
コープローン
キャンペーン実施中！

CO・OP生協をご利用のみなさまへ
平日9時～18時（土日祝日・休）
ローンのお申込みは
ホームページから
24時間受付中!

中央ろうきん生協会員専用フリーダイヤル
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〈ろうきん〉に コール

0120-692-506
2018

6 7

編集後記

編集担当 中村

こんにちは。今年の七夕は、短
冊にどんな願いをこめますか？
私は子どもの頃、「なんでもで
きますように」と書いていまし
た。今思うと到底現実的ではな
い願いです。大人になってしば
らく経ち「何かを成し遂げられ
る」人間になりたいなと思う今
日この頃です。

『知っ得情報』を以前より目にしたことがあっ
たのですが、どこもそんなに変わらないだろ
うと思っていました。事情があって他社の
カードローンを利用して、金利の違いにビッ
クリ。ダメ元で相談に行き、借換えできること
になり、何より窓口の方にお話を聞いていた
だけて気持ちがとても楽になりました。

今回〈ろうきん〉のおかげで新居を構え
ることができました。生協が近くにあり、
加入していたことで、手続きがスムーズ
にいきました。沢山の方々のおかげで
新しい生活をスタートすることができま
した。これからもお世話になります！！

お客様から
”うれしい声”を

いただきました！

月 月号
〈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！

500円 分のクオカードプレゼント！！

2019年3月31日（日）まで

対象ローン カードローン（マイプラン）新規・増額

● コープローン（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が対象となります。● プレゼントは、お

一人様につき1回とさせていただきます。● プレゼントはキャン
ペーン期間終了日の翌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。● お受取期限はキャンペーン期間終
了日の翌 月々末までとさせていただきます。

お申込はコチラから

カードローン
（マイプラン）

旅行やショッピング、冠婚葬祭などの暮らしの資金に

最大引下げ後金利

年4.055％

提示金利

年7.255％～

◆ 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

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％引下げ！
※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、店頭または当金庫の
ホームページでご確認ください。

http://chuo.rokin.com/co-op/pc/

ご利用限度額にかかわらず、 同 じ 金 利

お使いみち

利用した
住宅ローンを
選んだ決め手

貯蓄・資産形成の
主な手段

貯蓄

出典：消費者庁
平成29年6月物価モニター調査結果（速報）を加工して作成

出典：日本生命保険相互会社　
ニッセイ インターネットアンケート

～「夏のボーナス」に関する調査結果について～
を加工して作成

出典：住宅金融支援機構
2017年度 民間住宅ローン利用者の実態調査

【民間住宅ローン利用者編】（第1回）を加工して作成

金利が低いこと

将来、金利が上昇する
可能性があるので、 
将来の返済額をあらかじめ
確定しておきたかったから

諸費用（融資手数料、
団体信用生命保険特約料など）が
安かったこと

保証料が安かったこと

住宅・販売事業者(営業マン等)に
勧められたから

繰上返済手数料が
安かったこと
返済期間中の繰上返済が
少額から可能であること
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毎月の返済金額

