
平成２４年９月６日 

株式会社 高 知 銀 行 

高 知 市 堺 町 ２ 番 ２ ４ 号 

 

各 位 

 

教育資金専用ローンの金利引下げキャンペーンについて 

 

高知銀行（頭取 森下勝彦）は、お子さまの教育資金にご利用いただくための

「こうぎん学資ローン」ならびに「こうぎん教育ローン」につきまして、よりご

利用いただきやすいよう、ご融資利率を通常よりさらに引下げるキャンペーンを

実施いたします。 

当行で給与振込みをご利用いただいているお客さまのご融資利率は通常より

０．３％引下げしておりますが、本キャンペーンでは、さらに０．２％引下げい

たします（最大引下げ幅は０．５％となります）。 

記 

１．キャンペーン期間 

  平成２４年９月１０日（月）から平成２５年５月３１日（金）まで 

 

２．対象となる商品 

  「こうぎん学資ローン」ならびに「こうぎん教育ローン」 

 

３．キャンペーンの対象となるお客さま 

  現在、当行で給与振込みをご利用いただいているお客さま、またはこれから

給与振込みをご利用いただけるお客さま 

 

４．キャンペーン内容 

（平成 24 年 9 月 6 日現在） 

商品名 基準金利 
通常の 

引下げ幅 

キャンペーン 

期間中 

の引下げ幅 

ご利用いただける

金利 

こうぎん学資ローン 年 2.75% 0.3% 0.3%＋0.2%＝0.5% 年 2.25% 

年 2.90% 

（団信なし） 
年 2.40% 

こうぎん教育ローン 
年 3.20% 

（団信加入） 

0.3% 0.3%＋0.2%＝0.5% 

年 2.70% 

※こうぎん学資ローンは変動金利、こうぎん教育ローン固定金利です。 
※詳しい商品内容は別紙をご覧ください 

 

以 上 

 

 
【本件に関するお問い合わせ】 

高知銀行 ローン業務部 ローン業務Ｇ 
担当：矢野  ℡088-871-1587 

こうぎんこうぎんこうぎんこうぎん    

 



(別紙)2-1 

〈〈〈〈商品説明書商品説明書商品説明書商品説明書〉〉〉〉 こうぎんこうぎんこうぎんこうぎん学資学資学資学資ローンローンローンローン　　　　
（平成24年9月6日現在）

