
※審査の内容によっては、ご希望に添えない場合もございます。
◎詳しくは、店頭またはホームページでご確認ください。
◎店頭やホームページで返済額を試算します。
※店頭に説明書をご用意しております。〈2022年5月16日現在〉

詳しくは、お近くの愛媛銀行窓口またはフリーダイヤルへ。
［お問い合せ］ 9：00～17：00 月～金（祝日除く）

0120-22-0576

ひめぎんＳＤＧｓＥＶマイカーローン・ひめぎんSDGｓえひめ教育ローン・ひめぎんSDGｓリフォームローン F
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お申込み方法

お申込みの流れ

お申込みへのステップ

FAX、店頭にてお申込いただけます。

FAX

(089)
921-7081

店頭

❶同意条項の署名
❷本紙裏の事前審査申込書の記入
　　※下記の2点にご注意ください。

❸上記ご記入方法について再
度ご確認のうえ、FAXにて
お申込みできます。

1. 太枠内の全項目をもれなく
ご記入ください。

 ご記入もれがある場合は、お申込内容
の確認のため、ご指定の連絡先にご連
絡させていただくことがあります。

2.本事前審査申込書はご返却いたしませ
んのでご了承ください。

※当行の営業区域内に居住または勤務されている方で当行とお取引がある方、
ご契約時に口座開設のお取引をしていただける方がご利用できます。

https://www.himegin.co.jp/

ひめぎんローン

電気自動車の普及を後押しするものとして、
購入、メンテナンス、借換を含めたマイカーローンです。
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ひめぎんSDGsローン
● ひめぎんSDGs EVマイカーローン
● ひめぎんSDGs えひめ教育ローン
● ひめぎんSDGs リフォームローン

❶事前審査のお申込み
FAX、店頭にてお申込いただけます。
 ▼
❷事前審査結果のご連絡
事前審査結果をご希望の連絡先に電話でお知らせいたします。
※審査の結果、ご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
また審査結果の内容については、お答えしかねますのであらかじめ
ご了承ください。

 ▼
❸ご契約
【ご来店】
事前審査が承諾となった場合は、必要書類をご持参のうえ、
お取引を希望される当行本支店へご本人がご来店ください。
※必要書類等については商品概要をご覧ください。
※必要書類等をご提出いただいた後、本人確認審査を実施します。
　本人確認審査で、お断りさせていただく場合がありますのでご了承くだ
さい。
※ご来店いただく本支店は当行より指定させていただく場合があります。
※ご返済方法（毎月返済額とボーナス返済額等）は窓口にてご相談くだ
さい。

 ▼
❹ご融資
お借入金をご本人の当行普通預金口座にお振込みいたします。

兼用申込書

ひめぎんSDGs EVマイカーローン

愛媛県内の大学等へ進学するご本人様やその保護者様、
全国の医学部・歯学部・薬学部系の大学を
利用する方に向けたローンです。

●入学金や授業料の支払いに！
●下宿代の敷金や家賃の支払いに！
●受験に必要な資金に！

ひめぎんSDGs えひめ教育ローン

自己居住用で本人または同居家族の所有建物で、
地球に優しいリフォームを希望する方に向けたローンです。

●エコ・リフォーム資金や耐震工事費用に！
●空き家の解体費用に！

すべての人に
健康と福祉を

●持続可能な開発目標(SDGｓ)

質の高い教育を
みんなに

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

住み続けられる
まちづくりを

ひめぎんSDGs リフォームローン

●EV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブ
リッド車）、FCV（燃料電池自動車）などの購
入に！
●上記車両の自動車付属品や車検、修理費に！
●電気自動車用充放電設備資金に！



ご利用
いただける方

(1)お借入時、満１８歳以上満65歳以下で、完済時満81歳以下の方。
(2)勤務年数・営業年数は問いません。
(3)安定継続した収入がある方。
（嘱託・パート・年金受給者を含み、専業主婦の方は除きます。）
(4)株式会社愛媛ジェーシービーまたは
株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。

お使いみち

（1）ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）、ＦＣＶ（燃料電池自
動車）購入資金
※営業用車両除く
※経済産業省クリーンエネルギー自動車補助金適用車種