21,145円

年 15.0%だと

他行・他社から借換えて、
金利の負担を軽くしませんか。

［借換えシミュレーション（試算例）］
例えば 100万円を6年で返済した場合

◆ 借換え前 ◆ 〈中央ろうきん〉カードローン（マイプラン）に借換え後

貯蓄がダントツ。
どんな方法で貯めて
いるのかしら？

生協をご利用のみなさまへ 中央ろうきん生協会員専用フリーダイヤル

からのお金に関するおトクな情報誌

一時金

金利が低いこと金利が低いこと全体 男性 女性全体 男性 女性全体 男性 女性全体 男性 女性全体 男性 女性全体 男性 女性
　　　　　 どのように　　　

うううううににににににににににににに

　　使う予定か

貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄 43.343.343.343.3

使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使 定定定定定定定定かかかかかかかかかか

聞いてみました
　　　　　 どのように　　　

　　使う予定か

聞いてみました

ミルシルちゃんを
紹介するよ！

ミルシルちゃんシルエルくん

ローンの支払いに
使う人も多いね。
たしかに住宅ローンを選ぶ
決め手にもなっている！

円500500円500500500 分

〈中央ろうきん〉ホームページ内の

● 上記試算例は、計算上の金利シミュレーションであり、特定の商品と比較するものではなく、実際の金利、返済額とは相違します。 ● マイプランは変動金利型ですが、金利シミュ
レーションは金利が６年間変動しないことを前提に計算しています。 ● 上記試算例は元利均等毎月返済方式で計算しています。 ● マイプランの実際の返済額は、ご利用限度額

（極度額）に応じた定例返済額となります。 ● 借換えは、団体会員または生協会員の方のみのお取扱いとなります。 ● 当金庫のローンのお借換えには、ご利用いただけません。

［提示金利］ ［最大引下げ後金利］

4.0554.055%

最大引下げ後金利最大引下げ後金利

444.05.05.05.05.05.055554.055年 % だと7.2557.255
［提示金利］［提示金利］

777.25.25.25.25.25.25.25.25.257.25777.257.257.25777.257 5557.255
円

円

期　間

この情報誌の作成日は2018年5月16日です。

僕のガールフレンドの
ミルシルちゃん！

〈Cafe 知得〉が
キッカケで
仲良くなったんだ！

「知って」「得する」、
「見て」「知る」
情報を一緒に
お届けします♪

シルエル

了日の翌 月々末までとさせていただきます。

金利引下げ項目の詳しい内容は、店頭または当金庫の金利引下げ項目の詳しい内容は、店頭または当金庫の

ミルエルくん

僕のガールフレンドの

毎月の返済金額

21,14

年

毎月の返済金額

21,14

15.0%だと

は中面をご覧ください！
コープローンキャンペーンは

はローン商品裏面をご覧ください！

月

円



カーライフローン 毎月第3土曜日は
〈ろうきん〉相談会の日

車・バイク・自転車の購入、
免許取得費用、
他行自動車ローンの借換え費用など

◆ 最高1,000万円　◆ 最長10年　◆ 無担保

年2.6％ 保証料は金庫が
負担致します。

年2.4％ 保証料は金庫が
負担致します。

※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。

別途、保証料と不動産担保取扱手数料が必要となります。

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ対象の場合

年2.475％
標準金利より最大
年1.9％引下げ ＊1

2018年6月1日（金）～7月31日（火）6
キャンペーン期間

％年
プラス0.1対象商品の

店頭表示金利に
“夏の一時金”
　キャンペーン

〈中央ろうきん〉なら、
一部繰上返済手数料が

対象商品 スーパー定期預金、
大口定期預金

満期後の取扱い
自動継続（元利継続・元金継続）または自動解約 
※自動継続後の金利は、満期日当日における店頭表示金利となります。

対象条件
①他金融機関からの預け替え等、新たな資金での預け入れ
②現金または振込等により普通預金・貯蓄預金に入金された資金からの預け入れ
※他の〈中央ろうきん〉定期預金・財形貯蓄・エース預金からの預け替えは対象となりません。

