ローン商品のご案内
◆様々なライフイベントに合わせて
種類

カーライフローン

信頼と安心への取り組み

無担保ローン（夢応援団）

福祉車両ローン
教育ローン

（2018 年 7 月 1 日現在）

商品内容

お借入れ限度額

お借入れ期間

マイカー、バイクやロードバイクの購入、免許取得、ガレージ
建設など、車に関する用途にご利用いただけます。また、車椅
子に乗ったまま乗り降りできる車などのご購入の場合は、さら
に低金利でご利用いただけます。

1,000 万円

固定金利： 5 年以内
変動金利：10 年以内
固定金利： 5 年以内

大学の入学金、授業費など、教育に関する用途にご利用いただ
けます。固定金利型は据置型や分割型が選択でき、安心して計
画的なお借入れができます。

在学期間中（最長 7 年以内）は、ローンカードにより入学金、
授業料等の必要な費用を極度額の範囲内で繰り返しご利用いた
教育ローンカード型 だけます。在学期間中は利息返済のみとすることもできるので、
在学期間中の返済金を抑えることができます。カードローン利
用期間中は ATM でも繰上返済いただけます。
福祉ローン

育児・介護・医療に必要な資金にご利用いただけます。

2,000 万円

固定金利：10 年以内
変動金利：20 年以内

500 万円

固定金利： 5 年以内
変動金利：10 年以内

上記以外に〈東海ろうきん〉と自治体が提携し、居住している勤労者に対して低利なローンの提供や利子補給を行う「自治体提携融資制度」を取り扱っています。
詳しくは〈東海ろうきん〉の各営業店までお問い合わせください。

◆マイホーム取得を応援します
種類

（2018 年 7 月 1 日現在）

商品内容

お借入れ限度額

お借入れ期間

有担保ローン

住宅ローン

憧れのマイホーム取得のためにご利用いただけます。
無担保ローンに比べ金利は低くなります。

1 億円

40 年以内

借換住宅ローン

他行からの住宅ローンの借換にご利用いただけます。
無担保ローンに比べ金利は低くなります。

1 億円

40 年以内

ご自宅のリフォームやリノベーションにご利用いただけ
ます。

1 億円

40 年以内

リフォームローン

無担保ローン

東海ろうきんのご案内

住宅ローンと
まとめトク！

住宅ローンに、他金融機関等の各種無担保ローンおよび
1 億円
カードローンの借換資金や、家財・家電購入費用、引越 （他社ローンの借換、家財・
費用、アパートの仮住まい費用などを、まとめてお借入 家電購入費用等については
500 万円以内）
できます。

40 年以内

プラスリフォーム

中古住宅を購入した際にリフォームを合わせて行う場合
1 億円
や、住宅ローンを借換を行う際にリフォームを合わせて （リフォーム部分については
1,000 万円以内）
行う場合にご利用いただけます。

40 年以内

住宅ローン

憧れのマイホーム取得のためにご利用いただけます。有担
保ローンに比べ金利は高くなりますが、担保は不要です。

2,000 万円

25 年以内

借換住宅ローン

他行からの住宅ローンの借換にご利用いただけます。有担
保ローンに比べ金利は高くなりますが、担保は不要です。

2,000 万円

25 年以内

リフォームローン

ソーラーパネルの購入や水回りのリフォーム等にご利用
いただけます。

2,000 万円

25 年以内

上記以外に住宅金融機構との提携による長期固定金利の住宅ローン「フラット 35」も取り扱っております。

東海ろうきんホームページでもっと便利に
東海ろうきんホームページでもっと便利に
無担保ローンWeb申込受付サービス…………………………………………………
お申込から融資金受取りまで、ご来店いただくことなく、インターネットと郵送で
完結したいお客さま
無担保ローン・住宅ローンWeb事前審査受付サービス ……………………………
近々無担保ローンの利用を検討しており、
借り入れが可能かどうか知りたいお客さま
ローンシミュレーション ………………………………………………………………
「毎月の返済金額はいくらになるの？」
「ボーナス返済をするとどうなるの？」など
お客さまの疑問にお応えします
⇒詳しくは、 東海ろうきん
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検

