
平日お忙しい方に お電話でお気軽にご相談ください

今すぐ相談したい方、お忙しい方に

「しがぎん」ハローサポート

当行本支店所在地以外のエリア、携帯電話からのご利用は077-503-3030（有料）

e-メール相談
ホームページへアクセス！！

◎営業時間　平日9:00～17:00　土・日・祝日10:00～17:00
受付時間　9:00～21:00（ただし、銀行休業日は除きます）※ただし、銀行休業日を含む年末年始は休ませていただきます。

0120-21-3560

www.shigagin.com

堅 田 駅 前… 0120-175-345
西大津駅前… 0120-116-475
瀬 田 駅 前… 0120-190-374
南草津パーソナル… 0120-214-663
草　　　津… 0120-211-923
守　　　山… 0120-241-263

水　　　口… 0120-615-809
八 幡 駅 前… 0120-322-804
八 日 市 東… 0120-564-064
彦 根 駅 前… 0120-423-567
長　浜　北… 0120-817-339

滋賀銀行は、環境省認定の
「エコ・ファースト企業」として、
「環境経営」に取り組んでいます。

しがぎんプラザ

『しがぎん』セレクトリフォームローン （エコ＆耐震） 変動金利型

取扱手数料（消費税込み）

ご用意
いただくもの

当初融資時

ご利用
いただける方

融資後の
利率の見直し

具体的な返済額は
窓口で試算いたします。

ご返済方法

保証人

団体信用生命保険

お使いみち

融資金額

融資期間

1.お借入時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方で、完済時年齢が満75歳以下の方
2.勤続年数が1年以上（自営業者は営業年数が3年以上）の方
3.前年度税込年収250万円以上の安定した収入（自営業者は税込400万円以上の収入）のある方
4.リフォーム対象物件に本人または家族が居住している方
5.団体信用生命保険に加入可能な方
6.当行所定の保証会社の保証が得られる方

1,000万円以内（100万円以上1万円単位）

元利均等返済（ご融資額の50％以内で増額返済の併用もできます。）
ご返済日は毎月12日または毎月27日の都合のよい日を選択いただけます。

不要
ただしご融資対象物件の共有者および所得合算者がある場合や保証会社が必要と認めた場合は保証会社あてに連帯保証人が必要となります。

団体信用生命保険に加入していただきます。（保険料は当行が負担いたします。）
団体信用生命保険は「地銀協団信」「がん保障特約付団信」「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」から選択いただけます。
※「がん保障特約付団信」をご利用される場合は年0.2％上乗せした金利となります。
※「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」をご利用される場合は年0.3％上乗せした金利となります。

※操上返済時等返済条件をご変更される場合には所定の手数料が必要となります。

※ご返済額の試算につきましては店頭にてご相談ください。　※詳しい説明書を店頭に用意しています。

◎給与証明書、源泉徴収票等、所得を証明する書類
◎自営業者の方の場合は確定申告書または納税証明書（その2）
◎お使いみちが確認できる資料
◎運転免許証等ご本人確認ができる資料
◎見積書でエコまたは耐震関連リフォーム工事であることが確認できる資料
◎その他必要に応じて、別途お願いする場合があります。

融資金額500万円未満　26,250円
融資金額500万円以上　47,250円 うち5,250円を調査事務手数料として保証会社へお支払いいただきます。

金額操上ご返済時

一部操上ご返済時

3年以内

3年超～10年以内

10年超

10,500円

5,250円

無料

10,500円

100万円以上300万円以内……10年以内
300万円超1,000万円以内……15年以内

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月のご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。増額返済併用の場合
は増額返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。）

◎ご自宅の増築・改築・改装資金
◎台所・浴室・トイレなどのリフォーム工事資金

変動金利型

毎月のご返済額は5年間変わりません。
利率が上昇しましても新ご返済額は前回ご返済額の125％以内とさせていただきます。
なお、最終期日が到来しても、未収利息および元金の一部が残る場合、最終期日に一括してご返済いただくことになります。

