
スピードローンジャストサポート（目的型） 商品説明書 
2023 年 3 月 10 日現在 

商品名 スピードローンジャストサポート（目的型） 

ご利用いただける方 １．継続した安定収入のある給与所得者（新卒就職者の方は見込額）、企業の代表

者、自営業者およびパート・アルバイト（学生を除く）の方 
２．お申込時の年齢が満 18 歳以上で完済時の年齢が満 75 歳以下の方 
３．保証会社（株式会社滋賀ディーシーカード、株式会社オリエントコーポレーシ

ョンまたは三菱ＵＦＪニコス株式会社）の保証が受けられる方 
お使いみち 使途が明確で健全な目的資金（事業資金、投機等の資金は除く） 

※仮審査後の正式お申込み時にお使いみちが確認できる資料（見積書等）のご提出

をお願いします。 
＜自動車購入ローン＞ 
・車・オートバイの購入資金、レジャーボート購入資金、車検費用、修理費用、免

許取得費用等（事業でご利用のものは対象外です） 
・自動車購入ローンの借換資金 
※車購入資金の付帯費用（カーナビ、タイヤ等）として 50 万円を限度として見積

書なしでご利用いただけます。 
＜住宅関連ローン＞ 
・自己、家族所有不動産のリフォーム資金（収益物件は自己所有に限る） 
・自己、家族利用の不動産購入資金（個人間売買、収益物件は不可） 
・自己利用、収益不動産購入諸費用（測量費用、登記費用、仲介手数料等） 
・太陽光設備、蓄電池購入費用（事業用目的は不可） 
・空き家解体費用、空き家リフォーム資金（収益物件への転用含む２親等以内の所

有物件） 
・他社住宅関係資金の借換資金（住宅ローン、リフォームローン、太陽光ローン等） 
＜教育ローン＞ 
・入学金、授業料、教材費（教科書、制服含む）、留学費用 
・通学費用（交通費） 
・寮費、家賃（敷金、礼金含む） 
・仕送り費用、学業、一人暮らしに必要な家電製品等 
・他社教育ローンの借換資金 
※最大 1 年分の費用に限ります。 
※通学費用、寮費、家賃、仕送り、家電製品は入学金、授業料のご融資に付帯した

場合に限ります。 
※入学金・授業料については、払込済みであっても、3 ヵ月以内であればご融資が

可能です。 
＜多目的資金ローン＞ 
・冠婚葬祭、入院治療費、引越費用、介護費用、相続資金など資金使途が明確で健

全な目的資金（他社借換資金含む） 
・他社でご利用中の目的型ローンの借換資金 



お借入額 1,000 万円以内（10 万円以上 1 万円単位） 
※パート・アルバイト（学生を除く）の方は 30 万円以内となります。 
※原則、お支払先にはお振込による払込が必要となります。 

ご融資期間 10 年以内（6 ヵ月単位） 
※リフォームローン等の住宅関連資金については 20 年以内となります。 
（収益不動産のリフォーム、収益不動産の購入諸費用を除く） 

※教育関係費用については在学期間以内で最長 4 年間の据置が可能です。 
ご融資利率 変動金利型 年 2.875％、年 3.675％、年 5.175％（保証料を含みます）の 3 段階の

うち、当行の審査により決定させていただきます。 
※下記条件の場合は金利を引下げいたします。 
＜自動車購入ローン＞ 
【新規借入の方】  
条件 内容 引下げ幅 
①会員 STIO会員またはVisaデビット会員（新

規申込可） 
年▲0.20％ 

 ②契約方法(注 1) スマホ契約選択 年▲0.20％ 
 ③借入金額(注 2) 350 万円以上 599 万円以下 年▲0.25％ 

600 万円以上 1,000 万円以下 年▲0.50％ 

④決済 (注 3) 
STIO 公共料金等新規引落セット(携帯

電話セット済を含む) 
年▲0.30％ 

（注 1）②の引下げ条件は①の条件を満たす場合に限ります。 
（注 2）③の引下げ条件は①②の条件を満たす場合に限ります。 
（注 3）④の引下げ条件は①②の条件を満たしたうえで、STIO に携帯電話、固定

電話、電気、ガス、水道、プロバイダー、保険、新聞のうちいずれか 1 件

以上の引落を新規にセットした場合に限ります。 
    WEB 口座の方は、デジタル通帳アプリのダウンロードが条件となります。 
※SD カード(安全運転者)保有者(発行 1 年以内)の引下げ幅は、別途クレジットセ

ンターまでお問い合わせください。 
 
【借換の方】  
条件 内容 引下げ幅 
①会員 STIO会員またはVisaデビット会員（新

規申込可） 
年▲0.20％ 

 ②契約方法(注 1) スマホ契約選択 年▲0.20％ 
 ③借入金額(注 2) 600 万円以上 1,000 万円以下 年▲0.25％ 

④決済 (注 3) 
STIO 携帯電話引落セット(携帯電話セ

ット済を含む) 
年▲0.55％ 

STIO 携帯電話以外のセット 年▲0.30％ 

（注 1）②の引下げ条件は①の条件を満たす場合に限ります。 
（注 2）③の引下げ条件は①②の条件を満たす場合に限ります。 



（注 3）④の引下げ条件は①②の条件を満たしたうえで、STIO 携帯電話引落セッ

ト（携帯電話セット済を含む）または STIO 携帯電話以外のセットの場合

は、固定電話、電気、ガス、水道、プロバイダー、保険、新聞のうちいず

れか 1 件以上の引落を新規にセットした場合に限ります。 
    WEB 口座の方は、デジタル通帳アプリのダウンロードが条件となります。 
※SD カード(安全運転者)保有者(発行 1 年以内)の引下げ幅は、別途クレジットセ