索 （https://tokai.rokin.or.jp/）まで

保証料

0

（東海ろうきん負担）

円

東海ろうきんならではの

団体信用
生命保険料

0

（東海ろうきん負担）

円

トリプル

0

円

全額・一部
繰り上げ
返済手数料

0

円

2018 DISCLOSURE
◆より幅広いお使いみちに
種類

商品内容

フリーローン

ブライダル費用や家具・家電の購入など、幅広い用途に
ご利用いただけます。

お借入れ限度額
無担保：1,000 万円

お借入れ期間

固定金利： 5 年以内
変動金利：10 年以内

不動産担保：2,000 万円 変動金利：20 年以内

就職内定から卒業までの、卒業旅行資金や留学資金、新
生活のための家具・家電購入・引越し資金、免許取得資
金、マイカー・バイクやロードバイクの購入等にご利用
いただけます。 また、初任給支給まで（最長 6 ヵ月以内）
は利息返済のみとすることもできます。

100 万円

マイプラン

急な出費でも大丈夫。１枚持っていれば、東海ろうきん
ATM やお近くのコンビニ ATM 等からすぐにお借入れ
いただけます。大きな極度額で、不測の事態に備えるこ
とができます。

（極度額）
500 万円以内

-

ロッキー21
※1

マイプランと商品性は同様、極度額の小さいカードロー
ンです。

（極度額）
50 万円以内

-

カードからのお借入れ以外にも、インターネットバンキ
モバイルカードローン
ングから簡単にお借入いただけるカードローンです。借
※1
入残高も簡単にご確認いただけます。

（極度額）
50 万円以内

-

東海ろうきんホームページからお申込みいただけるカー
ドローンです。東海ろうきんの普通預金口座をお持ちの
Web 完結型 / 申込型
方であれば、ご契約は Web で完結。面倒な書類の記入
も不要です。

（極度額）
100 万円以内

-

就職内定者向けローン
「みらいず（未来図）」

変動金利： 5 年以内

信頼と安心への取り組み

東海ろうきんカードローン
※1

（2018 年 7 月 1 日現在）

2016 年 10 月 3 日より会員組合員の新規申込を停止しております。

◆万が一のときでも
種類

（2018 年 7 月 1 日現在）

商品内容

雇用保険を受給できない失業者に対して生活費を融資す
求職者支援資金融資 ることで、生活の安定を図りながら円滑な職業訓練、再
就職を支援することを目的としたローンです。

お借入れ期間

生活：100 万円

固定金利：10 年以内

教育：300 万円

固定金利：15 年以内

住宅：300 万円

固定金利：20 年以内

240 万円

固定金利：10 年以内

災害関連

技能者育成資金融資

公共職業能力開発施設に通う訓練生を支援するローンです。
教育・生活（居住費用）に必要な資金にご利用いただけます。

300 万円

固定金利：10 年以内

災害対策支援ローン

地震などの自然災害に備えた耐震工事や、防災対策を施
すリフォームに低金利でご利用いただけます。

1,000 万円

固定金利：20 年以内

災害復旧支援ローン

無担保：1,000 万円
地震、風水害などの自然災害を受けた時の復旧に必要な
資金に低金利でご利用いただけます。
不動産担保：5,000 万円

固定金利：40 年以内

ご返済中の銀行ローンやクレジット、キャッシングなど
の一括借り換え資金にご利用いただけます。会員組合員
の方限定です。

1,000 万円

変動金利：10 年以内

おまとめローン

固定金利：25 年以内

負債整理関連

リセットＫ

おまとめローンをご利用いただけない会員組合員の方向
けの、負債整理のためのローンです。

リセットＵ

ご返済中の銀行ローンやクレジット、キャッシングなど
の一括借り換え資金にご利用いただけます。不動産を担
保とします。

2,000 万円

変動金利：20 年以内

生活リリーフローン

負債整理資金ローンをご返済中の方を支援するローンです。
自動車・教育・リフォーム資金等にご利用いただけます。

300 万円

変動金利：10 年以内
（教育・リフォーム：15 年以内）

セーフティネット
ローン

債務整理を行った方を支援するローンです。教育・育児・
医療・介護資金等にご利用いただけます。

教育：200 万円

固定金利：10 年以内

教育以外：100 万円

東海ろうきんのご案内

生活応援関連

勤務先事情による収入減少でお困りの会員組合員の方へ
勤労者生活支援融資
の生活支援を目的としたローンです。生活・住宅・教育
< ささえ愛 >
資金等にご利用いただけます。

お借入れ限度額

固定金利：5 年以内
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