平成２８年１２月２６日
各位
株式会社 第四銀行

「糸魚川市駅北大火」に係るご相談窓口の設置ならびに緊急特別融資の新設について
株式会社 第四銀行（頭取：並木 富士雄）では、
「糸魚川市駅北大火」で被災された皆さまのご相談
にお応えするため、当行本支店、ローンセンター、コンサルティングプラザにおいて「糸魚川市駅北大
火関連ご融資相談窓口」を設置するとともに、
「緊急特別融資」の取り扱いを開始いたしましたので、
お知らせいたします。復旧や経営維持に必要な資金、返済条件の見直し等のご相談に応じておりますの
で最寄りの窓口へご相談ください。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
記
１．「糸魚川市駅北大火関連ご融資相談窓口」の設置
・当行本支店、ローンセンター、コンサルティングプラザに「糸魚川市駅北大火関連ご融資相談窓口」
を設置いたします（店舗によっては、他店へお取り次ぎさせていただく場合がございます）。
（１） ご相談内容
・糸魚川市駅北大火による災害復旧資金等のご相談
（２） 対象のお客さま
・糸魚川市駅北大火で被害を受けられた個人および事業者のお客さま
（３） 設置場所
・全店
・各ローンセンター、長岡コンサルティングプラザ、上越コンサルティングプラザ
（４）設置日
・平成２８年１２月２６日（月）

２． 個人のお客さま向けの制度融資内容（「罹災証明」のご提出は不要です）
（１）住宅ローン
商品名
お申し込みいただ
けるかた
ご融資金額

住宅ローンＤＪ２１（糸魚川市駅北大火緊急特別融資）
糸魚川市駅北大火の影響により住宅や家財に被害を受けた方、または被害を受
けた物件の所有者の親族のかた
100 万円以上１億円以内（1 万円単位）
・糸魚川市駅北大火により罹災した家屋の大型補修・建替え

お使いみち

・被災に起因する不動産の取得資金
・上記に伴う住宅関連諸費用

ご融資期間

2 年以上 35 年以内（借入時から１年以内の元金返済据置が可能）
保証料前払型の場合、下記の融資利率となります。
＜12 月適用金利＞
変

ご融資利率
※金利は毎月見直
しいたします

動 金 利 型 ：0.825％

3 年固定金利選択型：0.850％
5 年固定金利選択型：0.950％
10 年固定金利選択型：1.050％
15 年固定金利選択型：1.450％
20 年固定金利選択型：1.750％
※固定金利選択型の場合、当初固定金利期間終了後は基準金利から
一律 1.0％引下げした金利を適用いたします。

担保

第四信用保証株式会社がご融資対象物件に原則第一順位の抵当権を設定さ
せていただきます
原則不要。第四信用保証株式会社の保証をご利用いただきます。

保証人

※別途保証人が必要となる場合があります。また、担保提供者は連帯保証
人とさせていただきます。
前払型／後払型

保証料

前払型…ご融資実行時に一括してお支払いいただきます
（保証料率:0.2％）
。
後払型…保証料は金利に含まれます。

手数料

事務取扱手数料を不要といたします。

取扱店

全店（出張所を除きます）

取扱期間

平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 12 月 29 日（金）

（２）リフォームローン
商品名
お申し込みいただ
けるかた
ご融資金額
お使いみち
ご融資期間

リフォームローン２１（糸魚川市駅北大火緊急特別融資）
糸魚川市駅北大火の影響により住宅や家財に被害を受けたかた、または被害を
受けた物件の所有者の親族のかた
800 万円以内（1 万円単位）
・糸魚川市駅北大火により罹災した家屋の修繕・家財の買換え・補修等
・上記に伴う住宅関連諸費用
1 年以上 15 年以内
＜12 月適用金利＞

ご融資利率

変

動 金 利 型 ：2.100％

※金利は毎月見直

3 年固定金利選択型 ：1.425％

し致します。

5 年固定金利選択型 ：1.475％
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担保・保証人
取扱店
取扱期間

年固定金利選択型：1.775％

原則不要。第四信用保証株式会社の保証をご利用いただきます。
※別途保証人が必要となる場合があります。
全店（出張所を除きます）
平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 12 月 29 日（金）

（３）マイカーローン
商品名
お申し込みいただ
けるかた
ご融資金額
お使いみち

マイカーローン（糸魚川市駅北大火緊急特別融資）
糸魚川市駅北大火の被災者のかた
1,000 万円以内（1 万円単位）
糸魚川市駅北大火により罹災した車の買い替え・修理等自動車に関する一
切の費用（営業車を除く）

ご融資期間

6 ヵ月 10 年以内

ご融資利率

変動金利 1.9000％

担保・保証人
取扱店
取扱期間

原則不要。第四ジェーシービーカード株式会社の保証をご利用いただきま
す。※別途保証人が必要となる場合があります。
全店（出張所を除きます）
平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 12 月 29 日（金）

（４）フリーローン
商品名
お申し込みいただ
けるかた

フリーダム（糸魚川市駅北大火緊急特別融資）
糸魚川市駅北大火の被災者のかた

ご融資金額

500 万円以内（1 万円単位）

お使いみち

資金使途自由（事業資金は除きます）

ご融資期間

7 年以内

ご融資利率

固定金利 2.700％

担保・保証人
取扱店
取扱期間

原則不要。第四ジェーシービーカード株式会社の保証をご利用いただきま
す。※別途保証人が必要となる場合があります。
全店（出張所を除きます）
平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 12 月 29 日（金）

３． 法人・個人事業主の皆さま向けの制度融資内容（
「罹災証明」のご提出は不要です）
商品名
お申し込みいただ
けるかた

糸魚川市駅北大火緊急特別融資
糸魚川市駅北大火の影響により資金繰り等に影響を受けている法人・個人事業
主（罹災証明は不要）

ご融資金額

1 取引先あたり 1 億円以内

お使いみち

運転資金・設備資金

ご融資期間

10 年以内（据置 1 年以内を含む）
融資期間

ご融資利率

取扱店
取扱期間

通常の場合

保証協会付の場合

3 年以内

1.300%以上

1.175%以上

3 年超 7 年以内

1.500%以上

1.375%以上

7 年超 10 年以内

1.700%以上

1.575%以上

全店（出張所を除きます）
平成 28 年 12 月 26 日（月）～平成 29 年 12 月 29 日（金）
以

上

