。ご利用いただける方
下記の条件を満たし、保証会社全国しんくみ保証紛の保証が受けられる安定収入のある方。
／

－お申込時の年齢が満20歳以上65歳以下の個人の方。
－当組合の審査基準を満たす方。
－ホップは年収不問で、主婦、パート、アルJCイトの方も可。
．ジャンプ
限度額100万円の場合は、前年度税込年収300万円以上
限度額200万円の場合は、前年度税込年収600万円以上
限度額300万円の場合は、前年度税込年収900万円以上
勤務年数2年以上の方

＼

。お使いみち
自由（ただし、事業牲資金を除きます。）
Oその他のご留意事項
お申込に際レては、事前に審査させていただき結果によってはご希望に添え悲し1場合もござ
いますのであらかじめと了承くださいロ

［

信用組合のローン検索サイト
ー
ー

しんくみロ

「商品Jnち

チ

g� 目孟2慧

F-'J,1W.il I c3）お近くの信用組合とロ

ー
ンの概要を確認
」（4）ロ ーンの仮審査、お申込まで登録可能

「組合Jn,s

1 g遅詩語5細情報碑認

F-'J,1W画 」I

組合のホ ー ムペ ー ジヘジャンプし、
組合のロ ーン概要も確認できます。

インタ ー ネットからのお＠込は
a:，，指調理E’E哩E嵯E姫路王宮＇�－ー 園町却E軍司
｜富山けんし ん

＊店頭に「商品概要説明書jをご用意いたしておりますロ

［

ンサ

�！ I

・＝－凶祖国Eヨme

主苛•－＝・

しんくみロ ー ンサ ー チ判

ロ ー ン商畠の詳しい内容、ご相談は、お気軽に最寄りの本主店窓口までお問い合わせください。

本店営業部宮（076)421-5541
砺波支店 ft (0763)32-3351
出町支店 ft (0763)33-5533
庄東支店 ft (0763)37-1144
庄川支店 ft (0763)82-0248

戸出支店宮（0766)63-1150
福光支店宮（0763)52-1122
福野支店包（0763)22-2218
城端支店宮（0763)62-0323
井波支店包（0763)82-1756

� Uんしん
vーす 富山県信用組合
https://www.toyama-kenshin.co.jp/

魚津支店ft (0765)22-3133
高 岡支店ft (0766)23-3580
高岡南支店ft (0766)23-3178
射水支店宮（0766)52-5525
平日／AM 9:00～PM 5:00

（平成24年4月現在）

[ 商 品 概 要 説 明 書 ]
平成29年6月1日 現在

1. 商品名
2. お申込み年齢

カードローン「ホップ」
・申込時年齢が満20歳以上満65歳以下の方

3. ご利用いただける方 以下のすべての条件を満たす個人のお客様
・安定、継続した収入が見込める方 （主婦・パート・アルバイトも可）
・全国しんくみ保証㈱の保証を受けられる方
・当組合の営業地域内に居住あるいは勤務されている方
・反社会的勢力に該当しない方
4. 資金使途

・ご自由にご利用いただけます。（但し、事業性は除きます。）

5. 極度額

・30万円

6. お借入期間

・最長3年の自動更新とします。
※但し、保証期間は当座貸越契約期間と同期間とし、更新時年齢が65歳超は更新できません。

9. お借入金利

・固定金利
・お借入金利は、お申込時ではなく、実際にお借入頂く日の金利が適用されます。

10. ご返済方法
ご返済金額

(1)定額返済方式
毎月5日 （5日が土・日・祝日の場合も定額返済が行われます。）
貸越極度

毎月返済額

30万円

6,000円

・任意の増額返済も可です。但し、任意の増額返済が行われた場合も、定額返済は行われます。
9. 保証料

・保証料は金利に含まれます。
・印紙代等諸費用は、別途ご負担いただきます。

10. 担保
11. 申込時必要書類

・不要
用意いただく書類

①本人確認書類
（運転免許証・健康保険証・写真付住民基本台帳ｶｰﾄﾞ・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ・印鑑証明のいずれか1点）
※顔写真のないものについては複数の資料にて確認させていただきます。
※所得証明資料は不要
記入いただく書類

①ローン借入申込書（しんくみ保証）②個人情報の取扱に関する同意書（しんくみ保証）
③お客様の個人情報の取扱いについて（当組合）
※ローン契約については所定の審査があり、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※手数料にはいずれも消費税等が含まれます。

12.