（2）上記車両の自動車付属品購入費用、車検費用、修理費用
（3）電気自動車用充放電設備関連資金
（4）上記車両の借換資金（金融機関のマイカー資金に関するローンの借換）

お借入利率 窓口でお尋ね下さい。

お借入金額 １０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）

お借入期間 ６か月以上１０年以内（６か月単位、うち据置可能期間６か月を含む）

ご返済方法 (1)元利均等月賦返済（ボーナス返済併用可）･･････利息後取り
(2)返済日･･････毎月５日

担保 不要です。

保証人 原則不要です。（場合によってはお願いすることがあります。）

保証料 貸出利率に含まれております。

保証会社 株式会社愛媛ジェーシービー、株式会社オリエントコーポレーション

手数料
（税込）

(1)一部繰上返済････････････････････････････････････････････無料
(2)一括繰上完済
◇返済元金100万円未満または金利年10％超の場合･･････････無料
◇返済元金100万円以上で金利年10％以下の場合･･･････ 5,500円

(3)上記(1)および(2)以外の条件変更（返済期間、返済日等）･･･ 5,500円
（ただし元金残高100万円未満または金利年10％超の場合は無料）
(4)お借入事務手数料（新規実行時）
・30万円未満････････････････････････ 無料
・30万円以上返済期間１年未満･････････ 無料
・30万円以上返済期間１年以上･････ 1,100円
（ただし利息制限法により無料、減額となる場合があります。）

ご用意
いただくもの

(1)本人確認資料･･････運転免許証
※なお、来店でのご契約時には、以下の資料もご使用いただけます。
　健康保険証、パスポート、個人番号カード（※通知カードは対象外です。）
※パスポートは、令和２年２月３日以前に申請分のものに限ります。
　（所持人記入欄のないものはお受付できません。）

(2)所得確認資料･･･原則不要です。
※ただし、ご利用金額が５００万円を超える場合、満２０歳未満でお申込み
の場合は必要となります。

(3)使用印鑑･･････来店時に普通預金口座のお届出印が必要となります。
(4)資金使途確認資料･･資金使途および所要費用が確認できる書面の写し
（見積書、請求書、領収書、返済明細　等）

ご利用
いただける方

(1)お借入時、満18歳以上満65歳以下で、完済時満81歳以下の方。
(2)原則、団体信用生命保険に加入できる方。団体信用生命保険の詳細につい
ては、窓口でお尋ね下さい。

(3)安定した収入のある方。（年金受給者を含みます。）
(4)株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。

お使いみち

対象は自己居住用で本人または同居家族の所有建物で、事業性用途として使
用している建物は除きます。
(1)太陽光発電システム導入、高断熱・高気密処理、蓄電池、オール電化住宅の
エコ・リフォーム資金、バリアフリー資金、耐震工事

(2)上記資金の借換
(3)空き家解体費用（※空き家解体費用の上限は500万円）

お借入利率 窓口でお尋ね下さい。

お借入金額 １０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）

お借入期間
６か月以上１５年以内（６か月単位）
借換の場合は、借換対象の残存期間に３年を加えた期間以内（最長１５年）とな
ります。

ご返済方法 (1)元利均等月賦返済（ボーナス返済併用可）･･････利息後取り
(2)返済日･･････毎月５日

担保 不要です。

保証人 原則不要です。（場合によってはお願いすることがあります。）

保証料 貸出利率に含まれております。

保証会社 株式会社オリエントコーポレーション

手数料
（税込）

(1)一部繰上返済････････････････････････････････････････････無料
(2)一括繰上完済
◇返済元金100万円未満または金利年10％超の場合･･････････無料
◇返済元金100万円以上で金利年10％以下の場合･･･････ 5,500円

(3)上記(1)および(2)以外の条件変更（返済期間、返済日等）･･･ 5,500円
（ただし元金残高100万円未満または金利年10％超の場合は無料）
(4)お借入事務手数料（新規実行時）
・30万円未満････････････････････････ 無料
・30万円以上返済期間１年未満･････････ 無料
・30万円以上返済期間１年以上･････ 1,100円
（ただし利息制限法により無料、減額となる場合があります。）

