
新規お借入時の当初固定金利期間の適用金利新規お借入時の当初固定金利期間の適用金利

ハッピー住宅ローン

2023年4月3日現在

街 に 笑 顔を！！

上記の金利は、2024年3月29日までの新規融資実行分に適用されます。
※金融情勢の変化により、金利を見直す場合があります。
※当初固定期間終了後もお客様の適用金利の該当条件（お取引条件等）に応じて、いずれも当金庫基準金利より、固定金利適用期間3年の場合最大年0.10％、固
定金利適用期間5年の場合最大年0.8％、固定金利適用期間10年の場合最大年1.20％引下げします。

※告知の内容により保険会社が加入をお断りする場合があります。　※詳しくは、各営業店までお問い合わせ下さい。

もしもの時に、金利＋年0.10%上乗せで「がん保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険」、金利＋年0.20%上乗せで「三大疾病保障特約付団体信用生命保険」また、金利
+年0.25％上乗せで「三大疾病保障特約付団体信用生命保険」+「団体信用就業不能保障保険」に加入出来ます。当初固定期間終了後も同様に適用金利に上記金利を上乗せします。

●新規実行時に、ご指定いただいた特約期間中は、固定金利となります。
●特約期間（固定金利適用期間）は、3年、5年、10年の3種類。
●特約期間終了時には、再度「固定金利型」（3年、5年、10年）もしくは「変動金利型」（年2回変動）を選択していただきます。（金利は、その時点の当金庫所
定の金利といたします。）ただし、特にお申し出のない場合は、「変動金利型」に自動的に変更となります。
●「変動金利型」に変更された場合でも、再度「固定金利型」を選択いただけます。
●特約期間終了後、再度「固定金利型」を選択される場合、都度、当金庫所定の手続き、ならびに固定金利特約手数料として11,000円（消費税込）が必要です。

固定変動金利選択型住宅ローンのしくみ
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固定金利適用期間
3年･5年･10年

完
済
日
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初
借
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最大年▲0.60% 最大年▲0.80% 最大年▲1.00%

適用金利（上記条件に該当の場合）

年▲0.30%
基準金利 年1.80%

年▲0.90%
基準金利 年2.70%

年▲1.20%
基準金利 年3.40%

年0.90% 年1.00% 年1.20%
 ※上記の金利は、新規借入時（最初の固定金利期間）に適用されます。
 ※なお、審査結果により、右記金利が上乗せとなります。

年▲0.50%1 当金庫に給与振込の指定または変更された方
（申込ご本人様または同居家族も可）

年▲0.50%2 当金庫に年金振込の指定または変更された方
（申込ご本人様または同居家族も可）

年▲0.20%7 提携住宅建設業者紹介
※ただし、改築（リフォーム）・増築は対象外

年▲0.20%8「職域サポート制度」契約先にお勤めの方（申込ご本人様に限る）

年▲0.20%9（公社）香川県宅地建物取引業協会加盟業者紹介 ※ただし、改築（リフォーム）・増築は対象外年▲0.30%3 環境配慮住宅
（電化住宅・ガス省エネ住宅・太陽光発電住宅等）

年▲0.20%10 四国VISAカード契約
年▲0.20%11 インターネット、モバイルバンキングの契約
年▲0.20%12 扶養されているお子様が２名以上の方
年▲0.20%13 さぬき安心あんぜん住宅普及協議会紹介年▲0.30%6 当金庫で公共料金3件以上の自動振替の取

扱いがある方

年▲0.30%5 当金庫に学校諸費口座振替の指定または変
更された方（申込ご本人様または同居家族も可）

年▲0.30%4
保証会社保証付カードローン・マイカーローン・リ
フォームローン・教育ローン・フリーローンの契約
者（実行時までに契約していることが条件）

固定変動金利選択型

新

規

ご

契

約

時

年1.50%
3年固定金利

年1.80%
5年固定金利

年2.20%
10年固定金利

店 頭 表 示 金 利

適用金利の該当条件（お取引条件等）

住宅の購入・新築に 借換えに

新しい暮らし
夢の実現を
お手伝い。

上乗せ金利 なし
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 Ⅵ型

なし +0.10％ +0.40％ +0.60％ +1.00％



●たかまつしんきん所定の審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。
●たかまつしんきんは、誠実・公正な勧誘・販売を心掛け、お客様に対し断定的な判断の提供、事実
と異なる説明及び誤解を招く説明・勧誘は一切いたしません。
●たかまつしんきんは反社会的勢力からの如何なる申込も、一切受付いたしません。
●詳しくは、担当者もしくは営業店窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