変動金利型

（いずれも6ヵ月単位）

保証料 別途お支払いいただく必要はありません。

担　保 必要ありません。

環境にやさしい、明日を創ろう。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローンまたは『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型をご利用になると「カーボン
オフセット付きQUOカード」（GREENSHOES CARD）500円分を差しあげます。さらに『しがぎん』セレクトリフォームローン（エ
コ＆耐震）変動金利型をご利用の方にはキャンペーン金利を適用させていただきます。地方銀行が共同で地球環境問題へ取り組む一環
としてカーボンオフセットを支援する、環境貢献型住宅ローンのキャンペーンです。

キャンペーン期間：平成22年4月1日（木）　　 平成22年9月30日（木）まで

GREENSHOES 
 CARD（　　　 ）

   カーボンオフセット付きQUOカードとは

通常のカードにカーボンオフセット機能を取り入れたQUOカードです。
1枚につきCO2などの温室効果ガス約6kgの削減に貢献しています。

プレゼント！

個人や企業が購入したGREENSHOES CARDの代金に含まれるカーボ
ンオフセット代金を、カーボンオフセットプロバイダー（個人や企業向け
に、カーボンオフセットの仕組みを提供する事業を行う団体）を通じて国
連が認証したCO2削減プロジェクトの排出権を購入し、日本国政府の償却
口座へ寄贈することで京都議定書に定められたCO2削減目標に貢献する
ことができます。GREENSHOES CARD1枚のカーボンオフセット経費
50円で、日本国民1人あたりが1日に排出するCO2約6kgをオフセット
することができます。
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カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができ
ないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減る
よう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量
に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される
温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。
イギリスを始めとした欧州、米国等での取り組みが活発であり、日本国内で
の取り組みも拡がりつつあります。 

植林

排出権

グリーン
エネルギー

個人のCO2
排出量

日本人平均
約10トン/年

自動車のCO2
年間排出量

出張や旅行の飛行機
利用におけるCO2
排出量を個人換算

家庭の電気使用料から
CO2排出量を換算

省エネ

CO2
オフセット
プログラムに
参加

省エネと
オフセット

カーボンオフセットとは

住宅ローンエコライフ応援
キャンペーンのしくみ GREENSHOES 

　CARD購入

カーボン
オフセット
代金

排出権調達

排出権移転

カード代金
＋

カーボン
オフセット
代金

カーボン
オフセット
代金

カーボンオフセット付きQUOカード　　　　を

※1 クオカード社：（株）CSKホールディングス（東証一部上場）100％子会社。ホームページ　http://www.quocard.com/
※2 ジーコンシャス社：カーボンオフセットの普及・促進に貢献しているカーボンオフセットプロバイダー。

QUO Card 
Present 

地銀住宅ローン
共同研究会企画 住宅ローン
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温室効果ガス
削減

プロジェクト

日本国政府
償却口座

エコライフ応援キャンペーン

S330101

（平成22年4月現在）



住宅ローン エコライフ応援キャンペーン

変動金利2.875％

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローンのご利用条件
以下のいずれかに該当する住宅の新築および購入、または下記いずれかの導入に伴う増改築資金

※表示金利は平成22年4月1日（木）から平成22年9月30日（木）に実際にお借入れいただく場合の適用金利です。
※ただし、変動金利型基準金利が変更となった場合は適用レートも変更となります。
　詳しくはお近くの『しがぎん』窓口へお問い合わせください。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローン
『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型

期間中以下の商品をご利用のお客さまにもれなくカーボンオフセット付きQUOカードをプレゼントします。

さらに期間中『しがぎん』セレクトリフォームローン
（エコ＆耐震）変動金利型をご利用いただくと、
キャンペーン金利を適用！

ご利用
いただける方

融資後の
利率の見直し

具体的な返済額は
窓口で試算いたします。

ご返済方法

担保

保証料

火災保険

保証人

団体信用生命保険

お使いみち

融資金額

融資期間

1.保証会社の保証が得られる方で、借入時の年齢が満20歳以上65歳未満かつ最終返済時の年齢が満75歳6ヵ月以下の方。
2.給与所得者の方は勤続1年以上、自営業者の方等は営業年数3年以上で安定した収入のある方。
3.団体信用生命保険にご加入可能な方。　※滋賀保証サービス（株）の保証を利用いただきます。