苦情処理措置
紛争解決措置

・苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記の窓口をご利用下さい。
【窓口：富山県信用組合経営管理部】
電話0763-33-3354

受付日

月曜日～金曜日（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

受付時間 午前9時～午後5時

なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか当組合ホームページをご覧下さい。
ホームページアドレス http://www.toyama-kenshin.co.jp
・紛争解決措置

東京弁護士会 紛争解決センター （電話：03-3581-0031）
第一東京弁護士会 仲裁センター （電話：03-3595-8588）
第二東京弁護士会 仲裁センター （電話：03-3581-2249）

上記センターで、紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記富山県信用組合経営管理部または下記窓口までお申し出下さい。
【窓口：（社）全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
電話 03-3567-2456

受付日

月曜日～金曜日（土日・祝日および協会の休日を除く）

受付時間 午前9時～午後5時

住所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-1（全国信用組合会館内）

[ 商 品 概 要 説 明 書 ]
平成29年6月1日 現在

1. 商品名
2. お申込み年齢

カードローン「ジャンプ」
・申込時年齢が満20歳以上満65歳以下の方

3. ご利用いただける方 以下のすべての条件を満たす個人のお客様
・前年度所得が極度額の3倍以上の方
・勤続年数もしくは営業年数2年以上の方
・全国しんくみ保証㈱の保証を受けられる方
・当組合の営業地域内に居住あるいは勤務されている方
・反社会的勢力に該当しない方
4. 資金使途
5. 極度額

6. お借入期間

・ご自由にご利用いただけます。（但し、事業性は除きます。）
100万円

→

前年所得

300万円以上

200万円

→

前年所得

600万円以上

300万円

→

前年所得

900万円以上

・最長3年の自動更新とします。
※但し、保証期間は当座貸越契約期間と同期間とし、更新時年齢が65歳超は更新できません。

9. お借入金利

・固定金利
・お借入金利は、お申込時ではなく、実際にお借入頂く日の金利が適用されます。

10. ご返済方法
ご返済金額

(1)極度額別定額返済方式
毎月5日 （5日が土・日・祝日の場合も定額返済が行われます。）
極度額

毎月返済額

100万円

20,000円

200万円

40,000円

300万円

60,000円

・任意の増額返済も可です。但し、任意の増額返済が行われた場合も、定額返済は行われます。
9. 保証料

・保証料は金利に含まれます。
・印紙代等諸費用は、別途ご負担いただきます。

10. 担保
11. 申込時必要書類

・不要
用意いただく書類

①本人確認書類
（運転免許証・健康保険証・写真付住民基本台帳ｶｰﾄﾞ・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ・印鑑証明のいずれか1点）
※顔写真のないものについては複数の資料にて確認させていただきます。
②所得証明書は公的証明書が必要となります。
但し、保証会社が認めた場合は、源泉徴収書でも可とします。
記入いただく書類

①ローン借入申込書（しんくみ保証）②個人情報の取扱に関する同意書（しんくみ保証）
③お客様の個人情報の取扱いについて（当組合）
※ローン契約については所定の審査があり、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
※手数料にはいずれも消費税等が含まれます。

12. 苦情処理措置
紛争解決措置

・苦情処理措置
ご契約内容や商品に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記の窓口をご利用下さい。
【窓口：富山県信用組合経営管理部】
電話0763-33-3354

受付日

月曜日～金曜日（土日・祝日および金融機関の休日を除く）

受付時間 午前9時～午後5時

なお、苦情対応の手続きについては、別途リーフレットを用意しておりますのでお申し付けいただくか当組合ホームページをご覧下さい。
ホームページアドレス http://www.toyama-kenshin.co.jp
・紛争解決措置

東京弁護士会 紛争解決センター （電話：03-3581-0031）
第一東京弁護士会 仲裁センター （電話：03-3595-8588）
第二東京弁護士会 仲裁センター （電話：03-3581-2249）

上記センターで、紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記富山県信用組合経営管理部または下記窓口までお申し出下さい。
【窓口：（社）全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
電話 03-3567-2456

受付日

月曜日～金曜日（土日・祝日および協会の休日を除く）

受付時間 午前9時～午後5時

住所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-1（全国信用組合会館内）

