
プライムローン 
 

 

１．商 品 名 プライムローン 

２． お 申 込 み 

  いただける方 

 

 

 

 

 

・お申込時年齢が満 20 歳以上である方 

・当金庫の会員または会員たる資格を有する方 

・安定継続した収入がある方 

 （自営業の方は、同一業種・同一収入源で確定申告の実績がある方） 

・保証会社の保証を受けられる方 

・次のいずれかを満たす方 

 ⑴ マイカーローン、教育ローン（毎月ご返済タイプ）、リフォームローンをＷＥＢ（パ

ソコン・スマートフォン）でお申込みされた方 

 ⑵ マイカーローンのお申込みで、電気自動車等（新車・中古車）を購入する方 

 ⑶ 当金庫の対象ローンが次のいずれかの条件を満たす方 

 対象ローン 条 件 

① 

しんきん保証基金付「個人ローン」、

「フリーローン」、「住宅ローン」のご

利用がある方 

ご利用状況が次のいずれかに該当す

る方 

・ご融資実行日から 6 ヵ月以上経過

し、直近の約定返済が行われている 

・完済して 3 ヵ月以内 

② 

しんきん保証基金付「カードローン」

のご利用がある方 

 ※ 教育カードローン、教育ローン

（当座貸越タイプ）を除きます。 

次のいずれかに該当する方 

・ご契約中であり、直近の約定返済が

行われている 

・新規ご契約 

 

３．お使いみち 

 

 

⑴ マイカーローンプライム 

 ・マイカー（新車・中古車）（電気自動車等含む）購入資金 

 なお、次の電気自動車等をお申込み方は、お得な保証料の「マイカーローンプライ

ム」でご利用いただけます。 

【対象となる自動車】 

   電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車 

 ・オートバイ（原動機自転車を含む）購入資金 

 ・自転車（電動アシスト自転車、ロードバイク、クロスバイク等）購入資金 

 ・車検・修理費用            ・パーツ・オプションの購入取付費用 

・電気自動車用充電設備の購入・設置費用 

  ※電気自動車用設備のうち、電気自動車等から家庭への給電設備があるものも含み 

ます。ただし、家庭への給電設備がある場合は、電気自動車購入資金と同時申込 

みとします。 

・自動車保険費用    ・運転免許取得費用   ・車庫設置費用 

・電動カート購入資金  ・除雪機購入資金 

・当金庫を含む金融機関・信販会社等から借入れたマイカーローンの借換資金 

 

※お支払先が、お申込人さま、またはお申込人さまのご親族（配偶者・親・子）等 

が経営されている法人・自営業の場合、本ローンのお申込みはできません。 
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⑵ 教育ローンプライム 

・学校納付金 

 大学院、大学、短期大学、専修学校、各種学校、高等学校、高等専門学校、高校卒

業後進学のために通学する予備校・塾、養護学校等の高等部、国・自治体が設置し

た学校 等 

・教育関連費用（受験費用・書籍・下宿代等） 

※ 学校納付金および教育関連費用は、ローン申込 3 ヵ月以内に既に支払済の資金も

対象となります。 

・当金庫を含む金融機関・信販会社等から借入れた教育ローンの借換資金等 

 

⑶ リフォームローンプライム 

・リフォーム資金およびそれに伴う費用 

・太陽光発電システム等エコ関連設備 

・電気自動車用充放電設備費用 

  ※ 電気自動車用充電設備のうち、電気自動車等から家庭への給電機能があるもの 

・当金庫を含む金融機関・信販会社等から借入れたリフォームローンの借換資金等 

・当金庫を含む金融機関から借入れた住宅ローンの借換資金等 

※借換資金のみは対象外（リフォーム資金と合わせた申込に限ります） 

・リフォーム資金と合わせ、リフォームに付随するインテリア等購入資金 

 

４．ご融資限度額 ・マイカーローンプライム   … 1,000 万円以内 

・教育ローンプライム     … 1,000 万円以内 

・リフォームローンプライム  …  1,000 万円以内 

 

５．ご利用期間 ・マイカーローンプライム      …  3 ヵ月以上 10 年以内 

・教育ローンプライム     … 3 ヵ月以上 16 年以内 

・リフォームローンプライム  …  3 ヵ月以上 15 年以内 

 

６．ご融資利率 変動金利（保証料込）（当金庫所定の利率を適用させていただきます。） 

・毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日を基準日とし、当金庫短期プライムレートを基準金利とし

て年 2 回見直しを行います。返済金額は 7 月と 1 月の返済分から変更されます。 

 