5,000万円以内（100万円以上10万円単位）で、他の住宅資金と合算して売買価格（消費税込み）の100％＋諸費用分、までの金額とします。

元利均等返済、または元金均等返済。（融資額の50％以内で増額返済の併用もできます）
返済日は毎月12日または毎月27日の都合のよい日を選択していただけます。

1.お求めになる住宅とその土地に滋賀保証サービス（株）を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます
2.共有物件については、共有者の持分についても担保として提供していただきます
3.土地をすでに保有されており、住宅建築資金のみを融資させていただく場合でも、土地・建築を共同担保として提供していただきます

52,500円（消費税込み）※繰上返済時等返済条件を変更される場合には別途所定の手数料が必要となります。

不要。ただし収入合算者があるときや保証会社が必要と認めたときは、保証会社あてに連帯保証人をいただく場合がございます。

担保とされる建物には、融資期間以上の長期一括払の火災保険を付保していただきます。※質権の設定は原則行いません。

※詳しい説明書を店頭に用意しています。 （平成22年4月現在）

団体信用生命保険に加入していただきます。なお、別途保険料をお支払いいただくことはございません。
※団体信用生命保険は「地銀協団信」、「入院保障付団信」、「がん保障特約付団信」、「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」から選択いただけます。
「がん保障特約付団信」：お借入金利に年0.2％上乗せした金利となります。
「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」：お借入金利に年0.3％上乗せした金利となります。

※保証料は滋賀保証サービス（株）にお支払いいただきます。くわしくは窓口へお問い合わせください。

元金均等返済の場合
毎月元金均等返済および増額返済併用に加え、ステージ別元金均等返済方式（以下、本返済方式という）をご利用いただけます。
本返済方式は、お客さまのライフステージに合わせて総借入期間を最大6つの期間（以下、ステージという）に分割できるとともに各ステージごと
に返済する借入元金も指定することができる元金均等返済方式のことです。
（各ステージともに、そのステージでのご返済額の50％以内の増額返済もできます）
①ステージ別元金均等返済は保証料金利内包型のみの取扱いとなります。
②各ステージとも、利息のみの支払いとすることはできません。
③各ステージの毎月最低元金返済額は、お借入元金を全返済回数で割った金額の50％【お借入元金／（全返済回数×2）】以上となります。

35年以内（1年単位）

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月の
ご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。増額返済併用
の場合は増額返済日の翌日より新利率を適用させていただきます）

本人または、本人と生活を共にするご家族がお住まいになる住宅資金（増改築含む）とそれにかかる諸費用を合算した金額までご利用いただけます。
1.住宅の新築、増改築資金。
2.住宅の購入資金（土地付きを含みます）、マンションの購入資金（中古物件も対象となります）。
　ただし次のような物件は、融資の対象になりません。
　◎店舗、事務所などの併用住宅で、居住部分が1/2未満のもの。
　◎市街化調整区域内にあり、建築許可の得られないもの。
　◎すでに所有権以外の権利が設定されており、融資実行までに抹消できないもの。
　◎農地で転用許可が得られないもの。
　◎建築基準法に違反した建物。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローン

変動金利型 元利均等返済の場合

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月の
ご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。）

変動金利型 元金均等返済の場合

固定金利特約期間終了後、その時点での固定金利選択型の適用利率
または変動金利型の適用利率のいずれかを選択していただきます。お
申出がない場合は、変動金利型とさせていただきます。

固定金利選択型 元利均等返済の場合

固定金利特約期間終了後、その時点での固定金利選択型の適用利率
または変動金利型の適用利率のいずれかを選択していただきます。お
申出がない場合は、変動金利型とさせていただきます。

