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自動融資サービス

公共料金のお支払いなどで普通預金口座の

残高が不足した時に自動的に貸越となる為、

万が一の時にも安心です。

普通預金のキャッシュカードにて枠内で、

何度でもご利用可能です。

毎月のご返済額は定めておりませんので、

枠内であれば、いつでも無理なくご返済

いただけます。
※貸越金の利息は3月と9月に普通預金から引落しまたは

貸越元金に組入れます。

全国の信用組合、他の金融機関、コンビニ

ＡＴＭでご利用可能です。

Ｐoint １

新たなローンカードは不要

取りの方も
年金をお受け

ご融資利率
（固定金利）

万円

パート・

．年 ％

～ ． ％ ～

※ 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。

Ｐoint ２

Ｐoint ３

Ｐoint ４

ご返済はいつでもいくらでも

必要な時にどこでも利用できます

※詳しくは裏面をご覧になるか、本支店窓口までお気軽にお問い合わせください。

アルバイト
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ご利用極度額

万円
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●ご利用いただける方 申込時２０歳以上６５歳以下の給与所得者、個人事業者で安定・継続した収入の見込める方。但し、主婦、パート、アルバイトは３０万円を上
限とします。 ●ご利用極度額 ３０万円・５０万円・１００万円・１５０万円・２００万円・２５０万円・３００万円の７通りとします。 ●ご融資利率 ①年６．５％（保証料含
む） ②年１１．５％（保証料含む） ③年１４．５％（保証料含む） ※審査の結果によりご利用極度額とご融資利率が決定されます。 ●遅延損害金 年１８．２５％
●お使いみち 自由(事業性資金を除く) ●ご契約期間 １年の自動更新とし、更新時年齢が６５歳を超えた更新はできません。 ●担保・保証人 不要 ●ご返済
方法 毎月５日の約定日とし、極度額別の定額返済方式とします。 ◇極度額３０万円の場合 返済金額５千円以上 ◇極度額５０万円の場合 返済金額１万円以上
◇極度額１００万円の場合 返済金額２万円以上 ◇極度額１５０万円の場合 返済金額３万円以上 ◇極度額２００万円の場合 返済金額３万円以上 ◇極度額２５
０万円の場合 返済金額５万円以上 ◇極度額３００万円の場合 返済金額５万円以上 ●カード発行手数料 無料 ※カードを再発行する場合は、当組合所定の再
発行手数料をいただきます。 ●ご用意いただく書類 本人確認資料 ※所得証明書は原則不要とします。ただし、極度額の枠上げもしくは保証会社が必要と認めた
場合は、所得を証明する書類をいただきます。

※審査の結果により、ご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください｡詳しくは、各店の窓口へお問い合わせください。
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※ 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。 ※ 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。

ご契約期間

　　　年 １４．５％

　　　年 １２．５％

　　　年 １４．５％

お使いみち

●ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）の保証
　が受けられる方

２，７００円　※１４．５％の商品は無料とします

不要

本 部　　　 0120-32-3014

迫 支 店 TEL 0220-22-3095 中田支店 TEL 0220-35-2100

本 店 TEL 0228-32-2586 栗駒支店 TEL 0228-45-1517

築館支店 TEL 0228-22-2376 米山支店 TEL 0220-55-4155

無料

不要

自由（事業性資金は除く）

極度額 　１０ ～ 　５０万円　定額返済１万円（毎月５日）

ご利用限度額

担保･連帯保証人

当座貸越 証書貸付

ご返済方法

ご利用いただける方

ご融資利率

事務取扱手数料

極度額 　６０ ～ 　９０万円　定額返済２万円（毎月５日）

極度額 １００ ～ １５０万円　定額返済３万円（毎月５日）

極度額 １６０ ～ ２００万円　定額返済４万円（毎月５日）

１年（１年の更新。ただし、更新時にお断りする場合がございます）

最高２００万円（１０万円単位）

●収入のある方

●ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）の保証
　が受けられる方

●既存顧客の借換希望者 ※既存商品との重複契約は不可

　　　年 　８．５％

　　　年 １２．５％

●申込時の年齢が満20歳以上、満69歳以下の個人

　　　年 　８．５％

●申込時の年齢が満２０歳以上、満６９歳以下の個人

１年～５年以内（１００万円超は７年以内）

最高３００万円（１０万円単位）

●収入のある方

元利均等返済（毎月５日）

自由（事業性資金は除く）

※主婦（夫が就業していること）･パート･アルバイト･
学生･年金受給者も可

※６６歳以上の方・主婦・パート・アルバイト・学生・
年金受給者の方は最高１００万円とします

※主婦（夫が就業していること）･パート･アルバイト･
学生･年金受給者も可

※６６歳以上の方・主婦・パート・アルバイト・学生・
年金受給者の方は最高１００万円とします



※ 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。 ※ 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。

お使いみち

ご利用
いただける方

ご融資利率

 ・自由。ただし、事業性資金は除きます。

 ・10万円以上1,000万円以下

　　※ご融資金額３００万円以下の場合は原則不要

　　　ただし、お借入条件により必要となる場合があります。

 　　※ただし、主婦・アルバイトの方は30万円以下とします。

　 　※Ｗeb経由のお申込み金額の上限は500万円とします。

事務手数料

担保・保証人

 ・当組合所定の事務手数料をいただきます。

 ・原則不要。

ご融資期間

ご返済方法

 ・満20才以上で完済時年齢が81才未満の、安定・継続した収入の  ・本人確認書類

　 見込める方。  ・所得証明書

 ・当組合の営業地区内に居住または勤務されている方。 　　※ご融資金額３０１万円以上の場合は必要

 ・全国しんくみ保証(株)の保証が得られる方。

ご準備
いただく書類

ご融資金額

 　④ 年 11.50％

 ・① 年　3.00％

 　② 年　6.50％

 　⑤ 年 14.50％

 ・10年以内。

 ・毎月元利均等返済とし、ボーナス月増額返済もできます。

 　③ 年　8.50％
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 　ただし、保証会社が必要と判断した場合は必要となります。
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。

商品内容