● お申込時の年令が満２０才以上６５才以下で、完済時満７０才以下の方

● 当行の営業区域内に居住または勤務されている方

● 勤続年数1年以上または営業年数３年以上の方

● 継続して安定した年収のある方

● 四国総合信用（株）の保証を得られる方

● 四国総合信用㈱保証付無担保ローンの借入総額が年収の１００％以内の方

入学金、授業料等の学資および学生生活を維持するために必要な資金

＊

１０万円以上５００万円以内　（１万円単位）
ただし、３００万円超の場合は４年制大学以上に限ります。

＊

入学または在学する学校の修業年限により次の融資期間となっています。

当座貸越期間 ご返済期間

高等学校 １０年６カ月以内 ３年６カ月以内 ７年以内

短大・専修学校 　９年６カ月以内 ２年６カ月以内 ７年以内

大学（4年） １１年６カ月以内 ４年６カ月以内 ７年以内

大学（6年） １３年６カ月以内 ６年６カ月以内 ７年以内

＊当座貸越期間は一般に定められた在学期間内とします。（留年等による延長はできません）

＊当座貸越期間は融資期間に含めるものとします。

長期プライムレート＋１.５％　〔変動金利〕

＊ 毎月７日（休日の場合は翌営業日）の長期プライムレートを基準とします。

＊ 現在のご融資利率については窓口にお問い合わせください。

給与振込をご利用の方は、融資利率を年０.３％引下げさせていただきます。
●

●

●

＊ ご都合の良いときに任意の金額を直接貸越口座へご入金いただくこともできます。

● 卒業と同時に分割返済に切り替え、卒業の翌月(４月)からご利用残高を元利均等にてご返済

いただきます。

＊ ご融資金額の５０％以内で、６カ月毎のボーナス返済の併用もできます。

原則不要

不要

融資金利に含まれています。

＊保保保保 証証証証 料料料料 お支払いいただく金利の中から当行が保証会社へ支払いますので、別途お支払いいただく必
要はありません。

ごごごご 返返返返 済済済済 方方方方 法法法法

在学中は毎月７日（休日の場合は翌営業日）に返済用預金口座からお利息のみお支払いいた
だきます。

保保保保 証証証証 人人人人

担担担担 保保保保

利利利利 率率率率 のののの 引引引引 下下下下 げげげげ

金金金金 利利利利 のののの 見見見見 直直直直 しししし

当座貸越期間中は毎月７日（休日の場合は翌営業日）にご融資利率を見直し、長期プライム
レートの変動に伴って、同日より新利率を適用させていただきます。

分割返済期間中は毎年４月１日および１０月１日にご融資利率を見直し、長期プライムレートの
変動に伴って、各々６月および１２月の約定返済日の翌日から新利率を適用させていただきま
す。

ごごごご 融融融融 資資資資 期期期期 間間間間

ご融資期間

ごごごご 融融融融 資資資資 利利利利 率率率率 ただし、初めてお借入（一旦全額返済後に再度借入する場合を含む）いただく場合は、借入
時点の長期プライムレートを基準とします。

おおおお 使使使使 いいいい みみみみ ちちちち ご融資金の払い出しは、ご契約いただいた店舗のみとし、原則として、お支払先への直接振
込とさせていただきます。（ご契約店舗以外での払い出しはできません）

ごごごご 融融融融 資資資資 金金金金 額額額額
在学中は当座貸越とし、教育資金を融資限度額（極度額）の範囲内で反復してご利用いた
だき、卒業後にご利用残高を分割にてご返済いただきます。

商商商商 品品品品 名名名名
こうぎん学資ローン　　　　　　　　　　　　　〔四国総合信用㈱　保証付〕

( ( ( ( 愛愛愛愛　　　　称 称 称 称 ））））

ごごごご利利利利用用用用いいいいたたたただだだだけけけけるるるる方方方方

高等学校以上の学校に在学中または入学が決定したご子弟を扶養する親権者または後見人
で、以下の条件に該当される方



(別紙)2-2 

〈〈〈〈商品説明書商品説明書商品説明書商品説明書〉〉〉〉 こうぎんこうぎんこうぎんこうぎん学資学資学資学資ローンローンローンローン　　　　
（平成24年9月6日現在）

「確認資料は各々いずれか1つをご用意ください」

● ご本人を確認できる資料

運転免許証・住民基本台帳カード（顔写真付）・パスポート・住民票・健康保険証・印鑑証明書等

● 収入を確認できる資料

所得証明書・源泉徴収票・給与証明書等

● 入学または在学を確認できる資料

合格通知書、入学証明書、在学証明書、学生証

● お使いみちを確認できる資料

入学案内・学費納入通知書・見積書・注文書・請求書・賃貸契約書等および領収書

＊入学時の特例　（入学時の５月末まで）

● ご印鑑

預金届出のご印鑑

（実印によるお取引をお願いする場合もあります。この場合、印鑑証明書が必要となります）

一般社団法人全国銀行協会
連絡先　全国銀行協会相談室
電話番号　0570-017109または03-5252-3772

●

● くわしくは窓口へご相談ください。

当当当当行行行行がががが契契契契約約約約ししししてててていいいいるるるる
指指指指定定定定紛紛紛紛争争争争解解解解決決決決機機機機関関関関

そそそそ のののの 他他他他

お申込に際しては当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添え
ない場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご
了承ください。

