/4/30
※通常金利は H30/07/31 現在
特典：ご契約金額×0.1％をｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

・満 20 歳以上満 65 歳以下、完済時
・満 20 歳以上満 65 歳以下、完済時
お申込み
年齢 75 歳以下の方
年齢 70 歳以下の方
・保証会社の保証が受けられる方
・保証会社の保証が受けられる方
・増改築・補修資金又は住宅環境の ・自家用車（二輪含む）購入資金
資金使途
改善資金など
・自家用車修理費用など
10 万円以上 1,000 万円以内
10 万円以上 1,000 万円以内
ご融資金額
（1 万円単位）※必要資金の 100％以内 （1 万円単位）※前年度年収の 100％以内
ご融資期間 1 年以上 15 年以内（1 か月単位）
6 か月以上 10 年以内（1 か月単位）
その他項目の詳細は、別添の商品概要書をご参照ください。
・なお、災害復旧に係る事業資金につきましては、本年７月９日から緊急特別融資の取扱いを開始
いたしております。詳しくは同日付のリリース文書をご覧ください。
以 上
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新香川リフォームローン
商品名（愛称）
ご利用いただける方

新香川リフォームローン
・満２０歳以上満６５歳以下、完済時満７５歳以下の方
※ただし、「空き家解体」にご利用の場合は完済時満７３歳以下の方となります。
・安定継続した年収のある方
・持家者（共有や家族所有の場合を含みます。）の方、本人又は親族が「空き家」を
所有する方。ただし、家族とは、配偶者もしくは同居又は同居予定の親子のことを指
し、親族とは配偶者、父母・祖父母、子、配偶者の父母・祖父母のいずれかを指し
ます。
・当行の営業区域内に居住又は勤務している方
・勤務年数原則１年以上又は営業年数３年以上の方
・四国総合信用（株）の保証が受けられる方
資金使途
・申込人又は家族の方が所有する住宅（賃貸住宅を含みます）の増改築・補修資金
又は住宅環境の改善資金
・申込人又は親族（配偶者、父母・祖父母、子、配偶者の父母・祖父母）のいずれ
か）の所有する「空き家解体」資金
・住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)･福祉医療機構(旧年金福祉事業団)、
及び住宅資金の他行全額肩代わり資金
・リフォーム資金の他行・他社全額肩代わり資金
融資方式
証書貸付
融資金額
１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
（肩代り資金にご利用の場合は５００万円以内、「空き家解体」にご利用の場合は３０
０万円以内となります。）
※必要資金の１００％以内です｡
※パート、嘱託、委託、臨時社員等、正社員でない方は５０万円以内です。
融資期間
１年以上１５年以内（１か月単位）
（空き家解体にご利用の場合は７年以内です）
他行・他社の借換の場合のみ２０年以内です。
（ただし、対象ローンの残存期間を上限とします。）
融資利率
・変動金利型と固定金利選択型の２種類がございます｡
・当行所定のルールに基づき、ご希望に応じて変動金利型か固定金利選択型３年・
５年・７年・１０年（「空き家解体」にご利用の場合は３年・５年・７年）のいずれかの
金利をお選びいただきます。
・固定金利選択期間中は、利率の変更、変動金利への変更はできません。
・固定金利を選択の都度１０，８００円（消費税込み）の手数料が必要となります。
※最新の利率については窓口にお問い合わせください｡
固定金利期間満了後の ・ 固定金利選択期間中は適用利率を一切変更しませんが、固定金利期間満了後
取扱
の適用利率は固定金利期間満了時の｢固定金利｣又は｢変動金利｣とします。
・ 固定金利期間満了後の適用利率はそれまでの適用利率に比べ高くなることもあれ
ば低くなることもございます。返済額も見直しとなります。その際、適用利率が大幅に
上回った場合は、返済額が大幅に増える可能性がございます。
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返済方法