ンターまでお問い合わせください。 
 
＜住宅関連ローン＞ 
条件 内容 引下げ幅 
①会員 STIO会員またはVisaデビット会員（新

規申込可） 
年▲0.20％ 

 ②契約方法(注 1) スマホ契約選択 年▲0.20％ 

 

③借入金額(注 2） 400 万円以上 699 万円以下 年▲0.25％ 
700 万円以上 1,000 万円以下 年▲0.50％ 

④カーボンニュー

トラル設備導入

(注 3) 

太陽光または蓄電池設備導入（脱炭素） 年▲0.50％ 

⑤決済 (注 4) STIO 公共料金等新規引落セット 年▲0.30％ 

（注 1）②の引下げ条件は①の条件を満たす場合に限ります。 
（注 2）③の引下げ条件は①②の条件を満たしたうえで、お使いみちがカーボン 

ニュートラル設備導入資金以外の方の場合に限ります。 
（注 3）④の引下げ条件は①②の条件を満たす場合に限ります。 
（注 4）⑤の引下げ条件は①②の条件を満たしたうえで、STIO に携帯電話（携帯

電話セット済を含む）、固定電話、電気、ガス、水道、プロバイダー、保険、

新聞のうちいずれか 1 件以上の引落を新規にセットした場合に限ります。 
    WEB 口座の方は、デジタル通帳アプリのダウンロードが条件となります。 
 
＜教育ローン・多目的資金ローン＞ 
条件 内容 引下げ幅 
①会員 STIO 会員または Visa デビット会員（新規

申込可） 
年▲0.20％ 

②契約方法(注)1 スマホ契約 年▲0.20％ 
（注）１：②の引下げ条件は①の条件を満たす場合に限ります 
  
※金利情勢等の変化によりご融資利率を見直しさせていただく場合があります。 
※ご融資利率については店頭へお問い合わせください。 



ご融資後の利率の 

見直し 

年 2 回見直しさせていただきます。（4 月１日、10 月１日の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。） 
返済額の見直しについても利率の見直しと同時に行います。 

ご返済方法 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 27 日のご都合のよい日をお選びください。（当日が銀

行休業日の場合は翌営業日） 
※具体的な返済額は店頭でお申し付けいただければ試算いたします。 

保証人 不要。 

担保 必要ありません。 

団体信用生命保険 お使いみちがリフォームローン等の住宅関連資金かつ融資期間 10 年超の場合、団

体信用生命保険に加入していただきます。 
※店頭表示金利に年 0.3％（お使いみちがカーボンニュートラル設備導入資金の場

合は年 0.2％）上乗せした金利となります。その他、別途保険料をお支払いいた

だくことはございません。 

保証会社 いずれかの保証会社となります。 
・株式会社滋賀ディーシーカード 
・株式会社オリエントコーポレーション 
・三菱ＵＦＪニコス株式会社 

保証料 別途お支払いいただく必要はありません。 

お申込方法 下記のいずれかの方法でお申込みください。 
（１）電話･･･365 日、9:00～21:00 の時間帯にフリーダイヤルにて受付ております。 
（２）インターネット 
（３）ＦＡＸ 
（４）郵送 
（５）銀行店舗（一部の店舗を除きます） 
（６）ＡＴＭ 

お申込時の必要書類 健康保険証、または運転免許証等の公的機関発行の写真付証明書類（コピー） 



ご契約時の必要書類 ＜窓口にてご契約＞ 
・運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関発行の写真付証明書類等 
・健康保険証 
・お使いみちが確認できる資料（見積書等） 
・普通預金口座（ご返済用）のお通帳とお届印 
※お取引状況および審査結果により、所得証明書が必要となります。 
＜スマートフォンにてご契約＞ 
・健康保険証（コピー） 
・お使いみちが確認できる資料（見積書等のコピー） 
※お取引状況および審査結果により、所得証明書が必要となります。 
＜郵送にてご契約＞ 
・運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関発行の写真付証明書類等（コピー） 
・健康保険証（コピー） 
・お使いみちが確認できる資料（見積書等のコピー） 
※スマートフォン・郵送でのご契約は、お申込時にキャッシュカード発行済みの普

通預金口座を目的型ローン返済用口座にご指定いただく場合に限ります。当行に

口座をお持ちでない場合は、ローンの仮審査承認後に滋賀銀行アプリまたは店頭

での口座開設をお願いいたします。 
※お取引状況および審査結果により、所得証明書が必要となります。 
※仮承認のご連絡時にその他の書類をお願いする場合があります。 

延滞損害金 年 14.0％ （１年を 365 日とする日割り計算とします。） 
※ただし提携ローンの場合は年 2.99％となります。 

その他 本ローンは「仮審査申込」として受付させていただきます。審査の結果、仮承認と

なった場合、別途正式なお申込みが必要です。 
本商品のご利用にあたっては、月々のご返済を考えた計画的なお借入れをおすすめ

します。 
 

当行が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。 
連絡先 全国銀行協会相談室 
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 


