
1.本人確認資料（次のいずれか） 運転免許証・パスポート・健康保険証・共済組合員証

当行普通預金口座キャッシュカードをお持ちでない場合は窓口へお申し出ください。
お申込みにあたっては、所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に沿えな
い場合がございます。
現在お住まいまたは勤務先のご住所が広島銀行の支店のお近くでない場合は、お申込みを
お断りさせていただく場合がございます。
お申込み内容確認、お借入意思の確認ならびに勤務先ご在籍の確認のため、携帯電話およ
び勤務先にお電話させていただく場合がございますので、ご了承ください。またご連絡が取
れない場合はお申込みをお断りさせていただく場合もございます。
その他詳しい商品内容等につきましては、当行ホームページまたは店頭にご用意しておりま
す商品説明書をご覧ください。

●
●

●

●

●

…

2.年収確認資料（次のいずれか）

3.資金使途確認資料（次のいずれか）
4.他社からの借り換えの場合

市県民税課税台帳記載事項証明書・住民税課税決定通知書・源泉徴収
票（社印のあるもの）・納税証明書・確定申告書（写）（税務署受付印のあるもの）
見積書・請求書・購入契約書・募集要項など
現在ご利用のローンの返済予定表・直近1年間の返済状況が確認で
きる資料（通帳など）・完済に必要な金額が確認できるもの（返済予定表
で確認できない場合）

…

…
…

※　　　　 トータルポイントサービスにおいて第1ステージ以上の方には、基準金利　   3.0％といたします。
※　　　　  住宅ローンをご利用中のお客さまには、さらに金利のお得なローンをご用意しております。
※ご融資利率に0.3%上乗せで、がん保証付団体信用生命保険にご加入いただけます。
　詳しくは窓口へおたずねください。

【ご注意事項】

※中面の【必要な書類】をご参考ください。

※事業性資金・個人間売買・生活費にはご利用いただけません。

旅行資金

1.満20歳以上満65歳以下
2.定例年収のある方（パート・アルバイトの方、年金受給者の方も可）
3.当行指定の保証会社の保証が得られる方

●自由（結婚資金、旅行・レジャー資金、スポーツ・カルチャー資金、他行借り換え資金など）

ご利用いただける方

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率

ご返済方法

保証人

必要な書類

手数料等

お使いみち

10万円以上300万円以下（1万円単位）

6ヶ月以上8年以内（6ヶ月単位）
※借り換えの場合は、借り換え対象ローンの残存期間を最長とします。

※審査の結果によっては保証会社が保証人を必要とする場合があります。
（ひろぎんカードサービス（株）または(株)オリエントコーポレーションの保証付）

・毎月の約定返済日に元利均等返済金額を自動引落し
・ボーナス時増額返済も可能です。

原則として不要です

・新規取扱手数料は不要です。
・一部または一括繰上返済等、返済条件変更に際しては銀行所定の手数料がかかります。
・新規契約時または条件変更時には印紙代をご負担いただきます。

1.固定金利
2.変動金利

　　　　の窓口または、　　　　ダイレクトマーケティングセンターまでおたずねください。

マイナス

資金使途自由で幅広く使える
トータルポイントサービス第1ステージ以上で
金利3.0％引き下げ！

1

2

3

こんな用途に使える！

結婚資金

レジャー
資金

WEB完結なら来店不要！
お申込みからご契約（お借り入れ）まで
ご来店の必要はございません。

お借入れをご検討中の方は、まずは仮審査をお申込みください！

ただし、以下の場合はWEB完結申込みはご利用いただけません。

●お申込み商品が教育カードローンの場合
●お借入れ金額が500万円を超える場合
●固定金利型を希望する場合
●当行普通預金口座のキャッシュカードをお持ちでない場合
●当行への届出住所と現住所が異なる場合
●マイカーローンで資金使途が複数の場合
●必要書類　がお揃いでない場合