団体信用生命保険

延滞損害金
手数料

担保・保証人

保証料

・ 毎月元利均等返済です。
＜毎月元利均等返済＞
毎月決まった金額（元金と利息の合計額）を返済用預金口座から自動引落しさせ
ていただきます。
・ ６か月毎のボーナス返済併用もご利用いただけます。
※６か月毎のボーナス返済に充てることができるのは、融資金額の５０％以内です｡
※ ６か月毎のご指定月に決まった金額（元金と利息の合計額）を返済用預金
口座から毎月の返済額と併せた金額で自動引落しさせていただきます。
・ ご融資日の属する月又はその翌月のご都合の良い日を第１回目の返済日とし、以
後毎月第１回目の返済日の応当日を第２回目以後の返済日とします｡
・団体信用生命保険に加入していただきます｡（保険料は、銀行が負担します。）
・団体信用生命保険は、所得控除の対象にはなりません｡
・団体信用生命保険の告知書は、被保険者となられるお客さまご本人が、記入してく
ださい。
※もし、自署されていない場合又は虚偽の申告をされている場合は、免責となり保
険金が支払われない場合がございます｡
・ご返済中に被保険者となられるお客さまに所定の保険金お支払事由が発生した場
合、保険金でローン債務が返済されるためご家族にご返済の負担はかかりません。
※詳しくは、団体信用生命保険の申込書兼告知書に添付の「ご加入にあたって」を
ご確認ください。
ご返済を履行されなかった場合には、支払うべき金額に対して年１４．００％の割合の
損害金をお支払いいただきます｡
条件変更時に手数料がかかる場合がございます｡
固定金利選択の都度（新規時以外）
１０，８００円
返済条件変更
５，４００円
変動金利期間中の全額・一部繰上返済
５，４００円
返済額５００万円未満
１０，８００円
固定金利選択型期間中
返済額５００万円以上
の全額・一部繰上返済
３２，４００円
１，０００万円未満
※上記手数料には消費税等を含みます。
※その他必要に応じて諸費用がかかる場合がございます。
・担保は不要です｡
・保証人は原則として不要です｡
※ただし、配偶者の年収を合算する場合は、配偶者の方に連帯保証人となっていた
だきます｡
・四国総合信用（株）の保証が必要です。
融資利率に含まれています。
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金利変動リスク
について

【固定金利選択時の金利リスク】
・固定金利選択期間中は、利率の変更、変動金利への変更はできません。
・固定金利期間満了後の適用利率は、固定金利期間満了時の新住宅ローン基準
金利（固定金利または変動金利）となりますので、それまでの適用利率に比べて高く
なることもあれば低くなることもございます。
【変動金利選択中の金利リスク】
・金利の見直しは、年２回（毎年４月１日及び１０月１日を金利見直しの基準日としま
す）行います。
・変更後の借入利率の毎月返済部分への適用時期は、基準日が４月１日の場合に
は、基準日の属する年の６月の約定返済日の翌日とし、７月の約定返済日から新
利率適用による返済が始まります。また基準日が１０月１日の場合には、基準日の
属する年の１２月の約定返済日の翌日とし、翌年１月の約定返済日から新利率適
用による返済が始まります。
・利率に変動があった場合でも、返済額の中の元本分と利息分の割合を調整し、５年
間は返済額を変更しません。
・返済額の見直しは５年毎に行いますが、新返済額は旧返済額の１．２５倍を上限と
します。
・当初の借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返
済していただきます。
その他参考となる事項
・ご返済額の試算をご希望の方は窓口へお申し出ください。
・最新の利率については窓口にお問い合わせください。
当行が契約している
一般社団法人全国銀行協会
指定紛争解決機関
連絡先
全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 又は 03-5252-3772
2018年7月2日現在
○審査の結果、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
○詳しくは窓口にてお問い合わせください。
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香川マイカーローン
商品名（愛称）
ご利用いただける方

