
大学進学って
こんなにお金が
かかるんだ・・・

幼稚園から
大学までの教育費

●プレゼントは、お一人様一商品につき1回とさせていただきます。 ●景品は2017年10月下旬までに金
庫ご登録住所へ発送させていただきます。 ●お受取期限は2017年11月末までとさせていただきます。

対象ローン：教育ローン／カードローン（マイプラン）／カーライフローン
対　象　者：コープローンを導入している生協の組合員とその同一生計家族の方

500円分のクオカードプレゼント！！
〈中央ろうきん〉ホームページ内のWeb 仮審査をお申込いただいた方全員！

期間：2017年8月1日（火）〜9月30日（土）

【各種ローンについて】 ●金利は2017年7月1日現在の金利です。 ●実際のご融資金利は、お申込み時点の金利ではなく、お借入れ時点の金利が適用となります。
●金利引下げは、給与振込をご指定の場合等、一定の取引条件が必要となります。 ●返済が滞った場合は、金利引下げが受けられない場合があります。 
●店頭やホームページでご返済額の試算ができます。 ●審査の結果、ローン利用のご希望にそえない場合があります。 ●店頭に説明書をご用意しております。 

【教育ローン［証書貸付型］・カーライフローン】●［金利適用期間］2017年9月29日のご融資実行分までとなります。 ●金利引下げ制度「はるかぜ引下げ」の適用が受けられます。
（身体障害者手帳を保有している方が対象となります。）
【コープローン（生協組合員融資制度）お申込資格について】 中央労働金庫の会員のうち、生協組合員融資制度を導入している生協の組合員と、
その同一生計家族の方でご自宅もしくはお勤め先が当金庫の事業エリア内（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）に
ある方がご利用いただけます。同一生計家族の方がご利用される場合は、中央ろうきん友の会に入会することが必要となります。

詳しくは〈中央ろうきん〉生協会員専用フリーダイヤル（0120−692−506）、または営業店までお問い合わせください。

【個人情報の取扱に関する事項】 
ご記入いただきました内容は、下記
の利用目的に必要な範囲で利用し、
当金庫が責任を持って厳格に管理し
ます。なお、当金庫の個人情報取扱方
針（プライバシーポリシー）について
は、店頭またはホームページに掲載
しておりますので、ご確認ください。
（〈中央ろうきん〉ホームページ
http://chuo.rokin.com）

【利用目的】
◯抽選および当選した方へのクオカード
発送のため。

◯今後の「CO・OP知っ得情報」誌面
づくりへの反映のため。

住宅ローン
借換・買替ローン

トリプル“コープローン”キャンペーン

※写真はイメージと
なります。

※写真はイメージとなります。

カーライフローン

保証料は金庫が負担致します。 保証料は金庫が負担致します。
2.6 3.1お使いみち

◆最高1,000万円
◆最長10年  ◆無担保

%年%年

保証料は金庫が負担致します。 保証料は金庫が負担致します。
2.4 2.9%年%年

変動金利型 固定金利型

車・バイク・自転車の購入、
免許取得費用、
他行自動車ローン借換費用 など

ずっとサポート引下げ対象ご家族のカーライフを応援！

クロスワードパズル 2017年9月30日締切り
①

⑩

⑬⑪

⑤ ⑧ ⑫

③

④

❶相撲における力士の名前。
❺肉や野菜を直火で焼いて食べる料理。
❼中国古代の説話で、太陽の中にいると

いう3本足の赤色の烏。□□ガラス。
❽劇・小説などの女主人公。
❿カスタード・プディング
⓬お子さんに人気のパンのキャラクター

がまとう外衣。
⓭人生、□□あれば苦あり。

❶サッカー場のグラウンドで使用されている草。
❷〈中央ろうきん〉の生協組合員融資制度

（□□□□□□）。
❸食物などを煮炊きしたり、焼いたりする際に用いる器具。
❹古代インドの数量の単位。きわめて大きな数量。
❻テントを張って野営すること。
❾〈中央ろうきん〉は“あんしん創造□□□”をめざします。
⓫ユーロ導入前のイタリアの通貨単位。

A~Eの順に並べて
できる言葉は？A A B C D E

E

B
C

D

⑥ ⑦

⑨

②
タテの鍵 ヨコの鍵

居住用住宅・宅地の購入、新築やリフォーム資金、他行住宅ローン借換資金 など
◆最高1億円  ◆最長35年  ◆団体信用生命保険付 （最高1億円・ご融資額の範囲内）
※金利等詳細は、店頭または当金庫のホームページでご確認ください。

不動産担保型

お使いみち

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、直系尊属である祖父
母、父母等が30際未満の子、孫、ひ孫などに教育資金として一括贈与した
金銭等について、信託銀行、銀行、または証券会社等の金融機関で契約の
締結、口座開設等をした場合に、1,500万円（塾や習い事等については
500万円を限度）の金額については、贈与税を課さないとする制度です。

おじいちゃん、おばあちゃん必見！

※制度の概要等、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

みんなで

キャンプへGO!