固定金利選択型 元金均等返済の場合

毎月のご返済額は5年間変わりません。
利率が上昇しても次の5年間のご返済額は、前回のご返済額の125％
以内とさせていただきます。

変動金利型 元利均等返済の場合

再度固定金利選択型を選択される場合、または変動金利型に変更され
る場合には、新たな融資利率・残存元本・残存期間に基づいて新しい
返済額を計算させていただきます。

固定金利選択型 元利均等返済の場合

ローン実行時に一括してお支払いいただきます。

一括前払型 （例：元利均等返済、借入2,000万円、
期間35年の場合412,440円） （例：金利を年0.2％上乗せ）

融資利率に保証利率を上乗せしてお支払いいただきます。

金利内包型

事務取扱手数料

〈キャンペーン金利〉

〈エコ＆耐震住宅ローン〉

〈セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型〉

●太陽光発電システム設置工事　●耐震リフォーム工事　●バリアフリー住宅工事
●エコ関連冷暖房・給湯設備工事　●省エネルギー住宅工事

①ガス（都市ガス・LPガス）利用住宅
（下記いずれかに該当）
●ガス発電、給湯暖冷房システム（エコウィル）　●ガス空調システム（ガスヒーポン）
●ガス温水床暖房　●潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

②オール電化住宅
●IHクッキングヒーター＋エコキュート（ヒートポンプ式電気給湯機）

③太陽光発電システム導入住宅
（平成21年度より太陽光発電システム設置に対する補助金制度が充実しております。
詳しくは各都道府県の窓口までお問い合わせください。）

④耐震住宅
●住宅性能表示制度に基づく「建設住宅性能評価書」の「耐震等級（倒壊、損傷）」に該当する住宅

●対象資金

『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）のご利用対象工事

（平成22年4月1日現在）



住宅ローン エコライフ応援キャンペーン

変動金利2.875％

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローンのご利用条件
以下のいずれかに該当する住宅の新築および購入、または下記いずれかの導入に伴う増改築資金

※表示金利は平成22年4月1日（木）から平成22年9月30日（木）に実際にお借入れいただく場合の適用金利です。
※ただし、変動金利型基準金利が変更となった場合は適用レートも変更となります。
　詳しくはお近くの『しがぎん』窓口へお問い合わせください。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローン
『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型

期間中以下の商品をご利用のお客さまにもれなくカーボンオフセット付きQUOカードをプレゼントします。

さらに期間中『しがぎん』セレクトリフォームローン
（エコ＆耐震）変動金利型をご利用いただくと、
キャンペーン金利を適用！

ご利用
いただける方

融資後の
利率の見直し

具体的な返済額は
窓口で試算いたします。

ご返済方法

担保

保証料

火災保険

保証人

団体信用生命保険

お使いみち

融資金額

融資期間

1.保証会社の保証が得られる方で、借入時の年齢が満20歳以上65歳未満かつ最終返済時の年齢が満75歳6ヵ月以下の方。
2.給与所得者の方は勤続1年以上、自営業者の方等は営業年数3年以上で安定した収入のある方。
3.団体信用生命保険にご加入可能な方。　※滋賀保証サービス（株）の保証を利用いただきます。

5,000万円以内（100万円以上10万円単位）で、他の住宅資金と合算して売買価格（消費税込み）の100％＋諸費用分、までの金額とします。

元利均等返済、または元金均等返済。（融資額の50％以内で増額返済の併用もできます）
返済日は毎月12日または毎月27日の都合のよい日を選択していただけます。

1.お求めになる住宅とその土地に滋賀保証サービス（株）を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます
2.共有物件については、共有者の持分についても担保として提供していただきます
3.土地をすでに保有されており、住宅建築資金のみを融資させていただく場合でも、土地・建築を共同担保として提供していただきます

