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教育関係ローン金利引下げキャンペーンの実施について
株式会社 島根銀行（頭取

鈴木 良夫）では、このたび教育関係ローン（教育ローン・

キャンパスローン）につきまして、期間限定の金利引下げキャンペーンを実施することと致
しましたので、お知らせします。
本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に「教育ローン」または「キャンパスローン」
をお申込みまたはご契約いただいたお客さまに対しまして、通常金利から年 1.00％引下げ、
適用金利を年
年 2.20％～
2.20％～3.90
％～3.90％
3.90％（変動金利）とさせていただきます。
また、当行では、地域活性化への取組みとして、地元就職を積極的に支援するため、教育
関係ローンの対象就学者の方が、将来大学等を卒業後地元企業に就職された際に、ご融資金
利を年 0.50％引下げる取組みを行っております。既に地元で就職されている場合について
も、他社でご利用中の教育ローンをお借換えされる場合には、ご契約時に年 0.50％金利を
引下げさせていただきます。
お子様の教育資金をご検討中のお客さまは、是非この機会に最寄りの営業店の窓口にご
相談下さい。
記
【キャンペーン内容】
対象商品

・教育ローン（一括借入型）
・キャンパスローン（カード型）

適用金利

・適用金利を通常金利から年 1.00％引下げさせていただきます。
（金利は「しまぎん基準金利」に連動する変動金利です。）
通常金利

キャンペーン金利

年 3.20％～4.90％

年 2.20％～
2.20％～3.90
％～3.90％
3.90％

・教育ローンについては、他社教育ローンのお借換えの場合で、ローン
対象の就学者の方が大学等卒業後、地元企業に就職されている場合に
は、上記キャンペーン金利からさらに年 0.50％金利を引下げさせてい
ただきます。
キャンペーン金利

引下げ後の金利

年 2.20～3.90％

年 1.70～
1.70～3.40％
3.40％

1

期間

平成 29 年 12 月 20 日（水）～平成 30 年 6 月 29 日（金）

対象

上記期間中にお申込みまたはご契約された方。

その他

ローンの商品内容については、別添の商品概要をご覧ください。

以

本件に関するお問い合わせ先
島根銀行 業務企画グループ
担当：尾方 ℡(0852) 24-1240
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商品概要
お使いみち

（平成 29 年 12 月 20 日現在）
教育ローン（一括借入型）

キャンパスローン（カード型）

中学以上の学校・教育施設への納付資金、入学・在学

大学（短大・大学院を含む）、専門学校の入学または

中にかかる諸費用、増額借り換えおよび肩代わり資

在学中にかかる一切の教育費用

金等
ご利用
いただける
方

教育・学習等に関する資金を必要とするご本人の家

大学（短大・大学院を含む）、専門学校の入学または

族及びご本人自身で、以下の条件を全て満たす方

在学する子供の家族で、以下の条件を全て満たす方

①申込時の年齢が満 20 歳以上で、完済時年齢 75 歳

①申込時の年齢が満 20 歳以上 65 歳以下で、完済時
年齢 70 歳以下の方

以下の方

ご融資金額

②安定継続した収入がある方

②安定継続した収入がある方

③当行の営業区域内にお住まい、またはお勤めの方

③当行の営業区域内にお住まい、またはお勤めの方

④保証会社の保証が受けられる方

④保証会社の保証が受けられる方

10 万円以上 500 万円以内（1 万円単位）

極度額 100 万円～500 万円（100 万円単位）
※自営業者及び法人の代表者・役員の方は 200 万円
以内

ご返済方法

元利均等毎月分割返済

【在学期間中（カード利用期間）】

○ボーナス返済の併用が出来ます。

極度額の範囲内で、専用カード・通帳で自由に出金

（お借入額の 50％以内。ただし、自営業者・会社
役員の方を除く。）

（お借入）・入金（ご返済）を繰り返しご利用いただ
けます。

○在学期間中は、元金の返済を据え置き、お利息の
みのお支払とすることができます。

○在学期間中は、元金のご返済は任意です。
○お利息のみ、毎月 10 日にお借入元金に組み入れ
後、ご指定の返済用預金口座から自動引落しいた
します。
【在学期間終了後（分割返済期間）】
在学期間終了時のお借入残高について、元利均等方
式による毎月分割返済に切替えとなります。
○ボーナス返済の併用ができます。
（お借入額の 50％以内。ただし、自営業者・会社役
員の方を除く。）

