
無担保ローン

最大割引後金利 最大割引後金利

フリーローン　まとめて一本　無担保 　(注) ----- -----

フリーローンモア　（注) ※　5.0％　9.3%　13.0% -----

サラリーマンローン　　Ａタイプ 7.800% ※　　　　　7.300% -----

サラリーマンローン　　Ｂタイプ 5.500% ※　　　　　5.000% -----

ふくほう住宅活用ローン｢ゆめPLUS｣◆ ----- 5.625% ※　　　　5.325%

フリーローン「新なんでもザウルス」

カードローン「新なんでもザウルス」

カードローン「てがるザウルス」 ----- -----

----- ----- スタンダードタイプ 11.800% ※　　　　9.800%

----- ----- プラチナタイプ 7.400% ※　　　　5.400%

ライフローン（マイカープラン） 3年以内 4.200% ※　　　　　3.200%

5年以内 5.000% ※　　　　　4.000% 3.925% ※　 　　1.725％

7年以内 5.700% ※　　　　　4.700%

3年以内 4.800% ※　　　　　3.800%

5年以内 5.600% ※　　　　　4.600% 4.525% ※　　　　3.525%

7年以内 6.300% ※　　　　　5.300%

3年以内 4.300% ※　　　　　3.300%

5年以内 5.100% ※　　　　　4.100% 4.025% ※　　　　3.025%

7年以内 5.800% ※　　　　　4.800%

ライフローン（リフォームプラン）(融資金額500万円以内） 4.700% ※　　　　　4.200% 4.025% ※　　　　3.525%

ライフローン（リフォームプラン）(融資金額700万円以内） 5.400% ※　　　　　4.900% 4.725% ※　　　　4.225%

5年以内 4.000% ※　　　　　3.500%

5年超 5.000% ※　　　　　4.500%

5年以内 4.500% ※　　　　　4.000%

5年超 5.500% ※　　　　　5.000%

学資ローン「まなび隊!」 ----- 4.125% ※　　　　3.625%

ライフローン(医療プラン) ----- 4.000% ※　　　　3.000%

金利は、年利にて表示しています。

（注）「まとめて一本」・「フリーローンモア」の金利につきましては、審査結果により決定いたします。

※印については、お取引条件に応じて設定が異なりますおります。内容は、店頭にてご確認をお願いいたします。

｢ローンの種類」の欄に◆印のあるものは新規取扱中止となっています。

金融の情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。

4.825% ※　　　　2.825%

-----

新オートローン

マイカーローン「Bo～ｎ!」

------14.900%

3.925%

消
費
者
向
け

目
的
型

ロ　ー　ン　金　利

ローンの種類

自
由
型

カードローン｢BESPA（ベスパ）｣

ライフローン（教育プラン）スタンダードタイプ

ライフローン（教育プラン）フリータイプ

------

------

----- -----14.600%

5.5%　9.8%　13.5%

※　　　　1.925%

3月1日現在

固定金利 変動金利

基準金利 基準金利

5.9%　8.9%　12.9%

------

------



住宅関連、事業者ローン

最大割引後金利 最大割引後金利

変動金利型住宅ローン★ ----- -----

（再選択時）

２年特約 2.400% ※　　　　　1.700%
３年特約 2.450% ※　　　　　1.750%
５年特約 2.700% ※　　　　　2.000%

１０年特約 3.150% ※　　　　　2.450%

２年特約 2.400% ※　　　　　0.900%

３年特約 2.450% ※　　　　　0.950%

５年特約 2.700% ※　　　　　1.100%

１０年特約 3.150% ※　　　　　1.350%

２年特約 2.400% ※●　　　　0.650%

３年特約 2.450% ※●　　　　0.700%

５年特約 2.700% ※　　　　　0.900% ------

１０年特約 3.150% ※　　　　　1.150%

２年特約 2.400% ※●　　　　0.650%

３年特約 2.450% ※●　　　　0.700%

５年特約 2.700% ※　　　　　0.900% ------

１０年特約 3.150% ※　　　　　1.150%

1.010%

1.120%

1.140%

1.250%

1.450%

1.560%

リフォームローン「リフォーム20」（団信なし）（注） ----- 2.7%　3.4%　4.8% ※　2.2%　2.9%　4.3%

リフォームローン「リフォーム20」（団信込）（注） ----- 2.9%　3.6%　5.0% ※　2.4%　3.1%　4.5%

２年特約 2.400% ※　　1.400%

３年特約 2.450% ※　　1.450%

５年特約 2.700% ※　　1.700%

２年特約 2.600% ※　　1.600%

３年特約 2.650% ※　　1.650%

５年特約 2.900% ※　　1.900%

住まいる アシスト★ ----- 2.925% ※　　　　　2.425%

福邦ビジネスカードローン「パワフル」 ----- -----

ふくほう事業者ローン「勇士3000」 2.925%～6.900% ----- -----

ふくほう事業者ローン「勇士500」証書貸付 ----- -----

ふくほう事業者ローン「勇士500」カードローン ----- -----

ふくほう事業者ローン「仕事名人」 ----- -----

金利は、年利にて表示しています。

（注）「リフォーム20」・「仕事名人」の金利につきましては、審査結果により決定いたします。

※印については、お取引条件に応じて設定が異なります。内容は、店頭にてご確認をお願いいたします。

｢ローンの種類」の欄に★印のあるものは別途保証料をいただきます。

｢ローンの種類」の欄に◆印のあるものは新規取扱中止となっています。

金融の情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。

7.8%　14.5% ------

事
業
主
の

お
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様
向
け

7.6%　14.9% ------

-----

------

------

金利選択型住宅ローン★◆(旧来型）
（H24年3月以前）

21年以上

変動金利

3月1日現在

基準金利

------

20年以内

-----

-----

-----

ロ　ー　ン　金　利

固定金利

------

-----

長期固定金利型住宅ローン「フラット３５」
（融資率9割超）

『匠』全期間割引型住宅ローン
（優良型）　　　　　　　　※新規申込

ローンの種類

3.025%------

『技』全期間割引型住宅ローン
※新型住宅ローンへの乗り換え時

基準金利

------

-----

-----

-----

------

3.225%

------

-----

住
宅
関
連

-----住宅リニューアルローン(団信込）

1.500%～------

7.6%　14.9%

20年以内（平成28年1月
29日までの申込分）

消
費
者
向
け

長期固定金利型住宅ローン「フラット３５」
（融資率9割以下）

------

21年以上（平成28年1月
30日以後の申込分）

3.025%

21年以上（平成28年1月
29日までの申込分）

20年以内（平成28年1月
30日以後の申込分）

-----

住宅リニューアルローン(団信なし）

『技』全期間割引型住宅ローン★
（全国保証㈱保証付）　　※新規申込


