
「ここに生まれ、ここを育てる信用金庫」 

キャンペーン限定：金利引下げ

年０．９５％引下げ実施中

○キャンペーン期間

西暦２０１８年１１月２１日(水)～西暦２０１９年１２月３０日(月)
平成 30年 11月 21日現在 

商品名 新型カーローン 

ご利用いただける方 

年齢が申込時２０歳以上、完済時６５歳未満で、下記のいずれか一つの条件を満たし、

当金庫所定の審査を受けられるお客さま。 

・過去に当金庫カーライフプラン等の自動車購入資金をご利用され、ご返済が良好で、

ご返済比率が３５％未満のお客さま。

・給与振込（１０万円以上のご実績）があり、下記「対象取引項目」の内、３項目に

該当し、返済比率が３５％未満のお客さま。

・前年度年収２００万円以上で、返済比率が３０％未満のお客さま。

「対象取引項目」 

当金庫会員、給与振込、年金振込、カーローン再利用、貯蓄預金、カードローン、 

定期預金、定期積金、財形貯蓄、公共料金等の口座振替等。 

お使いみち 
自動車購入(後付オプション含む),車検費用、免許取得費用等。 

上記使途の既存の借換資金 

ご融資金額 １０万円以上３００万円以内 (１万円単位) 

ご融資利率 

変動金利型：キャンペーン金利：年 1.35％～年 3.95％ 

※裏面の金利割引項目をご確認ください。

※パートナー協定先のお客様は優遇金利の適用がございます。

ご融資期間 ７年以内 (据え置き不可) 

担保・保証人 原則不要 

保証料 不要 

ご返済方法 ・元利均等毎月返済 ※ボーナス月増額返済のお取扱はございません。

その他 

○お申込みに際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては

ご要望にそえない場合があります。なお、審査の内容については、お答えいたしかね

ますのであらかじめご了承ください。

※詳しくは、担当者または窓口へお問い合わせください。なお、窓口に商品概要説明書

をご用意しております。

日本海信用金庫 
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通常金利：年 4.90％   

↓↓↓     金利引下げキャンペーン実施中 

キャンペーン金利：年 3.95％より   期間限定：年０．９５％引下げ 

下記の金利割引項目 最大年 2.10％ を割引します。 

さらにパートナー協定先は最大年 0.50％ 割引します。 
 

○金利割引項目 

金利割引項目 対象 金利割引（年利） 

1 
日本海しんきんで給与振込または年金の受取をご

指定いただいている方 
お申込人様 ▲１．００％ 

２ 

エコカー（電気自動車、ﾒﾀﾉｰﾙ自動車、天然ｶﾞｽ自動

車、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車および自動車重量税・自動車取得税

の特例措置の対象となる自動車）、福祉車両を購入

される方 

お申込人様または同一生

計ご家族 
▲０．５0％ 

３ 
日本海しんきんの会員の方（出資金額 10,000 円

以上） 
お申込人様 ▲０．４0％ 

４ 
日本海しんきんで住宅ローン、住宅金融支援機構を

ご利用いただいている方 
お申込人様 ▲０．４0％ 

５ 
マイカーローンの利用が２回目以上の方※ご利用

回数毎に０．１％加算 
お申込人様 ▲０．３0％ 

６ 
「飲酒運転は絶対しません！」と安全運転宣言がで

きる方 
お申込人様 ▲０．１0％ 

７ カードローンのご契約がある方 お申込人様 ▲０．２0％ 

８ フレッシャーズ（新社会人）の方 お申込人様 ▲０．２0％ 

９ 
ＳＤカード取得または優良ドライバー(ゴールド)

の方 
お申込人様 ▲０．１0％ 

10 チャイルドシート所有または『こっころ会員』の方 お申込人様または配偶者 ▲０．１0％ 

11 中国しんきんカード（JCB・VISA）をお持ちの方 お申込人様 ▲０．２0％ 

12 ＶＩＳＡ一体型カード「デュエット」をお持ちの方 お申込人様 ▲０．１0％ 

13 
個人インターネットバンキングの契約がある、また

は申込みされる方 
お申込人様 ▲０．２0％ 

14 

口座振替契約（５大公共料金・保険料[国保、生保、

損保、共済]、国民年金掛金、税金）が２項目以上

ある方 

お申込人様 

または同一生計家族 
▲０．２0％ 

15 定期預金残高５０万円以上ある方 お申込人様 ▲０．２0％ 

 1～15 金利割引合計 最大▲２．０0％ 

16 
車検専用積金「ピットイン」をご契約で、6 ヶ月以

上の掛け込み実績のある方 

お申込人様 

または同一生計家族 
  ▲０．１0％ 

① 金利最大割引幅（1～15）＋16 ＝ 最大▲２．１0％ 

     ②パートナー協定先優遇の適用 ▲0.3％～▲0.5％ 

★キャンペーン金利：年 3.95％－①－②＝ 年１．３５％～年３．９５％ 
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取扱期間：西暦 2018年 11月 21日～2019年 12月 30日 

年１．６５％～4.２5％（変動金利） 

金利は、お取引に応じて異なります 

   

 