52,500円（消費税込み）※繰上返済時等返済条件を変更される場合には別途所定の手数料が必要となります。

不要。ただし収入合算者があるときや保証会社が必要と認めたときは、保証会社あてに連帯保証人をいただく場合がございます。

担保とされる建物には、融資期間以上の長期一括払の火災保険を付保していただきます。※質権の設定は原則行いません。

※詳しい説明書を店頭に用意しています。 （平成22年4月現在）

団体信用生命保険に加入していただきます。なお、別途保険料をお支払いいただくことはございません。
※団体信用生命保険は「地銀協団信」、「入院保障付団信」、「がん保障特約付団信」、「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」から選択いただけます。
「がん保障特約付団信」：お借入金利に年0.2％上乗せした金利となります。
「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」：お借入金利に年0.3％上乗せした金利となります。

※保証料は滋賀保証サービス（株）にお支払いいただきます。くわしくは窓口へお問い合わせください。

元金均等返済の場合
毎月元金均等返済および増額返済併用に加え、ステージ別元金均等返済方式（以下、本返済方式という）をご利用いただけます。
本返済方式は、お客さまのライフステージに合わせて総借入期間を最大6つの期間（以下、ステージという）に分割できるとともに各ステージごと
に返済する借入元金も指定することができる元金均等返済方式のことです。
（各ステージともに、そのステージでのご返済額の50％以内の増額返済もできます）
①ステージ別元金均等返済は保証料金利内包型のみの取扱いとなります。
②各ステージとも、利息のみの支払いとすることはできません。
③各ステージの毎月最低元金返済額は、お借入元金を全返済回数で割った金額の50％【お借入元金／（全返済回数×2）】以上となります。

35年以内（1年単位）

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月の
ご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。増額返済併用
の場合は増額返済日の翌日より新利率を適用させていただきます）

本人または、本人と生活を共にするご家族がお住まいになる住宅資金（増改築含む）とそれにかかる諸費用を合算した金額までご利用いただけます。
1.住宅の新築、増改築資金。
2.住宅の購入資金（土地付きを含みます）、マンションの購入資金（中古物件も対象となります）。
　ただし次のような物件は、融資の対象になりません。
　◎店舗、事務所などの併用住宅で、居住部分が1/2未満のもの。
　◎市街化調整区域内にあり、建築許可の得られないもの。
　◎すでに所有権以外の権利が設定されており、融資実行までに抹消できないもの。
　◎農地で転用許可が得られないもの。
　◎建築基準法に違反した建物。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローン

変動金利型 元利均等返済の場合

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月の
ご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。）

変動金利型 元金均等返済の場合

固定金利特約期間終了後、その時点での固定金利選択型の適用利率
または変動金利型の適用利率のいずれかを選択していただきます。お
申出がない場合は、変動金利型とさせていただきます。

固定金利選択型 元利均等返済の場合

固定金利特約期間終了後、その時点での固定金利選択型の適用利率
または変動金利型の適用利率のいずれかを選択していただきます。お
申出がない場合は、変動金利型とさせていただきます。

固定金利選択型 元金均等返済の場合

毎月のご返済額は5年間変わりません。
利率が上昇しても次の5年間のご返済額は、前回のご返済額の125％
以内とさせていただきます。

変動金利型 元利均等返済の場合

再度固定金利選択型を選択される場合、または変動金利型に変更され
る場合には、新たな融資利率・残存元本・残存期間に基づいて新しい
返済額を計算させていただきます。

固定金利選択型 元利均等返済の場合

ローン実行時に一括してお支払いいただきます。

一括前払型 （例：元利均等返済、借入2,000万円、
期間35年の場合412,440円） （例：金利を年0.2％上乗せ）

融資利率に保証利率を上乗せしてお支払いいただきます。

金利内包型

事務取扱手数料

〈キャンペーン金利〉

〈エコ＆耐震住宅ローン〉

〈セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型〉

●太陽光発電システム設置工事　●耐震リフォーム工事　●バリアフリー住宅工事
●エコ関連冷暖房・給湯設備工事　●省エネルギー住宅工事

①ガス（都市ガス・LPガス）利用住宅
（下記いずれかに該当）
●ガス発電、給湯暖冷房システム（エコウィル）　●ガス空調システム（ガスヒーポン）
●ガス温水床暖房　●潜熱回収型給湯器（エコジョーズ）

