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令和３年１０月１日 

 

「自由返済型マイカーローン『マイペース』」の取扱開始および 

記念キャンペーンの実施について 

 

トモニホールディングスグループの香川銀行（頭取 山田 径男）は、お客さまのライフプラン

に合わせたお車の購入をサポートするため、令和３年１０月４日（月）から「自由返済型マイカー

ローン『マイペース』」の取扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。 

また、本商品の取扱開始を記念し、令和３年１０月４日（月）から令和４年３月３１日（木）の

期間中にマイカーローンを申込みし、お借入れいただいたお客さまを対象に金利引下げキャンペー

ンを実施いたします。 

当行では、今後ともお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より良い商品やサービスの提

供に努めてまいります。 

記 

 

１．自由返済型マイカーローン「マイペース」 

（１）特長 

・お借入金額の５０％以内で自由返済枠を設定することが可能です。自由返済枠部分について

は、一定期間、元金を据え置き、お利息のみのお支払いとすることができます。 

※自由返済枠の設定はお申込金額１００万円以上の方が対象です。 

・これにより、毎月のご返済額を軽減することができるため、無理のない返済額でワンランク

上の自家用車を購入したいという方のニーズにお応えします。 

・お手続きはＷｅｂ完結です（ご来店、書類のご記入、お振込みに関するお手続きは不要です）。 

 

（２）取扱開始日 

令和３年１０月４日（月） 

 

（３）商品概要 

商 品 名 自由返済型マイカーローン（愛称：マイペース） 

ご 利 用 

いただける方 

・お申込時満２０歳以上満６０歳以下の方 

・継続して安定した収入のある方 

・当行本支店の営業エリア内にお勤めまたはお住いの方（セルフうどん支店

対象外） 

・保証会社の保証が受けられる方 
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お使いみち 

・自家用車（二輪を含む）購入資金（事業用は対象外です） 

・上記購入に伴う自動車付属品購入費用 

・車検費用 

・自家用車（二輪を含む）修理費用 

※ただし、個人からの購入資金および既存のマイカーローンの借換資金は対

象外です。 

ご融資方式 
証書貸付および当座貸越（以下「自由返済枠」と表記します）の併用型 

（証書貸付のみも可能です） 

ご融資金額 

１０万円以上１,０００万円以内（１万円単位） 

＜内自由返済枠＞ 

上記お借入金額の５０％以内の範囲で５０万円・１００万円・１５０万円・

２００万円の４つのコースからお選びいただけます。 

※１００万円未満のお借入れは自由返済枠の設定はなく証書貸付部分のみと

なります。 

ご融資期間 

＜証書貸付部分＞６か月以上１０年以内（月単位） 

＜自由返済枠部分＞証書貸付の期間および下記期間（※） 

※証書貸付返済終了時に残高がある場合の定額返済が終了するまでの期間。 

なお、この間の新たなお借入れはできません。 

必 要 書 類 

（本人確認資料 ） 

（年収確認資料 ） 

（資金使途確認資料） 

お申込時には、次の確認資料のアップロードが必要です。 

（必要書類は下記に限定します）。 

本人確認資料 
・運転免許証（表面及び裏面） 

・マイナンバーカード（表面のみ） 

※外国籍の方は上記書類以外に「在留カード」又は「特別永住者証明書」の

アップロードでもお申込可能です（表面および裏面が必要です）。 

年収確認資料     

(申込金額３００万円 

以下の場合は不要で

す。) 

・源泉徴収票 

・所得証明書 

※ただし、会社役員・自営業者の方は所得証明

書でのご提出に限定させていただきます。 
 

資金使途確認資料 

（右のいずれかの書

類をご用意下さい。） 

・見積書 

・購入契約書 

・注文書 

・請求書 
  

ご融資方法 

＜初回ご融資実行時＞ 

証書貸付部分と自由返済枠部分を併せた全額を、資金使途確認資料に記載の

購入先に直接振込みいたします。 

＜自由返済枠反復ご利用期間中＞ 

自由返済枠の範囲内で再度新規お借入れする場合は、現金自動預入支払機

（ＡＴＭ）を使用してご利用いただけます（資金使途確認資料は必要ありません）。 

 ※一部ご利用いただけないＡＴＭがございます。 

ご融資利率 

固定金利（保証料を含む） 

＜証書貸付部分＞年１.８０％（キャンペーン金利） 

＜自由返済枠部分＞年３.９５％ 

※適用金利は令和３年１０月４日（月）現在。 
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ご返済方法 

