
11.85% 保証料込 3年以内 （固定金利）

12.35% 保証料込 10年以内 （固定金利）

3.20% 保証料別 5年以内 （固定金利）

3.50% 保証料別 5年超 （固定金利）

2.60% 保証料別 10年以内 （変動金利）

2.80% 保証料別 16年以内 （変動金利）

4.20% 保証料込 （固定金利）

7.50% 保証料込 （固定金利）

9.80% 保証料込 （固定金利）

11.50% 保証料込 （固定金利）

13.20% 保証料込 （固定金利）

3.60% 保証料込 （固定金利）

6.80% 保証料込 （固定金利）

9.80% 保証料込 （固定金利）

13.20% 保証料込 （固定金利）

3.60% 保証料込 ｽﾍﾟｼｬﾙﾚｰﾄ （固定金利）

7.50% 保証料込 ﾌｧｰｽﾄﾚｰﾄ （固定金利）

9.80% 保証料込 ｾｶﾝﾄﾞﾚｰﾄ （固定金利）

11.50% 保証料込 ｻｰﾄﾞﾚｰﾄ （固定金利）

13.20% 保証料込 ﾌｫｰｽﾚｰﾄ （固定金利）

5.50% 保証料込 （固定金利）

7.50% 保証料込 （固定金利）

9.80% 保証料込 （固定金利）

13.20% 保証料込 （固定金利）

6.00% 保証料込 （固定金利）

※金利情勢の変化、その他相当の事由により、ご融資金利が変更となる場合があります。

14.60% 保証料込 （変動金利）

12.00% 保証料込 （変動金利）

9.80% 保証料込 （変動金利）

7.50% 保証料込 （変動金利）

5.80% 保証料込 （変動金利）

9.00% 保証料込 （変動金利）

14.60% 保証料込 （変動金利）

12.00% 保証料込 （変動金利）

9.80% 保証料込 （変動金利）

7.50% 保証料込 （変動金利）

5.80% 保証料込 （変動金利）

3.05% 保証料別 （変動金利）

3.35% 保証料別 （変動金利）

3.65% 保証料別 （変動金利）

3.40% 保証料別 （固定金利）

3.70% 保証料別 （固定金利）

4.00% 保証料別 （固定金利）

2.750% 保証料別 （変動金利）

2.700% 保証料込 （注）1 （変動金利）

1.200% 保証料別 （注）2 （3年固定変動）

1.300% 保証料別 （注）2 （5年固定変動）

1.650% 保証料別 （注）2 （10年固定変動）

0.975% 保証料別 （注）2 （変動金利）

2.650% 保証料別 （注）2 （3年固定変動）

2.800% 保証料別 （注）2 （5年固定変動）

3.150% 保証料別 （注）2 （10年固定変動）

3.075% 保証料別 （注）2 （変動金利）

2.180% 保証料込 （注）3 （5年固定変動）

2.040% 保証料込 （注）3 （5年固定変動）プライム

1.855% 保証料込 （注）3 （変動金利）

1.715% 保証料込 （注）3 （変動金利）プライム

3.480% 保証料込 （注）3 （5年固定変動）

3.340% 保証料込 （注）3 （5年固定変動）プライム

3.755% 保証料込 （注）3 （変動金利）

3.615% 保証料込 （注）3 （変動金利）プライム

2.500% 保証料込 （注）4 （変動金利）

（注）1　ソーラーリフォームローンにおいて団信付保の場合は、別途保険料率（0.4％・0.7％・0.8％）を加算します。

（注）2　３大疾病団信付保の場合のみ、別途保険料率（0.3％）を加算します。

（注）3　無担保住宅ローンにおいて団信付保の場合は、別途保険料率（0.3％・0.6％）を加算します。

（注）4　３大疾病団信・就業不能団信付保の場合は、別途保険料率（0.3％）を加算します。

※詳細についてはお気軽に窓口へお問い合わせください。

補助金口無担保住宅ローン

商品名

②「しんきんカードローン」を同時にお申込みいただくと0.1%の金利を
差し引かせていただきます（しんきんカードローンを既に契約されて
いるお客様 にも適用いたします）

事業用太陽光発電設備資金・リフォーム資金

給与振込又は公共料金3科目以上のセットが条件

クイックサポートローン
「応援隊」「めぐみのり」

グッドライフ６０

「しんきんカードローン」を同時にお申込みいただくと0.1%の金利を差
し引かせていただきます（しんきんカードローンを既に契約されてい
るお客様にも適用いたします）

契約極度額　２００万円超～３００万円以下

契約極度額　３００万円超～４００万円以下

契約極度額　１００万円以下

 ソーラー・リフォームローン

年金受給者専用ローンとなります

しんきん住宅ローン
住まいる いちばん プラス

しんきんリフォームプラン・エコ
「しんきんカードローン」を同時にお申込みいただくと0.1%の金利を差
し引かせていただきます（しんきんカードローンを既に契約されてい
るお客様にも適用いたします）

契約極度額　１００万円超～２００万円以下

　カードローン

契約極度額　３００万円超～４００万円以下

契約極度額　４００万円超～５００万円以下

給振10万円以上または年金振込10万円以上（２ヶ月に１回）または
指定の自振３科目以上セットが条件

　消費者ローン
商品名 ご融資金利 備考

令和5年5月2日現在

無担保住宅ローン

　住宅ローン

しんきんきゃっする
カードローン

契約極度額　１００万円以下

フアミリーローン・モア

契約極度額　１００万円超～２００万円以下

契約極度額　２００万円超～３００万円以下

審査基準により左記金利のいずれかを適用します

ご融資金利

しんきんカーライフプラン

しんきん個人ローン
「しんきんカードローン」を同時にお申込みいただくと0.1%の金利を差
し引かせていただきます（しんきんカードローンを既に契約されてい
るお客様にも適用いたします）

しんきん教育プラン

備考

審査基準により左記金利のいずれかを適用します

商品名 ご融資金利

審査基準により左記金利のいずれかを適用します

フリーローン　ビッグ 審査基準により左記金利のいずれかを適用します

しんきんカードローン

給与又は年金振込及び公共料金3科目以上のセットが条件

しんきんレディース
カードローン

しんきんフリーローン

備考

満２０歳以上６５歳未満の女性の方で、「九州しんきんカード」をお申
込みいただける方（保有中の方を含みます）が対象となります

契約極度額　４００万円超～５００万円以下

しんきんリフォームプラン

給振10万円以上または年金振込10万円以上（２ヶ月に１回）または
指定の自振３科目以上セットが条件

当金庫が提携する自治体から対象工事にかかる補助金を受ける方

「しんきんカードローン」を同時にお申込みいただくと1%の金利を差し
引かせていただきます（しんきんカードローンを既に契約されている
お客様にも適用いたします）

給与又は年金振込及び公共料金3科目以上のセットが条件

①同居または扶養されている20歳以下のお子様の人数に応じて金
利を差し引かせていただきます○上記お子様が2人いらっしゃる場
合0.25%○上記お子様が3人以上いらっしゃる場合0.50%※最大0.50%
の金利を差し引かせていただきます

給与振込又は公共料金3科目以上のセットが条件

大牟田柳川信用金庫の各種ローン金利一覧表