その他

（1）本人確認資料･･････運転免許証
※なお、来店でのご契約時には、以下の資料もご使用いただけます。
･　健康保険証、パスポート、個人番号カード（※通知カードは対象外です。）
※パスポートは、令和２年２月３日以前に申請分のものに限ります。
（所持人記入欄のないものはお受付できません。）
(2)所得確認資料・・・原則不要です。
※ただし、ご利用金額が300万円を超える場合、満20歳未満でのお申込み
の場合は必要となります。

(3)不動産謄本･･･原則不要です。
※ただし、ご利用金額が500万円を超える場合は必要となります。

(4)資金使途確認資料･･･必要です。詳しくは窓口でお尋ね下さい。

ご利用
いただける方

（1）愛媛県内の中学校以上の学校にご入学または在学するお子様をお持ちの保護
者の方、およびご本人。
※お使いみちが他行・他社借換資金の場合は、学卒者を含みます。

（2）全国の医・歯・薬学部系大学進学または在学するお子様をお持ちの保護者の
方、およびご本人。

（3）お借入時、満１８歳以上満65歳以下で、完済時満81歳以下の方。
（4）原則、団体信用生命保険に加入できる方。団体信用生命保険の詳細について

は、窓口でお尋ね下さい。
（5）勤務年数・営業年数は問いません。
（6）安定継続した収入がある方。
（嘱託・パート・年金受給者を含み、専業主婦の方は除きます。）

（7）株式会社愛媛ジェーシービーまたは
株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。

お使いみち

入学金または在学中に必要な資金全般（留学含む）
（1）入学金・授業料
（2）下宿代の敷金・家賃
（3）受験に必要な資金等
（4）借換資金（他行・他社の教育資金に限り、ローン残高以内とします。）
※申込人が専業学生の場合は、入学金を除く学納金
　（授業料・施設維持費・教材費・実習費等）に限定する。

お借入利率 窓口でお尋ね下さい。

お借入金額 １０万円以上１，０００万円以内（１万円単位）
医学部・歯学部・薬学部１０万円以上１，５００万円以内（１万円単位）

お借入期間
６か月以上１７年以内（１か月単位）
※在学期間＋１２か月を限度として据置期間設定できます。
※学卒者の他行・他社借換資金の場合、据置期間設定はできません。

ご返済方法
（1）元利均等月賦返済（ボーナス返済併用可）……利息後取り
（2）返済日……毎月５日（休日の場合は翌営業日）
（3）据置期間中の利払は毎月１回約定日に後払

担保 不要です。

保証人 原則不要です。（場合によってはお願いすることがあります。）

保証料 貸出利率に含まれております。

保証会社 株式会社愛媛ジェーシービー、株式会社オリエントコーポレーション

手数料
（税込）

（1）一部繰上返済･･･････････････････････････････････････････無料
（2）一括繰上完済
◇返済元金100万円未満または金利年10％超の場合･･････････無料
◇返済元金100万円以上で金利年10％以下の場合･･･････ 5,500円

（3）上記（1）および（2）以外の条件変更（返済期間、返済日等）･･ 5,500円　　　　
（ただし元金残高100万円未満または金利年10％超の場合は無料）

（4）お借入事務手数料（新規実行時）
・30万円未満････････････････････････ 無料
・30万円以上返済期間１年未満･････････ 無料
・30万円以上返済期間１年以上･････ 1,100円
（ただし利息制限法により無料、減額となる場合があります。）

ご用意
いただくもの

（1）本人確認資料･･････運転免許証
※なお、来店でのご契約時には、以下の資料もご使用いただけます。
･　健康保険証、パスポート、個人番号カード（※通知カードは対象外です。）
※パスポートは、令和２年２月３日以前に申請分のものに限ります。
（所持人記入欄のないものはお受付できません。）

（2）所得確認資料･･･原則不要です。
※ただしご利用金額が3００万円を超える場合、満２０歳未満でお申込みの場合
は必要となります。

（3）入学・在学証明書資料･･･合格通知書、学費納入通知書、学生証、在学証明書　等
（4）使用印鑑･･････来店時に普通預金口座のお届出印が必要となります。
（5）資金使途確認資料･･･資金使途および所要費用が確認できる書面の写し
（入学案内、見積書、領収書　等）

ひめぎんＳＤＧｓ ＥＶマイカーローン ひめぎんSDGｓ リフォームローンひめぎんSDGｓ えひめ教育ローン