インター
ネット モバイル 電話

※

※外国籍の方は、上記の書類に加え、在留カード、または特別永住者証明書

WEB完結申込みで来店不要

※新規申込の場合に限ります。また審査によっては、引下げ金利の適用を受けられない場
　合もございます。

人生の様々なシーンで、頑張るあなたを応援したい

分割
返済型

中学受験費用から海外留学費用まで幅広く対応
最大卒業1年後まで元金据置でご返済はお利息のみ

●在学中は返済金額を抑えたい。
●スキルアップのための
　資格を取りたい。

こんな方にオススメ！

詳しくは
コチラをチェック！

お子さま在学中はご利用金額のお利息のみをお支払い
小学生のお子さまの教育資金にもご利用可能

●在学中は返済金額を抑えたい。
●返済できる時に自由に
　返済したい。

こんな方にオススメ！

詳しくは
コチラをチェック！

運転免許取得費用から他金融機関借り換えまで対応
最高1,000万円 最長10年間でゆとりのご返済が可能

●ディーラーローンを
　借り換えたい。
●通勤用のバイクを購入したい。

こんな方にオススメ！

詳しくは
コチラをチェック！

資金使途自由で幅広い用途に対応
他金融機関からのお借り換えも可能

●海外で結婚式を挙げたい。
●豪華客船クルーズツアーに行きたい。

こんな方にオススメ！

詳しくは
コチラをチェック！

WEBで
完 結

WEBで
完 結

WEBで
完 結

ローンは、月々のご返済を考えた計画的なご利用をおすすめします。

（2021年9月1日現在） （828-180）d2109

0120-164-081
平日 /11:00～19:30 
（ただし、土・日・祝休日・大晦日･正月3が日は除く）受付時間

ひろぎん 検索

ご相談
・

お申込み
専用ダイアル

ホームページ
公式アプリ

12



仕送り

※ご融資利率に0.3%上乗せで、がん保証付団体信用生命保険にご加入いただけます。
　詳しくは窓口へおたずねください。

※　　　　住宅ローンをご利用中のお客さまには、さらに金利のお得なローンをご用意して
　おります。

（1）返済期間…6ヶ月以上5年以内（6ヶ月単位）
（2）元金返済据置期間…大学、短大および各種学校の学生については入学前6ヶ月＋在学期間（最 
　　長6年）に加え、卒業後6ヶ月の元金据置が可能です。

1.満20歳以上満65歳未満で、完済時の年齢が満70歳未満の方
2.定例年収のある方（パート・アルバイトの方、年金受給者の方はご利用いただけません。）
3.入学から卒業までの期間が1年以上の学校へ入学・在学するお子さまのいる方
4.当行指定の保証会社の保証が得られる方

●借主のお子さま　の教育・学習費用（仕送り等卒業までにかかる全ての費用）

ご利用いただける方

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率

ご返済方法

保証人

必要な書類

手数料等

お使いみち

ご利用限度額50万円以上1,000万円以下（50万円単位）

（1）利用期間…カードローンによる借入可能期間とし、ご契約日から7年以内（ご卒業までの期間）
（2）返済期間…利用期間終了後、7年以内
　  返済期間中は、カードローンとして新たなお借り入れはできません。