ご融資期間

以下の①と②の合計がご融資期間となります。

【元金据置なしを選択された場合】

①在学期間中（カード利用期間）

・分割返済期間･･･10 年以内

･･･在学期間（最長 4 年）＋7 ヶ月以内
【元金据置ありを選択された場合】

（医学部・歯学部・薬学部に限り、特別な履修期間

以下の①と②の合計がご融資期間となります。

を要する場合は、6 年 7 ヶ月まで取扱可）

①元金据置期間
･･･在学期間（最長 4 年）＋7 ヶ月以内

②在学期間終了後（分割返済期間）･･･10 年以内

（医学部・歯学部・薬学部に限り、特別な履修期
間を要する場合は、6 年 7 ヶ月まで取扱可）

※最長 14 年 7 ヶ月。ただし、医学部・歯学部・薬学
部に限り、特別な履修期間を要する場合は、16 年

②元金据置期間終了後の分割返済期間

7 ヶ月まで取扱可）

･･･10 年以内
○ご入学の 6 ヶ月前からお申込みいただけます。
※最長 14 年 7 ヶ月。ただし、医学部・歯学部・薬学

○次の場合には、新たな貸越は中止し、カード利用

部に限り、特別な履修期間を要する場合は、16 年

期限が到来したものとして、分割返済に切替えま

7 ヶ月まで取扱可）

す。
・カード利用期間中にローンの対象となる就学者

○元金据置期間中は、お利息のみのお支払となりま
す。

が在学していないことが判明した場合。
・カード利用期間中に保証会社から貸越停止の申
し出があった場合。

1

約定返済日

毎月 7 日、17 日のいずれか

カード利用期間中：毎月 10 日
分割返済期間中：毎月 7 日、10 日、17 日のいずれか

融資金利

キャンペーン適用金利

年 2.20％～3.90％

・当行とのお取引内容等に応じて、最大 0.50％、金利を引下げ致します。
（上記のキャンペーン下限金利は、お取引内容等の引下げ適用後の金利です。）
【金利引下げ項目】
項目

引下げ幅

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

住宅ローンのある方

▲0.2%

給与振込または年金受取のある方(年金受取は、同一世帯内取引可)

▲0.2%

定期性預金残高 50 万円以上または財形預金契約がある方

▲0.1%

消費者ローンの利用またはカードローン契約がある方

▲0.1%

公共料金の口座振替が 2 件以上ある方

▲0.1%

ピスカカード会員(しまぎん UC カード会員含む)の方

▲0.1%

インターネットバンキング(個人)の契約がある方

▲0.1%

当行株式をお持ちの方または当行株式をお持ちの企業にお勤めの方

▲0.1%

同居または扶養の 22 歳未満の子供が 2 名以上の方

▲0.1%

当行と新規にお取引を開始される方(融資前 1 年以内の取引開始先も対象)

▲0.1%

※引下げ項目の詳細については、窓口にお問い合わせください。
・本ローンの対象となった就学者の方が就学後、地元企業に就職された場合には、さらに年 0.5％ご融資金
利を引下げいたします。
・教育ローンについては、他社教育ローンのお借り換えの場合で、ローン対象の就学者の方が就学後、地元
企業に就職されている場合には、上記キャンペーン金利からさらに 0.5％金利を引下げいたします。
担保・

不要

手数料
保証人

原則不要。
ただし、保証会社が必要と認めた場合、連帯保証人もしくは保証能力のある連帯債務者が必要となります。

保証料
保証会社
その他

保証料は金利に含まれています。
中国総合信用株式会社
ご返済額の試算については、窓口にお問い合わせください。
店頭に説明書をご用意しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

以上
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