ごごごご用意用意用意用意いただくものいただくものいただくものいただくもの

短大・専修学校（または専門学校）以上への入学時に限り、融資金額の内２００万円以
下は合格通知書または入学案内の写しをご用意いただくだけでご利用いただけます。

商商商商 品品品品 名名名名
こうぎん学資ローン　　　　　　　　　　　　　〔四国総合信用㈱　保証付〕

( ( ( ( 愛愛愛愛　　　　称 称 称 称 ））））

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)2-3 

〈〈〈〈商品説明書商品説明書商品説明書商品説明書〉〉〉〉 こうぎん教育ローン
（平成24年9月6日現在）

● お借入時の年令が満２０才以上６５才以下の方で、完済時満７０才以下の方

● 当行の営業区域内に居住または勤務されている方

● 勤続年数１年以上または営業年数３年以上の方

● 継続して安定した年収のある方

● 四国総合信用（株）の保証を得られる方

● 四国総合信用㈱保証付無担保ローンの借入総額が年収の100%以内の方

入学金、授業料などの学費および学生生活を維持するために必要な資金。

１０万円以上３００万円以内　（１万円単位）

入学または在学する学校の修業年限により次の融資期間となっています。

（内：元金据置期間） ご返済期間

高等学校 １０年６カ月以内 ３年６カ月以内　　 ７年以内

短大・専修学校 ９年６カ月以内 ２年６カ月以内　　 ７年以内

大学(4年） １１年６カ月以内 ４年６カ月以内　　 ７年以内

大学(6年） １３年６カ月以内 ６年６カ月以内　　 ７年以内

＊ 入学６カ月前よりご融資可能です。
＊

団体信用生命保険加入なし　年２.９０％　〔固定金利〕（保証料含む）

団体信用生命保険加入あり　年３.２０％　〔固定金利〕（保証料・団体信用生命保険料含む）

利利利利 率率率率 のののの 引引引引 下下下下 げげげげ 当行への給与振込をご利用の方は、融資利率を年０.３％引下げさせていただきます。

元利均等毎月返済

＊ ご融資金額の５０％以内で、６カ月毎のボーナス月増額返済併用もできます。

＊ 元金据置期間中は毎月お利息のみのお支払いとなります。

原則不要

不要

ご希望により、年利０.３％のご負担で、第二地銀協統一団体信用生命保険にご加入いただけます。

融資金利に含まれています。

「確認資料は各々いずれか1つをご用意ください」

●ご本人を確認できる資料

運転免許証・住民基本台帳カード（顔写真付）・パスポート・住民票・健康保険証・印鑑証明書等

●収入を確認できる資料

所得証明書・源泉徴収票・給与証明書等

●入学または在学を確認できる資料

合格通知書・入学証明書・在学証明書・学生証

●お使いみちを確認できる資料

入学案内・学費納入通知書・見積書・注文書・請求書・賃貸契約書等および領収書

＊入学時の特例　（入学時の５月末までご利用可能）

●ご印鑑

預金届出のご印鑑

（実印によるお取引をお願いする場合もあります。この場合、印鑑証明書が必要となります）

一般社団法人全国銀行協会

連絡先　全国銀行協会相談室

電話番号　0570-017109または03-5252-3772

● ご融資によりお支払いいただいた費用の領収書を提出願います。
●

● くわしくは窓口へご相談ください。

当当当当 行行行行 がががが 契契契契 約約約約 しししし てててて いいいい るるるる
指指指指 定定定定 紛紛紛紛 争争争争 解解解解 決決決決 機機機機 関関関関

そそそそ のののの 他他他他
お申込に際しては当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によっては、ご希望に添えない
場合もございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承くださ
い。

担担担担 保保保保

保保保保 証証証証 料料料料
＊お支払いいただく金利の中から当行が保証会社へ支払いますので、別途お支払いいただく必要はありません。

ごごごご 用用用用 意意意意 いいいい たたたた だだだだ くくくく もももも のののの

短大・専修学校（または専門学校）以上への入学時に限り、融資金額の内２００万円以下は
合格通知書および入学案内の写しをご用意いただくだけでご利用いただけます。

団団団団 体体体体 信信信信 用用用用 生生生生 命命命命 保保保保 険険険険

ごごごご 融融融融 資資資資 利利利利 率率率率

＊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。

ごごごご 返返返返 済済済済 方方方方 法法法法

保保保保 証証証証 人人人人

おおおお 使使使使 いいいい みみみみ ちちちち

ごごごご 融融融融 資資資資 金金金金 額額額額

ごごごご 融融融融 資資資資 期期期期 間間間間

融 資 期 間

在学中は元金の据置をご利用いただけます。元金据置期間は一般に定められた在学期間＋６カ
月以内とし、留年等による据置期間の延長はできません。

商商商商 品品品品 名名名名
こうぎん教育ローン　　　　　　　　　　〔四国総合信用㈱　保証付〕

( ( ( ( 愛愛愛愛　　　　称 称 称 称 ））））

ごごごご 利利利利 用用用用 いいいい たたたた だだだだ けけけけ るるるる 方方方方

高等学校以上の学校に在学中または入学が決定したご子弟を扶養する親権者または後見人で、以
下の条件に該当される方

 


