
 

 

平成 26 年 2 月 6 日 

 

あしぎんリフォームローン「住まい快適」の商品内容改定について 

 

足利銀行（頭取 藤澤 智）は、平成 26 年 2 月 17 日（月）より、無担保ローンの

リフォームローン「住まい快適」について商品内容（ご融資利率・お使いみち）を改

定いたします。 

改定後のリフォームローン「住まい快適」は、ご融資利率（変動金利）が最大年

1.725％（保証料込み）まで引き下げとなるほか、マンション共用部の修繕工事負担

金や他社リフォームローンのお借り換え資金にもご利用いただける商品となります。 

当行では、今後ともお客さまの幅広い資金ニーズにお応えするため、より良いサービ

スを提供してまいります。 

記 

１．改定内容 

（１）ご融資利率の引下げ 

 現 行 改定後 

変動金利（保証料込み） 年 3.825％～4.725％ 年 3.225％ 

ポイントサービスによる優遇金利 年 2.525％～4.225％ 年 1.925％～2.725％

（上記に太陽光発電システム工事を

含む場合） 
年 2.325％～4.025％ 年 1.725％～2.525％

※金利種類は変動金利の他、3年固定、5年固定、10 年固定金利が選択できます。 

※ご融資にあたっては、当行所定の審査があります。 

※商品の詳細につきましては、別紙の商品説明書をご覧ください。 

（２）お使いみちの拡大 

現 行 改定後（下線部が追加項目） 

・住宅環境の改善資金 

（自ら居住する住宅の増･改築、内･外

装、門扉、造園、ガレージの新･増設、

冷暖房、上下水道関連工事、太陽光

発電システム設置工事など） 

・同左 

・マンション共用部の修繕工事負担金

・他金融機関等借入のリフォーム資金

の借換資金および借換に伴う諸費用
※増改築・太陽光発電システム設置等の

資金と既存住宅ローンの借換資金を

併せてお取扱いします。 

２．取扱開始日 

平成 26 年 2 月 17 日（月） 
 

以 上 



リフォームローン「住まい快適」商品概要説明書 
（平成 26年 2 月 17 日現在） 

1．商品名 リフォームローン「住まい快適」 

2．ご利用いた

だける方 

足利信用保証(株)の保証が受けられる方で、次の条件を満たす個人の方 

・お借入時満 20 歳以上満 65 歳未満で、 終返済時満 80 歳未満の方 

※８つの疾病保障を選択される場合は、お借入時満 20 歳以上満 51 歳未満の方となり

ます。 

・今後も安定した収入が見込める方 

・当行所定の団体信用生命保険に加入が認められる方 

・当行所定の審査基準を満たす方 

ただし、物件の所在地や種類により、お申込みいただけない場合があります。 

3．お使いみち ①自ら居住する住宅の増・改築、内・外装、門扉、造園、ガレージの新・増設、冷暖房、

上下水道関連工事、太陽光発電システム設置工事など、住宅環境の改善資金。 

※上記の付帯工事費、および改装に伴う家具・インテリア等の購入資金を含む。 

②マンション共用部の修繕工事負担金 

③他金融機関等借入のリフォーム資金(上記①)の借換資金および借換に伴う諸費用 

※増改築・太陽光発電システム設置等の新規お借入資金と既存住宅ローンの借換資金を

併せて借りることが可能です。 

4．ご融資金額 10 万円以上 1,000 万円以内（1 万円単位） 

5．ご融資期間 1 年以上 20 年以内（1ヵ月単位） 

変動金利 

・毎年 3 月第 1営業日、9月第 1営業日の当

行の基準金利をもとに、各々4月 1 日、10

月 1 日から適用します。ただし、基準金利

が大幅に変動した場合には、それ以外の日

に新規利率を変更する場合があります。 

・基準金利は、短期プライムレート連動長期

貸出基準金利となります。 

固定金利 

・毎月決定します。 

・固定金利は 3年、5年、10 年の期間から

選択できます。 

6．ご融資利率 

(1)新規利率 

 