資金使途

香川マイカーローン
・借入申込時満２０歳以上満６５歳以下、完済時満７０歳以下の方
・原則、勤務年数１年以上又は営業年数３年以上の方
・取扱店の営業区域内に居住又は勤務している方
・安定継続した年収のある方
※ただし、配偶者の年収を合算することができます。
※例外として、満２０歳以上で学校卒業後１年以内かつ就職後１年未満の方は、
ご両親の年収を合算することができます。
・四国総合信用（株）の保証が受けられる方
①自家用車（二輪を含む）購入資金
※ただし、個人からの購入資金は対象外です。
②運転免許証取得資金
③修理費用
④自動車附属品購入資金
⑤車検費用
⑥自動車税・損害保険料
⑦旧債務返済（本人及び家族の当行四総信保証付マイカーローンの全額返済資金）
⑧借換資金（本人及び家族の他行・他社のマイカー資金の借換に限ります。）
（注）資金使途については家族（配偶者・親・子）のために使用する場合も可
次の確認資料が必要です。
≪お申込時≫
①の場合は見積書・購入契約書・注文書・請求書のいずれかの（写）
②の場合は入学案内書・合格通知書・入学証明書のいずれかの（写）
③④の場合は見積書・注文書・請求書・納品書のいずれかの（写）
⑤の場合は車検見積書・請求書のいずれかの（写）
⑥の場合は自動車税・損害保険料領収書の（写）･･･振込に限ります。
⑦の場合は旧債務の資金使途確認資料
⑧の場合はマイカー資金であること及びその債務残高が確認できる資料
≪ご融資時≫
①及び③～⑧は支払先への直接振込による振込金受取書（写）が必要です。
②については入学金領収書（写）が必要です。

融資方式
融資金額

融資期間
融資利率

証書貸付
１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
※前年度年収の１００％以内
※パート、嘱託、委託、臨時社員等正式社員でない方は５０万円以内
６か月以上１０年以内（１か月単位）
固定金利（保証料を含む。）
※最新の利率については窓口にお問い合わせください｡
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返済方法

延滞損害金
手数料
保険の付保

担保・保証人

保証料
その他参考となる事項

当行が契約している
指定紛争解決機関

・ 元利均等毎月返済です。
毎月決まった金額（元金と利息の合計額）を返済用預金口座から自動引き落しさ
せていただきます。
・ ６か月毎のボーナス返済併用もご利用いただけます。
※６か月毎のボーナス返済に充てることができるのは融資金額の５０％以内です｡
※６か月毎のご指定月に決まった金額（元 金 と利 息 の合 計 額 ） を返 済 用 預 金
口座から毎月の返済額と併せた金額で自動引き落しさせていただきます。
・一括繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません｡
・毎月の返済日は、４日・１４日・２４日のうちのいずれかお客さまのご都合の良い日を
お選びください｡
・ご融資日の属する月又は翌月を第１回目の返済日とし、その返済日の応当日を第
２回目以後の返済日とします｡
ご返済を履行されなかった場合には、支払うべき金額に対して年１４．００％の割合に
て損害金をお支払いいただきます｡
不要です。
・債務者（本ローンのお借入者）を被保険者として傷害総合保険（交通事故傷害危
険のみ補償特約付）を付帯させていただきます｡
・当行が保険契約者となり、保険料を負担させていただきます｡
・保険期間は、融資期間と同じです｡（当初１年間とし、２年目以降は自動継続としま
す。）
・死亡保険金及び後遺障害保険金の請求権を当行に譲渡していただきます。ただ
し、当該ローンの残高及び保険金支払時までの当該ローンの経過利息範囲までとし
ます。残余は、法定相続人、本人等にお支払いいたします｡
・担保は不要です｡
・保証人は原則不要です｡ただし、配偶者又はご両親の収入を合算する場合は、配
偶者又はご両親の方に連帯保証人となっていただきます。
・四国総合信用（株）の保証が必要です。
融資利率に含まれます。
・ご返済額の試算をご希望の方は窓口へお申し出ください。
・最新の利率については窓口にお問い合わせください。
一般社団法人全国銀行協会
連絡先
全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 又は 03-5252-3772
2018年6月1日現在

○審査の結果、ご希望に沿えない場合がありますのでご了承ください。
○詳しくは窓口にお問い合わせください。