幼稚園（3年間）から高校まで、

全て公立に進学した場合は約525万円、

全て私立に進学した場合は約1,776万円ほどかかります。

さらに、教育費のピークは大学の時。

医学部や芸術系などは特に多くの費用が必要になる

場合があります。

教育費ってどのくらいかかるの？

子どもの教育資金って

　　　 貯めればいいの？

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ

対象の場合

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ

対象の場合

Web
仮審査申込で

クオカ
ードプレゼント

実施中！

子どもが生まれたら積立てを始め、家計のバランスを崩さな
い範囲で長く貯蓄することがポイントです。子どもが小さい
時は進路の想定が難しいですが、早い時期からコツコツと教
育資金の準備をすることが、子どもの将来の選択肢を広げる
ことになるのです。

子どもが生まれたらはじめよう！

祖父母からの贈与で、
孫の教育費が軽減！？

一般的には子どもが中学生くらいまでが貯め時と言わ
れています。高校・大学に進学すると、まとまった資金が
必要になり貯蓄が難しくなります。また、親自身の老後
の備えについても考える必要がでてくるでしょう。
中学卒業までに教育資金の準備を終えると安心です。

中学生くらいまでが貯めドキ！

教育費のピークは、大学受験費用や入
学金などが必要となる高校3年生の時
と、大学在学中になります。国公立か私
立かなどによって、かかる費用は大き
く異なります。

大学の時がピーク！

［出典：文部科学省　子供の学習費調査（平成26年度）、国公
私立大学の授業

料等の推移］※費
用は年間（1万円未満を四捨五入）を年数分乗じたものを合計として算出しています。※大学の費用は授業料・入学料により算出しています。

 幼稚園入園 小学校入学 
中学校

入学 
高校入学 大学入学 卒業 就職

年間

合計

 公 立 私 立

 22万円 50万円

66万円 150万円

幼稚園（3年間）

 公 立 私 立

 32万円 154万円

 192万円 924万円

小学校（6年間）

 公 立 私 立

 48万円 134万円

 144万円 402万円

中学校（3年間）

 公 立 私 立

 41万円 100万円

 123万円 300万円

高校（全日制）（3年間）

 国 立 私 立

 初年度 82万円 初年度 113万円
 54万円 86万円

 244万円 371万円

大学（4年間）

 いつから
どのくらい

かりる

かりる

郵便はがきに①クロスワードパズルの答え ②ご住所 ③お名前 ④ご年齢 ⑤性別 ⑥ご
加入の生協（加入していない場合は「なし」 ） ⑦「CO・OP知っ得情報」に対するご意見・
ご感想を記入し、左記宛先までご郵送ください。 ※2017年9月30日消印有効です。

〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-5
中央労働金庫  生協部 行

　こんにちは。今号ではお子さんの教育

資金をテーマに、夏らしく楽しい誌面を

めざしました。「Rukuo」は私も参加して

いる「女性応援プロジェクト」から生ま

れたシリーズで、女性の皆さん一人ひと

りの幸せな未来を応援しています。貯め

ドキ（時）を意識し、今から積立てを始め

てみませんか。 編集担当　中村

正解者の中から抽選で30名様に、
500円分のクオカードプレゼント

応募方法送付先

当選者の発表はクオカードの発送をもってかえさせていただきます。
お寄せいただいたご意見・ご感想は、今後の「CO・OP知っ得情報」の他、
中央労働金庫制作の宣伝物に告知なく掲載する場合があります。

こちらを切りとって、郵便はがきの表面に貼りつけてください。

2年目
以　降

2年目
以　降

CO・OP生協をご利用のみなさまへ

2017

8 9
Aug Sep

からのお金に関するおトクな情報誌

ローンのお申込みは
ホームページから24時間
受付中！

0120-692-506
中央ろうきん生協会員専用フリーダイヤル

平日9時〜18時（土日祝日・休）

中央ろうきん　生協 検 索



※当金庫のシステムにて判定可能なご契約。金利引下げ項目の詳しい内容
は、店頭のチラシ等でご確認ください。●金利引下げ制度「はるかぜ引下げ」の
適用が受けられます。（身体障害者手帳を保有している方が対象となります。ご
利用限度額は100万円までとなります。個人金利引下げ制度「マイプランパッ
ク」との重複適用はできません。） ●事業資金、投資目的としては、ご利用いた
だけません。 ●ご利用限度額に応じた定例返済額となります。 