※利率は、窓口へおたずねください。 

(2)ご融資後の

利率見直し 

変動金利 

・毎年 4 月第 1 営業日、10 月第 1 営業日の

基準金利をもとに、6 月、12 月のご返済日

の翌日よりご融資利率を見直します。 

固定金利 

・固定金利期間中の利率の見直しはありま

せん。 

7．金利割引 お取引状況に応じて、 終のご返済まで同じ幅で金利を割引します。 

①住宅ローン（有担保）のご利用による金利割引：▲1.300％ 

②あしぎんポイントサービスのポイントによる金利割引 

・あしぎんポイントサービス 200 ポイント未満：▲0.500％ 

・あしぎんポイントサービス 200 ポイント以上：▲1.000％ 

・あしぎんポイントサービス 250 ポイント以上：▲1.300％ 

太陽光発電システム設置工事の場合、さらに年▲0.20％金利マイナス幅を拡大いたしま

す。キッチンやトイレなど水回りの工事と合わせて、ご利用いただけます。 

※あしぎんポイントサービスについては、店頭に説明書を用意しています。 

※キャンペーン等により上記の金利割引幅は変更となる場合があります。 

お借入期間中、ご要望に応じて「固定金利」「変動金利」を選択できます。 

※固定金利期間終了時までに特にお申し出がない場合には､「変動金利」に自動的に切替

えます｡ 

※お借入期間が残り 3年未満となった場合、「固定金利」の選択はできません｡ 

8．金利の選択 

変動金利 

約定返済日毎に「固定金利」への変更が可

能です。 

固定金利 

固定金利期間終了後、「固定金利」の再

選択または「変動金利」への切替えが可

能です。 



9.ご返済方法 

(1)ご返済方法 

毎月元利均等返済 

・元利均等返済は、ご融資期間を通して元金と利息の合計額が均等となるように計算し、

毎月一定額を返済する方式となります。 

・ご融資金額の 50％以内まで、ボーナス返済の併用が可能となります。 

(2)ご返済額の

見直し 

変動金利 

・ご融資利率が見直された場合でも、ご返済

額は 5 年間（10 月 1 日を 1 回経過する毎

に 1年経過とみなします）変更しません。

・5年目毎に行いますが、新返済額は旧返済

額の 1.25 倍が上限となります。 

・ご融資期間終了時に未返済額がある場合、

原則として 終返済日に一括返済となり

ます。 

固定金利 

・固定金利期間中は見直しません。 

・固定金利期間終了後、「固定金利」の再

選択または「変動金利」への切替えの都

度、ご返済額を見直します。 

10.担保･保証

人 

足利信用保証㈱の保証をご利用いただきますので、原則必要ありません。 

ただし、申込みご本人以外でご融資の対象となる物件(土地および建物)を所有されてい

る方(持分の所有を含む)は、保証会社に対して連帯保証人になっていただきます。 

11．手数料等 

(1)取扱手数料

等 

・事務取扱手数料：10,500 円（消費税込） 

・固定金利選択手数料：5,250 円（消費税込） 

※固定金利を選択される場合、選択の都度手数料がかかります。 

・条件変更手数料 ：10,500 円（消費税込） 

※返済条件等を変更される場合、変更の都度手数料がかかります。 

・契約書に貼付する印紙税 

(2)繰上返済手

数料 

・一部繰上返済手数料 

要件 手数料（消費税込） 

変動金利期間中 5,250 円 

固定金利期間中 21,000 円 

・全額繰上返済手数料 

要件 手数料（消費税込） 

変動金利期間中 21,000 円 

固定金利期間中 42,000 円  

12．団体信用生

命保険・就業

不能信用費

用保険 

当行が指定する、次のいずれかの団体信用生命保険にご加入いただきます。なお、保険

料は当行が負担します。 

①社団法人全国地方銀行協会を保険契約者とする団体信用生命保険 

②カーディフ生命保険会社を引受保険会社とする団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ

型付団体信用生命保険・カーディフ損害保険会社を引受保険会社とする就業不能信用

費用保険 

※①の団体信用生命保険の詳細は、「申込書兼告知書」に添付されている「重要事項に関

するご説明」および「申込書兼告知書」の裏面によりご確認ください。 

※②の団体信用生命保険の詳細は、「被保険者のしおり」の「契約概要」「注意喚起情報」

によりご確認ください。 

※「申込書兼告知書」および「被保険者のしおり」は、窓口に用意しております。 

13.当行が契約

している指

定紛争解決

機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

0570-017109 または 03-5252-3772 

14.ご留意事項 ・ご融資にあたりまして、事前に審査がございます。 

・審査結果によってはご希望に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了承く

ださい。 

※窓口にお申し出いただければ返済額を試算いたします。ホームページ（http：//www.ashikagabank.co.jp/）でも返

済額を試算いただけます。 
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