
融資商品のご融資利率表 
令和 ５年 ４月 ３日現在 

＜通年取扱商品＞ 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

１ 
はちしん住宅ローン 
（しんきん保証基金扱い） 

変動金利型 
         年２．５００％ 

（保証料別） 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 固 定 金 利 

選 択 型 

当初３年 年２．２５０％ 

（保証料別） 

当初５年 年２．９５０％ 

（保証料別） 

当初 10年 年３．８００％ 

（保証料別） 

２ 
はちしん住宅ローン 
（全国保証㈱扱い） 

変 動 金 利 型 
年２．５００％ 

（保証料別） 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 固 定 金 利 

選 択 型 

当初３年 年２．２５０％ 

（保証料別） 

当初５年 年２．９５０％ 

（保証料別） 

当初 10年 年３．８００％ 

（保証料別） 

3-1 

① 

「地元応援！住宅ローン」 

変動金利型 
（しんきん保証基金扱い） 

変動金利型 
年０．８７５％ 

（保証料別） 

・基準金利２．１００％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

   

当初３年 年０．８００％ 

      （保証料別）

※地元利用年０．７９０％ 

（保証料別） 

・基準金利２．６００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

3-1 

② 

「地元応援！住宅ローン」 

固定金利選択型 
（しんきん保証基金扱い） 

固 定 金 利 

選 択 型 

当初５年 年０．９００％ 

（保証料別） 

※地元利用年０．８９０％ 

（保証料別） 

・基準金利２．７００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

   

当初 10年 年１．１００％ 

（保証料別） 

※地元利用年１．０９０％ 

（保証料別） 

・基準金利２．９００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

 

3-2 

① 

「地元応援！住宅ローン」 

変動金利型 
（全国保証㈱扱い） 

変動金利型 
年０．８７５％ 

（保証料別） 

・基準金利２．１００％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

別表 



＜通年取扱商品＞ 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

3-2 

② 

「地元応援！住宅ローン」 

固定金利選択型 
（全国保証㈱扱い） 

固 定 金 利 

選 択 型 

当初３年 年０．８００％ 

（保証料別） 

※地元利用年０．７９０％ 

  （保証料別） 

・基準金利２．６００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

当初５年 年０．９００％ 

（保証料別） 

※地元利用年０．８９０％ 

（保証料別） 

・基準金利２．７００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

当初 10年 年１．１００％ 

（保証料別） 

※地元利用年１．０９０％ 

（保証料別） 

・基準金利２．９００％ 

・地元の建築業者様を利用

された方は更に△０．０

１％ 

・保証料は別途一括でお支

払いいただきます 

4-1 
無担保住宅ローン 
（しんきん保証基金扱い） 

変 動 金 利 型 
基準   年２．７８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．６８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

4-2 
無担保住宅ローンプライム
（しんきん保証基金扱い） 

変動金利型 
基準   年２．６４０％ 

          （保証料含む） 

・保証料年０．５４％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

5-1 
「地元応援！個人ローン」 

＜個人ローン＞ 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年６．３００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．００％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

5-2 
「地元応援！個人ローン」

＜カーライフプラン＞ 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年４．７８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．７８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

5-3 

「地元応援！個人ローン」

＜カーライフプランプラ

イム＞ 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年４．５４０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．５４％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

6-1 
「進学応援！ハッピーキャ

ンパス」教育プラン 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年３．９８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．４８０％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

・優遇金利対象商品 



＜通年取扱商品＞ 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

6-2 

「進学応援！ハッピーキャ

ンパス」教育プランプライ

ム 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年３．８８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．３８０％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

７ 
「進学応援！ハッピーキャ

ンパス」学資ローン 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 

・「当座貸越」の場合 

基準   年４．００％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．４８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・証書貸付のご融資利率は

上記同様となります 

・優遇金利対象商品 

・「証書貸付」切替の場合 

基準   年４．００％ 

     （保証料含む）    

８ ベストパートナー 固定金利型 基準   年６．３００％ ・優遇金利対象商品 

９ 職域サポートローン 固定金利型 
基準   年４．１８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．３８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