カードローン（マイプラン）

教育ローン

引下げ要件を満たす場合、
教育ローン［証書貸付型］／カーライフローン／
リフォームローン／無担保住宅借換ローン／
フリーローン
の新規借入金利を

金利引下げ%年0.2
引下げ要件（下記の➊・➋のいずれか）
❶ 財形貯蓄またはエース預金のご契約※1

❷ 有担保または無担保ローンのご契約※2

ずっとサポート引下げ

◆変動金利型  ◆保証料込み  ◆ご利用限度額（極度額）：10万円〜500万円
◆ご融資期間 ： 1年ごとの自動更新  ◆無担保  　

お使いみち 旅行やショッピング、冠婚葬祭などの暮らしの資金に

4.055%
〜

年 7.255%年

最大引下げ後金利 提示金利

給与振込のご指定など、お取引内容※によって提示金利より最大年3.2％金利引下げ！

教育ローン カード型

3.18年 %

◆最高1,000万円  ◆最長20年（カードローンご利用期間最長7年含む）
◆無担保  ◆保証料込み

必
要
な
だ
け

カ
ー
ド
型
な
ら

必
要
な
と
き
に

年間お積立額6万円以上となるご契約をいただいた方に1つプレゼント！

Rukuoオリジナル
ミントン スパバッグ

プチスパークリング
ギフト（入浴剤）

Rukuoオリジナル
ブックマーカー

お子さまのお名前をご記入いただける

専用通帳ケースを1つプレゼント！

満期日を決めないエンドレス型
（エース預金／ワイド型・スーパー型）

夢を叶える“未来のわたし”のために

計画的に積立できる確定日型
（エース預金／ワイド型・スーパー型）

あなたの健やかな成長と笑顔のために

お
子
さ
ま
の
未
来
を

応
援
し
ま
す
！

イザという
ときの

お守り代わりに！

Rukuo 検 索

残高確認／普通預金への振替、
余裕資金の臨時の預入れなどができます。

新規ご契約1件につき50円を
〈中央ろうきん〉がピンクリボン運動に寄付！

※ご利用には別途、ろうきんダイレクトにご契約いただく必要があります。

ネットで

24
時間

※〈中央ろうきん〉内の振込に限ります。

プレミアム

金利

お子さまが進学して仕送りが必要になった時に、
定額自動送金サービスに関する手数料
（振込手数料・取扱手数料）が無料！

手数料

0円

※満20歳未満のお子さまがいらっしゃる個人のお客様が
対象となります（男性も対象）。 ※お子さまお1人につき1口
座のご契約となります。 ※対象となるお子さまのご年齢に
ついては、健康保険証等にてご確認をさせていただきます。