2023年4月3日現在

固定変動金利選択型住宅ローン（MG保証株式会社保証付）
ご利用いただける方 保証料

不動産担保調査等取扱手数料

個人住宅融資関係全額・一部繰上償還取扱手数料

固定金利選択特約手数料

申込時年齢

勤務年数（営業年数）および雇用形態

年収

お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率（年率）

担保

保証人

火災保険

一般団信　　:満20歳以上70歳未満、完済時満80歳未満
その他の団信:満20歳以上51歳未満、完済時満75歳未満

○給与所得者（ただし、アルバイト、パート等の方は不可となります。）
　勤務年数1年以上
○自営業者および会社役員
　営業年数2年以上
　医師（獣医は除く）につきましては、医師免許取得後から通算となります。

定めはありません。

・申込人やそのご家族が居住するための資金
①居住用物件の購入資金
　・住宅・マンションの購入資金（中古含む）
　・住宅の新築、増改築資金（リフォーム資金）
　・土地（更地）の購入資金
　ただし、2年以内に建物を新築し、追加設定を完了することが条件となります。
②既存住宅ローン（無担保含む）の借換資金
　ただし、返済実績1年以上で、直近1年以上正常返済していることが条件と
なります。
③セカンドハウスの購入資金…本人が居住環境の向上を図るために取得する
2棟目の居住物件
　ただし、投資目的に該当するものや、別荘およびそれに類するもの等、保証
会社が不適当と判断したものは対象外となります。

・離婚・相続に伴う自己居住用に必要な住宅資金
・諸費用・・・・・・登記費用、取扱手数料、保証料、火災保険料、仲介手数料、イン 

テリア、電化製品、家具ほか住宅取得に係る諸費用、造成費用、
その他保証会社が必要と認めた費用

・対象外物件・・全資金使途において、借地上の建物、定期借地権付住宅、連棟 
式住宅、賃貸住宅は物件対象外

100万円以上１億円以内（1万円単位）

40年以内（１ヵ月単位）（元金据置期間を含みます。）

・固定変動金利選択型
基準金利:特約期間3年間1.80％、5年間2.70％、10年間3.40％
※各種金利引き下げ優遇項目がございます。
・変動金利型
当金庫所定の方法により金利を決定し、年2回見直しを行います。
○保証料の分割支払方式や、一般団信以外の団信をご希望の方は、それぞれ
所定の利率がご融資利率に上乗せとなります。

【一部繰上返済について】
①返戻保証料
　一括保証料型で保証料をお支払いいただいたお客様が保証期間満了前に一
部繰上返済（内入）を行った場合には、支払われた一括保証料から一部繰上
返済時までの保証経過分（経過保証料）および一部繰上返済後の元本残高・
残期間に対して新たに算定した一括保証料を控除したものを返戻保証料と
し、事務手数料を差し引いて返戻させていただきます。なお、分割保証料型
につきましては、保証料の返戻はございません。
②事務手数料
　事務手数料は、1回につき11,000円（消費税込）を控除させていただきま
す。ただし、返戻保証料が事務手数料に満たない場合は、保証料の返戻はご
ざいません。