14年以内

※審査の結果によっては保証会社が保証人を必要とする場合があります。

1.利用期間中…ご利用残高に応じた１ヶ月分の利息金額を自動引き落し
2.返済期間中…利用限度額に応じた下表の返済額と１ヶ月分の利息の合計金額を自動引き落し

原則として不要です。

・新規カード発行時の手数料は不要です。
・カード再発行時には銀行所定の手数料がかかります。
・新規契約時または条件変更時には印紙代をご負担いただきます。

変動金利

※利用期間中、返済期間中ともにATMでご返済可能です。
※ご希望により、元利均等分割返済への切替も可能です。（ただし、別途切替手続が必要となります。）

　　　　の窓口または、　　　　ダイレクトマーケティングセンターまでおたずねください。

融資期間（14年以内）
利用期間（7年以内） 返済期間（7年以内）

利用限度額
50万円
100万円
150万円
200万円
250万円

1万円
2万円
3万円
3万円
4万円

返済額 利用限度額
300万円
350万円
400万円
450万円
500万円

返済額 利用限度額
550万円
600万円
650万円
700万円
750万円

7万円
8万円
8万円
9万円
9万円

4万円
5万円
5万円
6万円
6万円

返済額 利用限度額
800万円
850万円
900万円
950万円
1,000万円

10万円
11万円
11万円
12万円
12万円

返済額

1.本人確認資料（次のいずれか） 運転免許証・パスポート・健康保険証・共済組合員証…

※ご融資金額50万円以下の場合不要

※ご融資金額100万円以下の場合不要

2.年収確認資料（次のいずれか） 市県民税課税台帳記載事項証明書・住民税課税決定通知書・源泉徴収
票（社印のあるもの）・納税証明書・確定申告書（写）（税務署受付印のあるもの）

…

4.在学確認資料（次のいずれか）
5.ご家族確認資料（次のいずれか）

学生証明書・合格通知書・入学許可書・講座受講申込書など
住民票・健康保険証

…
…

3.資金使途確認資料（次のいずれか） 見積書・請求書・購入契約書・募集要項など…

ご融資金額は最高1,000万円
（50万円単位）

必要な時にお近くのATMで利用できる

トータルポイントサービス第1ステージ以上で
金利0.5%引き下げ!

トータルポイントサービス第1ステージ以上で
金利0.7%引き下げ!

1

2

3

こんな用途に使える！

部活費用

ゼミ費用

習い事

1.満20歳以上満65歳以下
2.定例年収のある方（パート・アルバイトの方、年金受給者の方も可）
3.当行指定の保証会社の保証が得られる方

●借主・および借主のご家族　の教育･学習費用（入学金、入会金、年会費、授業料、寮費、
　 教材費、塾費、制服代、各種教室・スクール、通信教育受講料など、1年以内にお支払いされ
　る費用   ）

＊1 ＊1

＊2

＊1…生計を一にする（養育費を含む）ご家族をいいます。
＊2…既にお支払済みの場合は対象外となります。

＊1…生計を一にするご家族をいいます。

ご利用いただける方

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率

必要な書類

お使いみち

10万円以上500万円以下（1万円単位）

1.固定金利　6ヶ月以上12年以内

（1）返済期間…6ヶ月以上7年以内（6ヶ月単位）
（2）元金返済据置期間…大学、短大および各種学校の学生については入学前6ヶ月＋在学期間（最
　　長6年）に加え、卒業後1年の元金据置が可能です。

2.変動金利　6ヶ月以上14年6ヶ月以内

1.固定金利
2.変動金利

　　　　の窓口または、　　　　ダイレクトマーケティングセンターまでおたずねください。

1.固定金利
2.変動金利

　　　　の窓口または、　　　　ダイレクトマーケティングセンターまでおたずねください。

1.本人確認資料（次のいずれか） 運転免許証・パスポート・健康保険証・共済組合員証…

2.年収確認資料（次のいずれか）

3.資金使途確認資料（次のいずれか）
4.在学確認資料（次のいずれか）

市県民税課税台帳記載事項証明書・住民税課税決定通知書・源泉徴収
票（社印のあるもの）・納税証明書・確定申告書（写）（税務署受付印のあるもの）
授業料振込票・請求書・賃貸契約書・募集要項など
学生証明書・合格通知書・入学許可書・講座受講申込書など

…

…
…

WEB完結申込みで来店不要
最大卒業1年後まで元金返済が
据置可能
トータルポイントサービス第1ステージ以上で
金利0.5%引き下げ!