②オール電化住宅
●IHクッキングヒーター＋エコキュート（ヒートポンプ式電気給湯機）

③太陽光発電システム導入住宅
（平成21年度より太陽光発電システム設置に対する補助金制度が充実しております。
詳しくは各都道府県の窓口までお問い合わせください。）

④耐震住宅
●住宅性能表示制度に基づく「建設住宅性能評価書」の「耐震等級（倒壊、損傷）」に該当する住宅

●対象資金

『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）のご利用対象工事

（平成22年4月1日現在）



平日お忙しい方に お電話でお気軽にご相談ください

今すぐ相談したい方、お忙しい方に

「しがぎん」ハローサポート

当行本支店所在地以外のエリア、携帯電話からのご利用は077-503-3030（有料）

e-メール相談
ホームページへアクセス！！

◎営業時間　平日9:00～17:00　土・日・祝日10:00～17:00
受付時間　9:00～21:00（ただし、銀行休業日は除きます）※ただし、銀行休業日を含む年末年始は休ませていただきます。

0120-21-3560

www.shigagin.com

堅 田 駅 前… 0120-175-345
西大津駅前… 0120-116-475
瀬 田 駅 前… 0120-190-374
南草津パーソナル… 0120-214-663
草　　　津… 0120-211-923
守　　　山… 0120-241-263

水　　　口… 0120-615-809
八 幡 駅 前… 0120-322-804
八 日 市 東… 0120-564-064
彦 根 駅 前… 0120-423-567
長　浜　北… 0120-817-339

滋賀銀行は、環境省認定の
「エコ・ファースト企業」として、
「環境経営」に取り組んでいます。

しがぎんプラザ

『しがぎん』セレクトリフォームローン （エコ＆耐震） 変動金利型

取扱手数料（消費税込み）

ご用意
いただくもの

当初融資時

ご利用
いただける方

融資後の
利率の見直し

具体的な返済額は
窓口で試算いたします。

ご返済方法

保証人

団体信用生命保険

お使いみち

融資金額

融資期間

1.お借入時の年齢が満20歳以上満65歳未満の方で、完済時年齢が満75歳以下の方
2.勤続年数が1年以上（自営業者は営業年数が3年以上）の方
3.前年度税込年収250万円以上の安定した収入（自営業者は税込400万円以上の収入）のある方
4.リフォーム対象物件に本人または家族が居住している方
5.団体信用生命保険に加入可能な方
6.当行所定の保証会社の保証が得られる方

1,000万円以内（100万円以上1万円単位）

元利均等返済（ご融資額の50％以内で増額返済の併用もできます。）
ご返済日は毎月12日または毎月27日の都合のよい日を選択いただけます。

不要
ただしご融資対象物件の共有者および所得合算者がある場合や保証会社が必要と認めた場合は保証会社あてに連帯保証人が必要となります。

団体信用生命保険に加入していただきます。（保険料は当行が負担いたします。）
団体信用生命保険は「地銀協団信」「がん保障特約付団信」「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」から選択いただけます。
※「がん保障特約付団信」をご利用される場合は年0.2％上乗せした金利となります。
※「〈3大疾病＋5つの重度慢性疾患〉保障特約付団信」をご利用される場合は年0.3％上乗せした金利となります。

※操上返済時等返済条件をご変更される場合には所定の手数料が必要となります。

※ご返済額の試算につきましては店頭にてご相談ください。　※詳しい説明書を店頭に用意しています。

◎給与証明書、源泉徴収票等、所得を証明する書類
◎自営業者の方の場合は確定申告書または納税証明書（その2）
◎お使いみちが確認できる資料
◎運転免許証等ご本人確認ができる資料
◎見積書でエコまたは耐震関連リフォーム工事であることが確認できる資料
◎その他必要に応じて、別途お願いする場合があります。