10 
リフォームプラン・エコ 
(しんきん保証基金扱い） 

変動金利型 
基準   年２．５８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．４８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

11 
はちしん子育て応援 

プラン 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年２．９８０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．４８％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

12 
福祉プラン 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準   年２．９５０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．２５％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

13 
シニアライフローン 

(しんきん保証基金扱い） 
固定金利型 

年３．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．５４％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

14 
切替プラン 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準  年１２．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．００％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

・優遇金利対象商品 

15 
はちしんカードローン 
(しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 
基準  年１２．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年１．５０％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

・ 優遇金利対象商品 

16 
はちしんカードローン 

きゃっする１００ 
（信金ギャランティ扱い） 

固定金利型 

極度額５０万円 

年１４．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年６．００％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

極度額６０万円以上 

  １００万円以下 

   年１４．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年６．００％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 



＜通年取扱商品＞ 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

17 
はちしんカードローン 

きゃっする３００ 
（信金ギャランティ扱い） 

固定金利型 

極度額５０万円 

年１４．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年７．５０％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

極度額６０万円以上 

  １００万円以下 

年１４．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年６．３０％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

極度額１１０万円以上 

   ２００万円以下 

年１２．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年５．３０％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

極度額２１０万円以上 

   ３００万円以下 

年１０．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年４．００％は融

資利息とともに毎月貸越

残高に組入れます 

18 
はちしんフリーローン 

「悠々自適」 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 

Ａレート 年３．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年１．５００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｂレート 年５．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．５００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｃレート 年７．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年３．５００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｄレート 年９．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年５．００％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

Ｅレート年１１．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年７．００％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

19 
はちしん職域フリーローン

「前途洋々」 
（しんきん保証基金扱い） 

固定金利型 

Ａレート 年３．３００％ 

（保証料含む） 

・保証料年１．３００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｂレート 年４．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．０００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｃレート 年６．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年３．０００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｄレート 年８．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年４．５００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

Ｅレート年１１．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年６．５００％は

融資利息とともに毎月お

支払いいただきます 

    
 

 



＜通年取扱商品＞ 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

20 
はちしんフリーローン 

「自由自在」 
(オリックス・クレジット扱い） 

固定金利型 

１ｓｔレート 

    年４．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．００％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

２ｎｄレート 

年７．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年３．５０％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

３ｒｄレート 

年９．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年４．７５％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

４ｔｈレート 

年１１．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年５．７５％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

５ｔｈレート 

年１３．５００％ 

（保証料含む） 

・保証料年６．７５％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

21 「災害復旧ローン」 変動金利型 
年１．２５０％ 

（保証料含む） 

・保証料年０．２５％は融

資利息とともに毎月お支

払いいただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜通年取扱商品＞ 事業資金用商品 

№ 商品名 金利体系 ご融資利率 ご参考となる事項 

1 

はちしん事業者 

フリーローン「即戦力」 

（クレディセゾン扱い） 

固 定 金 利 型 

１ｓｔレート 

    年５．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年２．５０％は融資

利息とともに毎月お支払

いいただきます 

２ｎｄレート 

    年８．０００％ 

（保証料含む） 

・保証料年４．００％は融資 

利息とともに毎月お支払

いいただきます 

2 
創業ローン 

（郡上市商工会連携融資） 
固 定 金 利 型 

    年０．９００％ 
 

3 
地域活性化連携ローン 
（郡上市商工会連携融資） 

変 動 金 利 型 
基準   年３．７１５％ ・郡上市商工会会員向け

融資商品 

4 
「架け橋」 
（郡上市商工会連携融資） 

固 定 金 利 型 年１．０００％  

5-1 
「宿泊施設改修等支援 

ローン」 
固 定 金 利 型 年１．０００％  

5-2 
「宿泊施設改修等支援 

ローン」（つなぎ資金） 
固 定 金 利 型 年１．０００％  

6 
「はちしん空き店舗活

用資金」 
変 動 金 利 型 年１．２００％  

 


