
簡単お申し込み！選べる つの方法で4

9:00～20:00（土・日・祝日を除きます）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

急 な 出 費 に 備 えて 安 心

お問い合わせ一覧お申し込みの流れ

スマートフォン・タブレットからでもお申し込みできます。

検索

24時間受付インターネット

「仮審査申込書」にご記入のうえ、上記FAXにファックスしてください。
※「仮審査申込書」は当行ホームページよりダウンロードいただけます。

FAX 24時間受付

窓口

りゅうぎん全店（東京支店を除く）の窓口にてお申込みできます。
9:00～16:00（銀行休業日を除く）

づくりを
応援します！

は、
あなたのづくりを
応援します！

は、
あなたの

カードローン型のポイント

電話・インターネット・FAX・窓口で
仮審査のお申し込み1

4つの方法から選んでカンタンお申し込み！

審査結果のご連絡2
お電話にてご連絡いたします。

●原則として、当日中に審査結果をお電話でご連絡いたします。
　※お申込み受付日時や審査状況によっては、お時間をいただく場合
もありますのでご了承ください。
●審査結果のご連絡前に、記入内容等についてお電話でお問い合わせ
させていただく場合がございます。
●審査の結果、ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご
了承ください。

ご契約3
ご希望店へご来店のうえ、ご契約させていただきます。

●ご利用いただくためには、審査結果のご連絡後、
別途正式なご契約が必要となります。
●ご用意いただくものは、預金通帳・預金通帳の
　届出印鑑・本人確認書類・収入印紙等となります。

ご融資4
口座開設後、ローンカードによりATMからお気軽に
ご利用頂けます。

カードローン 公務員ローン

合格バンザイ ガクワリ君

CARD LOAN

主婦・アルバイト・パートの方もOK！
※専業主婦の方は上限が30万円までとなります

（例）ご返済額
お借入金額10万円以下の場合
毎月返済額2,000円

500万円まで！

年5.0％～年13.5％

最
高

変動金利型

カードローン CARD LOAN

500万円まで！

公務員の方専用カードローン

最
高

お使い道自由

急な出費に備えて安心

公務員ローン

毎月5,000円の定額返済！
当初2年間の金利年4%!

学生の頼れる味方！学生専用カードローン！

卒業旅行やサークル活動、
就職活動など幅広く使える！

インターネットバンキングのお申込とセットで
ATM時間外利用手数料優遇！

合格バンザイ

1,000万円まで！

有担保口の場合、最高3,000万円まで！

最
高

在学中何度でも、ご利用ＯＫ！
(教育ローン専用お借入枠設定型)

卒業まで元金の返済を据え置き可能

住宅ローンのご利用で金利がおトク！

平成29年8月1日現在

カードローン型

～使いすぎに注意。ご利用は計画的に～

全国各地のコンビニATM（ローソンATM、
イーネットATM）からご自由にローンカードを
使ってお借入・ご返済いただけます。

県内最多のATMで
お借入・ご返済が便利ATM

必要なときに、必要な金額だけ窓口・ATM
にてお借入いただけます。また、普段使わない
場合も、急な出費に備えておくと安心です。
使いすぎに注意し、「計画的なご利用」が重要
です。

急な出費に対応！OK!
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■無担保口：1,000万円以内（10万円単位）
■有担保口：3,000万円以内（10万円単位）
※お1人様1口座とします。

■無担保口　当座貸越期間終了後 20年以内
■有担保口　当座貸越期間終了後 25年以内

・10万円以上500万円以内（10万円単位）
・お申込額は原則お客様年間収入の1/2以内となります
・専業主婦の方は上限が30万円までとなります

●預金通帳・預金通帳の届出印鑑
●本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
●収入確認書類（源泉徴収票または給与証明書等）
※ただし、申込金額が100万円以下の場合は不要です。

・100万円以上500万円以内（50万円単位）
・お申込額は原則お客様年間収入の1/2以内となります
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