（変動金利の場合）

※お申込み金額が500万円
　以下の場合に限ります。 1

2

3

こんな用途に使える！

塾費用

通信教育
受講料

中古車の
購入

1.満20歳以上満65歳以下
2.定例年収のある方（パート・アルバイトの方、年金受給者の方も可）
3.当行指定の保証会社の保証が得られる方

●自動車・バイク・エコバイク（自転車も含む）購入、修理、車検、運転免許取得費用、
　自動車・バイク・エコバイク（自転車も含む）関連用品の購入など車に関する諸費用
●借主のご家族　のための自動車・バイク・エコバイク（自転車も含む）購入資金、
　および運転免許取得費用
●他の金融機関（信販会社含む）でご利用中のマイカーローンの借り換え資金
　買い替え時の下取り車のローン残金を含みます。
●当行マイカーローンの借り換え資金
　当行マイカーローンのローン残金＋新しく購入する自動車・バイク・エコバイク
　（自転車も含む）購入資金に限ります。
※事業性資金・個人間売買・生活費にはご利用いただけません。

ご利用いただける方

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率

必要な書類

手数料等

お使いみち

10万円以上1,000万円以下（1万円単位）

※借り換えの場合は、借り換え対象ローンの借入日から10年を最長とします。
6ヶ月以上10年以内（6ヶ月単位）

※　　　　 住宅ローンをご利用中のお客さまには、さらに金利のお得なローンをご用意しております。

1.本人確認資料（次のいずれか） 運転免許証・パスポート・健康保険証・共済組合員証…

2.年収確認資料（次のいずれか）

3.資金使途確認資料（次のいずれか）

市県民税課税台帳記載事項証明書・住民税課税決定通知書・源泉徴収
票（社印のあるもの）・納税証明書・確定申告書（写）（税務署受付印のあるもの）
見積書・請求書・購入契約書・募集要項など

…

…

※ご融資金額500万円以下の場合不要

4.他社からの借り換えの場合 現在ご利用のローンの返済予定表・直近1年間の返済状況が確認
できる資料（通帳など）・完済に必要な金額が確認できるもの（返済予定表
で確認できない場合）

…

WEB完結申込みで来店不要
必要書類は
本人確認資料、資金使途確認資料のみ
※お申込み金額が500万円以下の場合に限ります。

※新規申込の場合に限ります。また審査によっては、引下げ金利の適用を受けられない場
　合もございます。

1

2

3

こんな用途に使える！

車検・修理

免許取得
※新規申込で変動金利の場合に限ります。また審査によっては、引下げ金利の適用を受け
　られない場合もございます。

分割
返済型

※事業性資金・個人間売買・生活費にはご利用いただけません。
＊1…生計を一にする（養育費を含む）お子さまをいいます。
※事業性資金・個人間売買にはご利用いただけません。

ご返済方法

保証人

※審査の結果によっては保証会社が保証人を必要とする場合があります。
（ひろぎんカードサービス（株）または(株)オリエントコーポレーションの保証付）

（ひろぎんカードサービス（株）の保証付）

・毎月の約定返済日に元利均等返済金額を自動引落し
・ボーナス時増額返済も可能です。

原則として不要です

ご返済方法

保証人

※審査の結果によっては保証会社が保証人を必要とする場合があります。
（ひろぎんカードサービス（株）または(株)オリエントコーポレーションの保証付）

・毎月の約定返済日に元利均等返済金額を自動引落し
・ボーナス時増額返済も可能です。

原則として不要です

手数料等
・新規取扱手数料は不要です。
・一部または一括繰上返済等、返済条件変更に際しては銀行所定の手数料がかかります。
・新規契約時または条件変更時には印紙代をご負担いただきます。

・新規取扱手数料は不要です。
・一部または一括繰上返済等、返済条件変更に際しては銀行所定の手数料がかかります。
・新規契約時または条件変更時には印紙代をご負担いただきます。

＊1

※外国籍の方は、上記の書類に加え、在留カード、または特別永住者証明書

※外国籍の方は、上記の書類に加え、在留カード、または特別永住者証明書

※外国籍の方は、上記の書類に加え、在留カード、または特別永住者証明書


