
個人ローン商品のご案内
フリーローン“チョイス”

夢 い っ ぱ い の 未 来 へ ぜ ひ ご 利 用 く だ さ い！

裏面もご覧下さい➡

融資金利
長期プライムレート

＋0.5％

住宅ローン特別金利キャンペーン概要
融資金利：長期プライムレート＋0.5％（※但し、融資金利は年2回見直し方式の変動金利といたします。）
　　　　 ◎保証料及び団体信用生命保険料の負担はございません。

融資金額：100万円以上4,000万円以下（10万円単位）
取 扱 枠：10億円（※取扱枠に達し次第、締め切らせていただきます。）
※その他、商品の詳しい内容については、裏面のお取引店の営業担当者または窓口へ
　お問合せください。

カーライフローン 3.0%
（通常金利3.9%）

スペシャル
金 利 3.5%

プレミアム
金 利

当組合ホームページよりお申し込みできます。

（2022年4月1日から2023年3月31日）

Web申込限定金利として
決定金利より△0.2％優遇いたします。

●カーライフローン、リフォームローン、
　リフォームローン・ワイドの

　最優遇金利 2.8％
●フリーローン“チョイス”の

　最優遇金利 2.8％

Web申込対応商品 Web申込金利優遇
キャンペーン展開中！

リフォームローン

リフォームローン・
ワイド

目的ローン

※融資金利は、スペシャル金利またはプレミアム金利または通常金利の3段階審査となります。
※融資金利は再保証会社（㈱）オリエントコーポレーション）の審査により決定されます。

3.0%、5.0％、7.0％、10.0％、14.0％の5段階審査（※但し、保証料を含みます。)
※再保証会社（株式会社オリエントコーポレーション）が、お客様の信用力に応じて段階審査を行い、低い金利から優先的に適用して融資金利が決定されます。
※融資金額500万円超かつ保証会社が必要と認めた場合は、資金使途確認資料等が必要となります。

3.0%
（通常金利3.9%）

スペシャル
金 利 3.5%

プレミアム
金 利

3.0%
（通常金利3.9%）

スペシャル
金 利 3.5%

プレミアム
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3.5%
（通常金利5.5%）

スペシャル
金 利 4.5%

プレミアム
金 利

大阪市西成区長橋1-2-1 TEL（06）6636-6514
https://www.mire.co.jp/
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Web申込対応商品
（インターネットでお申し込み）

当組合ホームページ
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5 段 階 の 融 資 金 利を適 用

5%3% 7% 10% 14%

海外留学資金が

不足している…

旅行代金・結婚

資金が不足…

大型テレビを

買いたい…



本店営業部

ミレ信用組合
〒530-0047 大阪市北区西天満1-7-20 1F
☎（06）6362-1040 生 野 支 店 〒544-0031 大阪市生野区鶴橋3-4-1