ご融資の対象となる土地、建物に第１順位の抵当権を設定させていただきます。
担保設定費用はお客様のご負担となります。

原則不要（ＭＧ保証株式会社の保証付となります。）
ただし、収入合算者および保証会社が必要と判断した場合は必要となります。

・建物は時価額で融資期間に応じた火災保険へのご加入が必要です。
・火災保険料は、お客様のご負担となります。

担保設定金額 手数料（消費税込）
1,000万円未満 11,000円
1,000万円以上～5,000万円未満 33,000円
5,000万円以上 55,000円

不動産担保調査等取扱手数料は、ご融資実行時に一括してお支払いいただきます。

繰上返済金額 手数料（消費税込）
500万円未満 11,000円
500万円以上～1,000万円未満 33,000円
1,000万円以上 55,000円

返戻保証料 事務手数料
11,000円以下 返戻保証料の金額（消費税込）
11,000円超 11,000円（消費税込）

ご返済方法
原則、元利均等毎月返済
（ご融資金額の50％を限度として、年2回6ヵ月毎のボーナス返済がご利用い
ただけます。）
（自営業者、会社役員の方はボーナス併用は不可となります。）

一部または全額繰上返済1回につき、繰上返済金額に応じて以下のとおりとなります。

11,000円（消費税込）
特約期間終了後、再度「固定金利」を選択される場合、その都度、必要となります。
保証料の返戻について

【一括繰上完済時の返戻について】
①返戻保証料
一括保証料型で保証料をお支払いいただいたお客様が保証期間満了前に一
括繰上完済された場合には、支払われた一括保証料から繰上完済時までの
保証経過分（経過保証料）を控除したものを返戻保証料とし、事務手数料を
差し引いて返戻させていただきます。ただし、代位弁済を実行した場合にお
ける保証料の返戻は出来ませんので予めご承知おきください。なお、分割保
証料型につきましては、保証料の返戻はございません。
ア.経過保証料
支払われた一括保証料のうち、繰上返済時までに経過した期間の保証料
に対応する部分を経過保証料といいます。ＭＧ保証㈱の保証料は、元利均
等返済に基づいた保証料計算方式を採用しておりますので、初期段階で
は一カ月当たりの経過保証料が大きくなることになります。

　イ.返戻保証料
支払われた一括保証料から経過保証料を差し引いたものが返戻保証料とな
ります。

②事務手数料
保証会社の繰上完済処理に要する事務手数料となります。返戻保証料の金
額に応じて、返戻保証料から事務手数料が控除されます（下表参照）。

保証料は、ご融資実行時に一括してお支払いただく一括保証料型・ご融資利率に保証
料率を上乗せしてお支払いただく分割保証料型のいずれかをお選びいただけます。
【一括保証料型の目安：ご融資（元利均等払の場合）金額100万円に対する保証料】

10年
20年
30年
35年
40年

Ⅵ型
47,902円 
91,620円 
131,077円 
149,122円  

Ⅴ型
14,372円 
27,486円 
39,323円 
44,736円 

Ⅳ型
9,102円 
17,409円 
24,905円 
28,335円 

Ⅲ型
7,184円 
13,743円 
19,663円 
22,368円 

166,029円 49,808円 31,545円 24,904円 

Ⅱ型
5,269円 
10,080円 
14,421円 
16,402円 
18,262円 

Ⅰ型
3,831円 
7,328円 
10,485円 
11,929円 
13,285円 

【分割保証料型】

保証料率（年率） 0.05%
Ⅰ型

0.10%
Ⅱ型

0.15%
Ⅲ型

0.25%
Ⅳ型

0.35%
Ⅴ型

1.50%
Ⅵ型

・安定継続した収入がある方
・団体信用生命保険に加入できる方
・勤務地、居住地（取得物件含む）のいずれかが当金庫の営業区域内で、会員資格
を有する方（取得物件が当金庫営業区域外の場合は対象外となります。）
・制限能力者でない方
・反社会的勢力でない方
・外国人の場合、永住許可を受けている方、または特別永住者
・ＭＧ保証株式会社の保証を得られる方

新しい暮
らし

夢の実現
を

お手伝い
。

ランク
年数

 ※なお、審査結果により、下記金利が上乗せとなります。

上乗せ金利 なし
Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 Ⅵ型

なし +0.10％ +0.40％ +0.60％ +1.00％