※金利の引下げ制度がございます。 

※ご融資利率については窓口へお問い合わせください。 

 

７．ご融資利率の 

  引 下 げ 
【マイカーローンプライム】 

次の金利引下げ項目につき、基準金利より最大「0.70%」利率を引下げいたします。 

引下げ幅 《金利引下げ項目》 引下げ幅 

 

最大 

0.70% 

給与振込、年金振込または 
公共料金 3 種類以上をご契約の方 

0.30% 

住宅ローンをご利用の方 0.30% 

インターネットで仮審査をお申込みの方 0.30% 

カードローンをご契約の方 0.30% 

当金庫会員の方 0.10% 

インターネットバンキングをご契約の方 0.10% 

しんきんカードをご契約の方 0.10% 



ながの子育て家庭優待パスポートを提示いただける方 
または 18 歳以下のお子様がいる方 

0.20% 

左記項目

のうち 1

項目該当

で 0.20%

引下げ 

地区内学校卒業で地元に就職された方（卒業後 3 年目まで） 
または I、J、U ターンで就職された方（移住後 3 年目まで） 

住所地の消防団に所属している方 

 

【教育ローンプライム・リフォームローンプライム】 

次の金利引下げ項目につき、基準金利より最大「0.70%」利率を引下げいたします 

項目別最大 
引下げ幅 

《金利引下げ項目》 引下げ幅 

 
最大 0.70% 

 

給与振込または年金振込がある方 0.20% 

同居家族の給与・年金振込がある方 0.10% 

財形（年間預入 10 万円以上 
または積金契約 50 万円以上ご契約 

0.10% 

公共料金 3 種類以上ご契約 0.10% 

定期性残高が無担保ローン残高の 20%以上ご契約 0.10% 

住宅ローンご利用の方 0.20% 

当金庫会員の方 0.10% 

ビジネスクラブ会員の方 0.10% 

カードローンご契約 0.10% 

しんきんカードご契約 0.10% 

インターネット・モバイルバンキング等ご契約 0.10% 

最大 

0.70％ 

最大 
0.20% 
重複 

不可 

18 歳以下のお子様の人数 
1 人 0.10% 

最大 0.20% 

「ながの子育て家庭優待パスポート」を保有されて
いる方 

0.10% 

最大 

0.50% 

県内学校卒業で地元に就職、または県内学校卒業で
地元に I、J、U ターンで就職した方（卒業後 3 年目
まで） 

0.50% 

I、J、U ターンで就職した方（移住後 3 年目まで） 0.50% 

最大 

0.50% 
住所地の消防団に所属している方またはそのご家族 0.50% 

最大 

0.20% 

長野県建築士会からの紹介 
（リフォームローンプライムのみ） 

0.20% 

 

 

 

 

 

 



８．ご返済方法 元利均等月賦償還または元金均等月賦償還 

・融資金額の 50%以内で 6ヵ月毎の増額（ボーナス）返済が併用できます。 

・6 ヵ月以内で元金返済の据置期間を設定することが可能です。 

 ただし、教育関連資金のみ、卒業予定月までとします。 

※「マイカーローンプライム」をご利用の方は、産前産後休業または育児休業中につ

いて、上記据置期間とは別に元金返済を最長 2 年間据置することができます。それ

に伴い、ご利用期間を延長することも可能です。（最長 12 年以内） 

 

９．保証人・担保 不要です。 

（一社）しんきん保証基金の保証となります。 

 

10．保 証 料 

 

ご融資利率に含まれます。 

 

11．団体信用生命保険 ・「リフォームローンプライム」については、一般団体信用生命保険にご加入いただき

ます。 

・万一ご本人がご返済途中で死亡された場合、余命 6 ヵ月以内と診断された場合（リビ

ング・ニーズ特約）、リフォームローンプライムの債務全額が支払われます。 

・一般団信の保険料は当金庫にて負担いたします。 

 

12. お申込方法 ・本支店窓口でのお申込み 

・「仮審査申込書」によるＦＡＸでのお申込み 

・ＷＥＢ（パソコン、スマートフォン）でのお申込み 

  なお、ＷＥＢからお申込みする場合は、お借入資金に応じて「マイカーローン」、「教 

育ローン（毎月ご返済タイプ）」、「リフォームローン」よりお申込みください。 

また、「マイカーローンプライム」については、当金庫に普通預金（ご返済用口座）

をご契約しており、一定の要件を満たす方は、お申込みからご契約までＷＥＢ上でお

手続きが完了（ご来店不要）します。 

 

 