☎（06）6717-0501 なんば支店 〒542-0076 大阪市中央区難波3-7-12 5F
☎（06）6632-3801

東大阪支店 〒577-0843 東大阪市荒川1-16-19
☎（06）6722-1524 寝屋川支店 〒572-0831 寝屋川市豊野町3-5

☎（072）823-9451 南大阪支店 〒593-8324 堺市西区鳳東町5-451-1
☎（072）275-1666

和歌山支店 〒640-8343 和歌山市吉田741
☎（073）422-8147 八 尾 支 店 〒581-0065 八尾市亀井町2-7-14

☎（072）925-2777 巽 支 店 〒544-0014 大阪市生野区巽東2-9-19
☎（06）6757-8777

商品名 対象顧客
①融資金額
②融資期間
③融資金利

資金使途 必要書類 連帯保証人

住宅ローン 完済時年齢は満75歳
以下である者

①100万円以上
　4,000万円以下
②35年以内
③組合基準金利
※当組合へお尋ねください

自己居住を目的とする
ための不動産の取得
または建替え並びに増
改築に要する資金

●所得証明書
●同居 親 族に係る外

国人 登録 原 票記 載
事 項 証 明 書または
住民登録票

所得合算者
※取得物件に対して1番順位
の抵当権設定が条件

◆リフォームローン

満20才以上で完済時
年齢が76才未満の安
定、継続した収入を見
込める者
尚、資金使途が借換の
場合は、直近6ヶ月以
内に延滞がない者

①10万円以上
　1,000万円以下
②15年以内
③年3.9％・3.5％・
　3.0％の3段階審査
（保証料込み）注2）

①リフォーム関連資金
　増改築・修繕等資金、電

化対応等資金、エコ給
湯対応等資金、バリア
フリー対応等資金等々

②金融機関のリフォーム資
金に関するローンおよび
住宅ローンの借換資金

　但し、店舗 改装 等のリ
フォーム資金の借換は
除く。

③ 住宅購入に伴う諸費
用及び住宅購入関連
資金の一部

　登記費用、引越費用、
仲介手数料、その他保
証会社が妥当と認め
たもの

④家屋解体に要する資金
　但し、転売目的、事業性

用途として使用してい
る建物の解体は除く。

●本人確認資料
●所得証明書
●見積書写しまたは契

約書写し
※融資金額101万円以上の場
合は、所得証明書及び登記
簿謄本が必要

※家屋解体に要する資金の場
合は融資金額問わず建物謄
本等が必要

原則不要
但し、保証会社が必要と認
めた場合または500万円超
の取扱いで以下のいずれか
の場合には連帯保証人を徴
求する。

①対象物件が共有名義の
　場合の共有者
②所得合算を行う場合の
　合算者

◆リフォームローン・
　ワイド

◆フリーローン
“チョイス”

満20歳以上で完済時
年齢が81歳未満の安
定・継続した収入の見
込める者

①10万円以上
　1,000万円以下
（主婦・アルバイトの方は30万
円以下）

②10年以内
③年3.0％・5.0％・
　7.0％・10.0％・
　14.0％
　の5段階審査
（保証料込み）注2）

フリー
※但し、事業性資金は除く

●本人確認資料
（運転免許証写し、健康保険
証写し、写真付住民基本台帳
カード写し、パスポート写し、
印鑑証明書等）
※融資金額301万円以上の場
合は、所得証明書が必要

原則不要

◆カーライフローン

満20歳以上で完済時
年齢が76歳未満の安
定・継続した収入の見
込める者

①10万円以上
　1,000万円以下
②10年以内
③年3.9％・3.5％・
　3.0％の3段階審査
（保証料込み）注2）

①車両の購入資金等
②上記車両の修理、車

検費用および用品購
入資金等

③運転免許証取得資金
④ 他 金融 機 関のマイ

カー購入資金に関す
るローンの借換資金

●本人確認資料
●見積書・契約書等の

写し
※借換の場合は、借入先、資金
使途、直近6ヶ月間正常であ
ることを証明するもの等

※融資金額501万円以上の場
合は、所得証明書が必要

原則不要

◆目的ローン

満20歳以上で完済時
年齢が76歳未満の安
定・継続した収入の見
込める者
（主婦、アルバイトも可）

①10万円以上
　1,000万円以下
（主婦・パート・アルバイトの方
は30万円以下）

②10年以内
③�年5.5％・4.5％・�
3.5％の3段階審査
（保証料込）注2）

①「自動車関連資金プラ
ン」「教育関連資金プ
ラン」「リフォーム関連
資金プラン」以外の資
金使途が明確なもの。

②他金融機関の上記①
の資金に関するローン
の借換資金。但し、事
業性は除く。
※なお、支払済み資金（３ヵ月
以内）も可とする。

●見積書・注文書・売
買契約書・入学金納
付書等の写し

●支払済み資金の場合
は、発行3ヵ月以内
の領収書及びその内
訳が分かる明細等

※融資金額101万円以上の場
合は、所得証明書が必要

原則不要

（2022年4月1日現在）※ご利用いただける方は、当組合の営業区域内（大阪府、和歌山県、奈良県）にお住まいか、お勤めの方に限ります。
◎住宅ローンの融資形態は証書貸付にて、返済方法は元金均等返済または元利金均等返済にて取扱いいたします。
◎住宅ローン以外の商品の融資形態は証書貸付にて、返済方法は元利金均等返済にて取扱いいたします。（一部商品はボーナス併用返済も可）
注1） 商品名の頭に◆印表示がある商品は、全国しんくみ保証㈱及び㈱オリエントコーポレーションの保証を受けていただきます。
注2） 審査により適用金利と融資金額等が決定されます。
注3） 各商品の詳しい内容については、お取引店の営業担当者または窓口へお問合せください。
注4） ご融資金利は金融情勢等により変動する場合がございます。
注5） ご相談の結果、ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。
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