20歳未満
のお子さまがいらっしゃる方へ

女性の皆さまへ

ご契約いただいた方に選べるプレゼント

ご契約いただいた方“全員”に選べるプレゼント

教育ローン 証書貸付型

ご利用限度額にかかわらず、 金同じ 利 ！！

※Rukuoオリジナルブックマーカーは、スワロフスキーⓇ・クリスタル
を使用しております。

※プレゼントは数に限りがござい
ます。ご希望のプレゼントがお選
びいただけない場合がございます
ので、あらかじめご了承ください。 

〈ろうきん〉が、女性の幸せを願ってスタートさせた新シリーズ、「Rukuo」。
その名前の中には、「贈る」という言葉が隠されています。

〈ろうきん〉の商品・サービスを通して、
あなたに素敵な未来をプレゼントできたらー。
そんな思いをこめ、花束を渡すような気持ちで、

そっとあなたにお届けします。

家族に贈る
愛する人を守り、支えたい。
お子さまの将来や夫婦の
老後など、家族への大切な
想いを応援します。

大切な
人に贈る

Rukuoは、“助け合い”の金融機関
である〈ろうきん〉から誕生した
シリーズ。あなたの想いは
はたらく仲間とその家族を

より豊かにするために役立てられ、
大きな支えとなります。

あなたに贈る
もっとあなたらしい輝き、
より確かな幸せを、未来の
あなた自身にプレゼント

するためにお役立てください。

●低金利で一括してお借入れ！
●据置期間を利用して利息のみの返済も可能！
＊ご融資期間の範囲内での最長5年の据置期間が設定可能。

●コンビニATMなどいつでも使える！※2

●在学中（カードローンご利用中）はお利息のみの返済でOK。
　卒業後にゆっくり返せるので安心。

入学金・授業料、学用品購入、留学費用、他行教育ローンの借換え など

2.4 2.6

お使いみち

◆最高1,000万円  ◆最長15年  ◆無担保

変動金利型 変動金利型

年 % %年

固定金利型（10年以内）※1

※1 10年を超えてお借入れの場合の金利は10年以内と異なります。
※2 メンテナンス等によりご利用できない日・時間帯があります。 

［カード型ご留意事項］ ●本商品は団体会員または生協会員の方限定の商品となります。 ●カードローン
ご利用期間は在学期間の最終月の定例約定日を限度としてお客様に設定していただきます。 ●カードローン
ご利用期間中はお利息のみのお支払いとなり、カードローンご利用期間終了後に元利金のお支払いが始ま
ります。 ●元利金の返済方法（返済期間・加算割合）は当初申込時に設定いただきます。 ●在学期間は1
つの学校に限るため、進学後も継続してご利用される場合は再度お申込みが必要となります。 ●貸出金の
金利見直しは、カードローンご利用期間中は年4回、元利金返済期間中は年2回行います。 ●お申込みには
資金使途証明書が必要になります。 ●ご返済が滞った場合、新たな借入れのご利用ができなくなることがご
ざいます。 ●対象の教育機関に在籍しなくなった場合、ご利用の残高を確定のうえ、元利金返済に移行させ
ていただきます。 ●借換えは新規資金とあわせてお申込みいただく場合に限ります。 

保証料は金庫が負担致します。 保証料は金庫が負担致します。

2.2 2.4年 % %年
保証料は金庫が負担致します。 保証料は金庫が負担致します。

お子さまの夢を応援！

開催時間 10：00〜17：00 中央ろうきん　ローン相談会 検 索

毎月第3土曜日は〈ろうきん〉相談会の日
※一部未開催の店舗がございます。 ※8月は未開催月ですが、一部店舗で開催
いたします。 ※店舗によって相談会の開催時間が異なる場合がございます。

平日お忙しい方も、ご相談承ります！

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ

対象の場合

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ

対象の場合

他行・他社から借換えて、
金利の負担を軽くしませんか。

（                    　　　）2018年3月30日の
ご融資実行分までとなります。

“　 　　　　”

各種ご相談

お問い合わせは

コチラから

エース預金の店頭表示金利に

年0.1％金利上乗せ

※1 申込時点（仮審査申込を含む）で「契約日から1
年以上経過」かつ「残高12万円以上」の方。 ※2 
申込時点（仮審査申込を含む）で〈中央ろうきん〉の
有担保ローンまたは無担保ローン（マイプランを除く）
をご返済中の方。＊引下げ要件➊・➋を複数満たし
ている場合でも、金利引下げ幅は年0.2%となります。 

Web仮審査申込でクオカードプレゼント実施中！

Web仮審査申込でクオカードプレゼント実施中！

セミナー詳細
お申込み方法は

または

受付時間：平日9時〜18時
（土日祝日・休）

Rukuo 検 索

0120-86-6956

開催

山 

梨
2017年10月14日（土）
14：00〜16：00
セレス甲府（アピオ）

託児所
有り 栃 

木
2017年10月21日（土）
13：00〜15：30
宇都宮グランドホテル

託児所
有り 茨 

城
2017年11月18日（土）
10：30〜12：30
オークラフロンティアホテルつくば

託児所
有り 埼 

玉
2017年11月18日（土）
13：00〜16：00
浦和ロイヤルパインズホテル

神
奈
川

2017年10月29日（日）
10：00〜12：00
横浜ベイホテル東急

〈中央ろうきん〉では、女性のみなさまの声をもとに、
ライフプランの実現に向けた、お金にまつわるセミナーを開催します。

ここから、もっと輝く暮らしが開けていきますように。
難しいお金のことを、わかりやすく、楽しくお伝えしていきます。女性ファイナンシャルプランナーが伝授

※一部託児所のない会場もございます。美マネ講座
参加無料

0円
予約制 初心者の方

歓迎
託児所有り※

マネーセミナー

ためる ためる

かりる

かりる

〈中央ろうきん〉
お客様相談デスク

プチ参加
特典あり

※Rukuo こども積立は、保護者（親）の方が、ご本人名義（親名義）でお積
立いただき、お子さまの成長過程における様々な必要資金（いわゆる扶養
義務の範囲内）にご活用いただくための預金となります。従いまして、お
子さまに将来一括してお渡しする目的等でお積立をされた場合は、贈与
税の課税対象となる可能性がありますので、ご注意をお願いいたします。

東京地区では、各営業店での開催を企画しております。詳しくは営業店までお問い合わせください。
この情報誌の作成日は2017年6月30日です。