＜証書貸付部分＞ 

・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。 

・ボーナス返済の併用はご利用いただけません。 

・毎月の返済日は、６日・１６日・２６日のうちのいずれかのご都合の良い

日をお選びください｡ 

＜自由返済枠部分（証書貸付返済期間中）＞ 

・証書貸付部分のご返済中は、元金部分の約定返済はございません。        

（随時返済は可能で、自由返済枠の範囲内で再度のご利用も可能です）。 

・お利息は、証書貸付のご指定された返済日に併せて返済用口座から引落し

いたします。 

・現金自動預入支払機（ＡＴＭ）で随時ご返済いただけます。 

証書貸付部分

完 済 後 の 

自由返済枠

のご返済に

つ い て 

証書貸付部分のご返済終了後、新たなお借入れはできなくなり、以後下記 

残高に応じた定額のご返済となります。 

  証書貸付部分完済時の自由 

返済枠のご融資残高 
毎月の約定返済額 

５０万円以下 １０,０００円 

５０万円超１００万円以下 ２０,０００円 

１００万円超１５０万円以下 ３０,０００円 

１５０万円超２００万円以下 ３５,０００円 
 

自由返済枠

の利息計算

方 法 

毎日の貸越金最終残高について付利単位を１００円とした１年を３６５日と

する日割計算です。利息の計算期間は前月の約定日から当月の約定日前日と

します。 

担保・保証人 
・担保・保証人は不要です｡ 

・トモニリース㈱、㈱オリエントコーポレーションのいずれかの保証が必要です。 

 

２．キャンペーン概要 

名 称 自由返済型マイカーローン「マイペース」取扱開始記念キャンペーン 

実 施 期 間 令和３年１０月４日（月）～令和４年３月３１日（木） 

対 象 商 品 
・自由返済型マイカーローン「マイペース」 

・香川マイカーローン 

対 象 者 上記期間中に対象商品を申込みし、お借入れいただいた個人のお客さま 

特 典 内 容 

 
自由返済型マイカーローン 

「マイペース」 
香川マイカーローン 

キャンペーン金利 

証書貸付部分 年１.８０％ 

※当座貸越部分（自由返済枠部

分）については、通常金利の 

年３.９５％を適用いたします。 

年１.８０％ 

（ご参考）通常金利 
証書貸付部分 １.９５％ 

当座貸越部分 ３.９５％ 
１.９５％～２.２５％ 

※ 商品内容等の詳細については、店頭窓口または当行ホームページをご覧ください。 
以上 



個コ0308043　DNP／10,000

令和3年10月4日現在

《期間》令和3年10/4（月）～令和4年3/31（木）

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

お申込み方法
WEBサイトにアクセスし、
お申込フォームから
お申込ください。

受付時間

24時間
365日

PC・スマホ・タブレット

自由返済型マイカーローン
「マイペース」金利 香川マイカーローン金利 ※証書貸付

自由返済枠部分

証書貸付部分

マイカーローンは

私の歩幅に合わせて

「マイペース」

取扱開始記念キャンペーン

◎商品概要

○日本国籍の方又は永住許可などを受けている外国人の方
○お申込時満２０歳以上満６０歳以下の方
○勤務年数・営業年数は問いません。
○継続して安定した収入のある方 
○当行本支店の営業エリア内にお勤め又はお住いの方
　（セルフうどん支店対象外）
○保証会社の保証が受けられる方
○お申込時、当行ローンについて延滞がない方

○自家用車（二輪を含む）購入資金（事業用は対象外です）
○上記購入に伴う自動車付属品購入費用 
○車検費用 
○自家用車（二輪を含む）修理費用 
※ただし、個人からの購入資金及び既存のマイカーローンの借換資金は対象外です。

○証書貸付および当座貸越（以下「自由返済枠」と表記します）の
　併用型 （証書貸付のみも可能です）

１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位） 
＜内自由返済枠＞ 
上記お借入金額の５０％以内の範囲で５０万円・１００万円・１５０万円・
２００万円 の４つのコースからお選びいただけます。
※１００万円未満のお借入れは自由返済枠の設定はなく証書貸付部分のみとなります。

＜証書貸付部分＞６か月以上１０年以内 （月単位） 
＜自由返済枠部分＞証書貸付の期間および下記期間（※） 
※証書貸付返済終了時に残高がある場合の定額返済が終了するまでの期間。 
　なお、この間の新たなお借入れはできません。 

○担保・保証人は不要です｡ 
○トモニリース㈱、㈱オリエントコーポレーションのいずれかの保証が必要です。

融資利率に含まれます。

商品名 自由返済型マイカーローン「マイペース」

ご利用
いただける方

資金使途

融資方式

融資金額

融資期間

担保・保証人

保証料

○借入申込時の年齢が満２０歳以上で、完済時満７５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 
○当行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
○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、船舶免許証取得資金 
③車検費用
④修理費用 
⑤自動車附属品購入費用 
⑥カーポート購入・設置資金 
⑦ロードバイク等の自転車及び自転車関連用品購入、修理費用 
⑧船舶購入資金（新艇・中古艇のレジャーボート、ジェットスキー等含む） 
⑨船舶の用品購入、船舶検査、修理費用 
⑩自動車税・損害保険料 
⑪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） 
⑫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

証書貸付

１０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）

６か月以上１０年以内（１か月単位）

○担保は不要です｡ 
○保証人は原則不要です｡ 
○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。

商品名 香川マイカーローン

ご利用
いただける方

資金使途

融資方式
融資金額
融資期間

担保・保証人

保証料

キャンペーン金利

キャンペーン金利

年1.80

年1.80

年2.25
キャンペーン金利通常金利

通常金利
年1.80年1.95
年3.95

金利引下げ
実施中！！
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