          

日本海信用金庫    平成３０年１１月２１日現在 

商品名 新カーライフプランスーパー リピートプラン・カーライフ 

保証会社 しんきん保証基金 

ご利用いただける方 

融資時年齢が 20 歳以上で、次のすべてを満たし、各保証会社の保証が受けられる方 

・安定継続した勤務をされている方 

・安定継続した収入のある方 

・当金庫会員の条件を有する方・当金庫の地区内にお住まいの方、またはお勤めの方 

お使いみち 
自動車購入資金(後付オプション含む)、カーローン借換資金、車検費用、免許取得費用

等 

ご融資金額 １万円以上１，０００万円以内 （１万円単位） 

ご融資期間 １０年以内   (元金据え置き６ヶ月以内) 

連帯保証人 不要 

ご融資利率 

キャンペーン・基準金利（変動金利）：年４．２５％ 

特典その 1：裏面の割引項目より最大年 2.10％を割引します。 

特典その 2：パートナー協定先の場合は、0.3％～0.5％の優遇がございます。 

保証料率 年０．７８％  ※リピートプラン・カーライフは 年０．５４％(毎月払方式) ※ご融資利率に含まれます。 

ご返済方法 
元利均等毎月返済または・元金均等毎月返済 

※ご融資金額の５０％以内であれば、ボーナス月の増額返済は可能 

その他 

・保証会社の保証が得られない場合やその他の理由などにより、ご希望に添いかねる場

合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・実際のご融資利率・保証料率・ご返済の試算・商品概要等詳しくは窓口へお問合わせ

ください。 

飲酒運転を根絶しよう！！「安全運転宣言の輪」継続中！ 

日本海しんきんのカーローン『キャンペーン期間限定』 

金利引下げ：年０．３０％ 



 

 

 

 

日本海しんきん『カーローン』 

取引優遇金利割引項目 
 

 ★の数ほどおトクがいっぱい！ (★＝０．１％の金利割引) 
【平成３０年１１月２1 日現在】 

(お客さま・地球・社会)にやさしい金利割引項目 対象 
おトク度 

金利割引 
☆☆☆☆☆ 

1 日本海しんきんで給与振込または年金の受取をご指定いただいている方 お申込人様 
★★★★★ 

★★★★★ 
▲１．０％ 

２ 

エコカー（電気自動車、ﾒﾀﾉｰﾙ自動車、天然ｶﾞｽ自動車、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車 

および自動車重量税・自動車取得税の特例措置の対象となる自動車）、   

福祉車両を購入される方 

お申込人様

または同一

生計ご家族 

 

★★★★★ 

 

▲０．５％ 

３ 日本海しんきんの会員の方（出資金額 10,000 円以上） お申込人様 ★★★★☆ ▲０．４％ 

４ 日本海しんきんで住宅ローン、住宅金融支援機構をご利用いただいている方 お申込人様 ★★★★☆ ▲０．４％ 

５ マイカーローンの利用が２回目以上の方※ご利用回数毎に０．１％加算 お申込人様 ★★★☆☆ ▲０．３％ 

６ 「飲酒運転は絶対しません！」と安全運転宣言ができる方 お申込人様 ★☆☆☆☆ ▲０．１％ 

７ カードローンのご契約がある方 お申込人様 ★★☆☆☆ ▲０．２％ 

８ フレッシャーズ（新社会人）の方 お申込人様 ★★☆☆☆ ▲０．２％ 

９ ＳＤカード取得または優良ドライバー(ゴールド)の方 お申込人様 ★☆☆☆☆ ▲０．１％ 

10 チャイルドシート所有または『こっころ会員』の方 お申込人様または配偶者 ★☆☆☆☆ ▲０．１％ 

11 中国しんきんカード（JCB・VISA）をお持ちの方 お申込人様 ★★☆☆☆ ▲０．２％ 

12 ＶＩＳＡ一体型カード「デュエット」をお持ちの方 お申込人様 ★☆☆☆☆ ▲０．１％ 

13 個人インターネットバンキングの契約がある、または申込みされる方 お申込人様 ★★☆☆☆ ▲０．２％ 

14 
口座振替契約（５大公共料金・保険料[国保、生保、損保、共済]、 

国民年金掛金、税金）が２項目以上ある方 
お申込人様 

または同一生計家族 
★★☆☆☆ ▲０．２％ 

15 定期預金残高５０万円以上ある方 お申込人様 ★★☆☆☆ ▲０．２％ 

お客様の金利割引チェック欄 ★の数はいくつになりました？（金利割引幅 最大▲2.0％） ％ 

16 車検専用積金「ピットイン」をご契約で、6 ヶ月以上の掛け込

み実績のある方 
お申込人様 

または同一生計家族 
★☆☆☆☆ ▲０．１％ 

（最終） お客様の金利割引チェック欄 ★の数はいくつになりました？（金利割引幅 最大▲2.1％） ％ 

 

お取引に応じて基準金利から最大年２．１％金利を割引いたします。 

 

○店頭に商品概要説明書がございます。詳しくは、担当者または窓口へお尋ねください。 
 

日本海信用金庫 

 
 