住宅ローン／借換・買替ローン
◆ 最高1億円　◆ 最長35年　◆ 不動産担保　◆ 団体信用生命保険付（最高1億円・ ご融資額の範囲内）

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お使いみち

変動金利型 固定金利特約型（20年）
［当初期間引下げ型］ 全期間固定金利型

標準
金利

最大
引下げ後

金利

年3.00％
標準
金利 年3.10％

標準
金利

年0.575％

標準金利より最大
年1.85％引下げ ＊2

最大
引下げ後

金利 年1.15％

標準金利より最大
年1.85％引下げ

最大
引下げ後

金利 年1.25％

お使いみち

金 利 ミ ッ ク ス なら変動と固定の組合せで良いとこどり！夏 の 一 時 金 など、まとまった資金の預け入れに！！

ご 家 族 の カーライフを応援！

または

開催時間

10：00～17：00

預入期間 1年

繰上返済とは、定例返済分以外の資
金でローン残高を減らすことです。
元金の一部を繰上げて返済すること
で、借入金と利息額を減らし、返済期
間が短縮できます。

0円変
動
金
利
型

年3.1％ 保証料は金庫が
負担致します。

年2.9％ 保証料は金庫が
負担致します。

ずっとサポート引下げ
年0.2％金利引下げ対象の場合

固
定
金
利
型

預入金額 スーパー定期預金：1円以上1,000万円未満（1円単位）
大 口 定 期 預 金：1,000万円以上（1円単位）

実施中！！

引下げ要件
（下記の 1・2　のいずれか） 

1　財形貯蓄またはエース預金のご契約※1

2　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

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合せください。

平日お忙しい方も、ご相談承ります。

ご予約
受付中

す。＊2 当初契約より20年です。特約期間終了後は金利が変わることがございます。 ● 金利ミックスは、他の金利タイプとの組合せも可能です。組合わせる金利タイプは2種類までとし、
同一金利タイプの組合せはできません。 ● 新規適用金利は毎月見直しを行いますが、金利情勢により月中に変更となる場合がございます。 ● 保証料は①『一括前払い方式』（例えば、20
年1,000万円のお借入れの場合、90,310円～198,670円）と、②『月次後払い方式』（年0.16%～年0.30%をご融資金利に上乗せ）がございます。 また、不動産担保取扱手数料として
10,800円（消費税込み）がかかります。 ● 当金庫のみの住宅ローン（借換・買替ローン含む）のお借換えには、ご利用いただけません。 ● 金利ミックスは、ご契約が2口となりますので、お
借入金額によっては1口の場合より印紙代が高くなることがございます。 ● 返済条件の変更等に際して、別途手数料が必要となる場合がございます。【繰上返済手数料】● 手数料について
は店頭の手数料一覧表等でご確認ください。【カードローン（マイプラン）】● 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。 ● 借換え
は、2019年3月29日のご融資実行分までとなります。【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。

【“夏の一時金”キャンペーン】● ATMや「インターネット／モバイルバンキング」にて作成いただいた定期預金は対象とはなりません。 ● 〈中央ろうきん〉定期預金は、預金保険制度の対象商
品です。 ● 個人のお客様が対象となります。 ● 店頭表示金利および上乗せ金利は税引き前であり、お利息には20.315％の税金がかかります。 ● 中途解約された場合、当金庫所定の中途
解約利率が適用となります。 ● 金利情勢等により、予告なく商品内容を変更したりお取扱いを中止する場合があります。 ● 他の金利上乗せ定期預金との重複適用はできません。 ● 店頭
に説明書をご用意しています。 ● 最新の店頭表示金利は、店頭または当金庫のホームページでご確認ください。【各種ローンについて】● 金利は2018年5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。詳しくは、店頭の
チラシまたは当金庫のホームページでご確認ください。 ● 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。【カーライフローン】● ［金利適用期間］2018年9月28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。）【ずっとサポート引下げ】※1カーライフローン申込時点（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カーライフローン申込時点（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
プランを含む）をご返済中の方。● 引下げ要件 １・２ をともに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。【住宅ローン／借換・買替ローン】＊1 金利ミックスご利用時に
おける変動金利型の最大引下げ年1.9%は、全期間固定金利型または固定金利特約型20年（当初期間引下げ型）と変動金利型の組合せのみの適用となります。また、全期間固定金利型
または固定金利特約型20年（当初期間引下げ型）の割合がお借入総額の30%以上の場合に適用となります。以上の条件に満たない場合は、変動金利型の最大引下げ年1.85%となりま

http://chuo.rokin.com/link/soudankai

車・バイク・自転車の購入、

カーライフローンも
住宅ローン／
借換・買替ローンも！