融資金額500万円未満　26,250円
融資金額500万円以上　47,250円 うち5,250円を調査事務手数料として保証会社へお支払いいただきます。

金額操上ご返済時

一部操上ご返済時

3年以内

3年超～10年以内

10年超

10,500円

5,250円

無料

10,500円

100万円以上300万円以内……10年以内
300万円超1,000万円以内……15年以内

利率は年2回見直しさせていただきます。
（4月1日、10月1日の変動金利型基準金利を基準として6月、12月のご返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。増額返済併用の場合
は増額返済日の翌日より新利率を適用させていただきます。）

◎ご自宅の増築・改築・改装資金
◎台所・浴室・トイレなどのリフォーム工事資金

変動金利型

毎月のご返済額は5年間変わりません。
利率が上昇しましても新ご返済額は前回ご返済額の125％以内とさせていただきます。
なお、最終期日が到来しても、未収利息および元金の一部が残る場合、最終期日に一括してご返済いただくことになります。

変動金利型

（いずれも6ヵ月単位）

保証料 別途お支払いいただく必要はありません。

担　保 必要ありません。

環境にやさしい、明日を創ろう。

『しがぎん』エコ＆耐震住宅ローンまたは『しがぎん』セレクトリフォームローン（エコ＆耐震）変動金利型をご利用になると「カーボン
オフセット付きQUOカード」（GREENSHOES CARD）500円分を差しあげます。さらに『しがぎん』セレクトリフォームローン（エ
コ＆耐震）変動金利型をご利用の方にはキャンペーン金利を適用させていただきます。地方銀行が共同で地球環境問題へ取り組む一環
としてカーボンオフセットを支援する、環境貢献型住宅ローンのキャンペーンです。

キャンペーン期間：平成22年4月1日（木）　　 平成22年9月30日（木）まで

GREENSHOES 
 CARD（　　　 ）

   カーボンオフセット付きQUOカードとは

通常のカードにカーボンオフセット機能を取り入れたQUOカードです。
1枚につきCO2などの温室効果ガス約6kgの削減に貢献しています。

プレゼント！

個人や企業が購入したGREENSHOES CARDの代金に含まれるカーボ
ンオフセット代金を、カーボンオフセットプロバイダー（個人や企業向け
に、カーボンオフセットの仕組みを提供する事業を行う団体）を通じて国
連が認証したCO2削減プロジェクトの排出権を購入し、日本国政府の償却
口座へ寄贈することで京都議定書に定められたCO2削減目標に貢献する
ことができます。GREENSHOES CARD1枚のカーボンオフセット経費
50円で、日本国民1人あたりが1日に排出するCO2約6kgをオフセット
することができます。

当 

行

ク
オ
カ
ー
ド
社
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ス
社

※1
※2

カーボンオフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができ
ないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減る
よう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量
に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される
温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。
イギリスを始めとした欧州、米国等での取り組みが活発であり、日本国内で
の取り組みも拡がりつつあります。 

植林

排出権

グリーン
エネルギー

個人のCO2
排出量

日本人平均
約10トン/年

自動車のCO2
年間排出量

出張や旅行の飛行機
利用におけるCO2
排出量を個人換算

家庭の電気使用料から
CO2排出量を換算

省エネ

CO2
オフセット
プログラムに
参加

省エネと
オフセット

カーボンオフセットとは

住宅ローンエコライフ応援
キャンペーンのしくみ GREENSHOES 

　CARD購入

カーボン
オフセット
代金

排出権調達

排出権移転

カード代金
＋

カーボン
オフセット
代金

カーボン
オフセット
代金

カーボンオフセット付きQUOカード　　　　を

※1 クオカード社：（株）CSKホールディングス（東証一部上場）100％子会社。ホームページ　http://www.quocard.com/
※2 ジーコンシャス社：カーボンオフセットの普及・促進に貢献しているカーボンオフセットプロバイダー。

QUO Card 
Present 

地銀住宅ローン
共同研究会企画 住宅ローン

1

1
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3

3

4

温室効果ガス
削減

プロジェクト

日本国政府
償却口座

エコライフ応援キャンペーン

S330101

（平成22年4月現在）


