
種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

地銀 福岡 0.975 1.10 1.15

融資金額：50万円以上1億円以内、本体価格×200%が上限
融資期間：35年以内(1年単位)
金利種類：固定金利型、全期間固定金利型、変動金利型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用、手数料54,000円)
親子リレー、夫婦ペア返済可能

オール電化住宅、ホットメリット住宅は金利優遇
地域限定住宅ローンあり
インターネットからの事前審査あり

地銀 西日本ｼﾃｨ 0.975 1.10 1.15

融資金額：50万円以上1億円以内、本体価格×200%が上限
融資期間：35年以内(1年単位、最長40年)
金利種類：金利選択型、全期間固定型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用、手数料54,000円)

返済期間：最長40年まで選択可能
住み替え、セカンドハウスでの利用可能
金利タイプを自由に選べるミックス型金利の利用可能
インターネットからの事前審査あり

地銀 福岡中央 0.975 0.90 1.15

融資金額：100万円以上6,000万円以内(10万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1か月単位)
金利種類：変動金利型、固定金利特約期間付型(3年、5年、
10年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用、手数料54,000円)
親子リレー返済可能

結婚後3年以内の方、お子様を扶養されている方、オール電
化住宅、ホットメリット住宅、提携自治体により金利優遇あり

地銀 筑邦 0.975 1.10 1.15

融資金額：100万円以上6,000万円以内(10万円単位)
融資期間：35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

オール電化住宅、ホットメリット住宅、九州住宅保証の「住宅
瑕疵保証」、「建設住宅性能評価」を受けた住宅、「ふくおか
型長期優良住宅」は金利優遇あり



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

地銀 十八 0.975 1.00 1.00

融資金額：50万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利型(2年、3年、5年、10年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)
親子リレー、夫婦ペア返済可能

変動金利型、固定金利型を組み合わせて、金利方式を自由
に選択可能
オール電化住宅、ホットメリット住宅は金利優遇

地銀 肥後 0.950 1.05 1.10

融資金額：50万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利期間指定型(3年、5年、10
年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

18才未満の子供が2人以上、親との同居、親の介護、オー
ル電化住宅、熊本県産材を50%以上使用、ホットメリット住
宅、太陽光発電システム設置は金利又は事務手数料を引
き下げ

地銀 百十四 2.725 0.90 1.10

融資金額：50万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：35年以内
金利種類：変動金利型、固定金利型(3年、5年、10年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

オール電化住宅、ホットメリット住宅、太陽光発電住宅、住
宅性能評価対象住宅、公共交通機関・徒歩・自転車等によ
る通勤をされている方、扶養している満22才未満の子供あ
り、満65才以上の親・祖父母との同居で金利優遇あり

信組 福岡県中央 0.975 1.10 1.15

融資金額：1億円以内
融資期間：35年以内
金利種類：変動金利型、固定金利型(3年、5年、10年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

信組 とびうめ 0.975 1.00 1.00

組合員及び加入可能な方
融資金額：100万円以上1億円以内(必要資金の100%まで)
融資期間：35年以内
金利種類：変動金利型、当初固定金利選択型(2年～10年)
返済方法：元金均等・元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

都銀 三菱東京UFJ 0.625 1.30 1.40

融資金額：30万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：2年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動タイプ、固定特約タイプ(1年・2年・3年・5年・7
年・10年・15年・20年)
返済方法：元利均等毎月返済、又は、元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)　最長1年間の元金返済据え置き可能
保証人：不要(保証会社利用)

インターネット利用での一部繰上返済時、手数料無料
女性向け特典で金利優遇あり
家電購入・引越し・ホームセキュリティー・海外、国内旅行
(女性限定)特典あり
インターネットからの事前審査あり

都銀 三井住友 0.625 0.85 1.05

融資金額：100万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：<変動金利型>1年以上35年以内
<固定金利特約型>2年以上35年以内
<超長期固定金利型>10年超35年以内(1か月単位)
金利種類：変動金利型、固定金利特約型(2年・3年・5年・10
年)、超長期固定金利型
返済方法：元利均等毎月返済、又は、元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)
親子、夫婦リレー返済可能

夫婦のどちらかに万一の事があった場合に備えるタイプ、自
然災害時返済一部免除特約付きタイプ等が選べる。
インターネット利用での一部繰上返済手数料が無料
住宅ローンでポイントが付与され預金金利の上乗せ、手数
料無料になるサービスあり
インターネットからの事前審査あり

都銀 りそな 0.600 0.725 0.875

融資金額：50万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型(2年・3年・5年・7
年・10年・15年・20年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)　最長1年
間の元金返済据え置き可能
保証人：不要(保証会社利用)

インターネット利用での一部繰上返済時、手数料無料
マイルや他のカードポイントに移行できるポイント付与、火災
保険料最大20%割引、休日も相談可能



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

都銀 みずほ 0.625 1.05 0.95

融資金額：50万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型(2年・3年・5年・7
年・10年・15年・20年)
返済方法：元利均等毎月返済・元金均等毎月返済　(ボーナ
ス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

ライフイベントに応じて返済額の見直しが可能
インターネットからの事前審査あり

地銀 北九州 1.275 1.10 1.25

融資金額：100万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：1年以上50年以内(6ｹ月単位)
金利種類：変動金利型、固定金利型、双方向金利選択型
(変動、固定3年、固定5年、固定10年)、段階金利型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)
親子リレー返済可能

オール電化住宅、ガス住宅、太陽光発電システム設置住
宅、地中熱利用空調システム設置住宅のいずれかで金利
優遇あり

地銀 西京 1.375 1.10 1.15

融資金額：1億円以内(10万円単位)
融資期間：35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型、段階金利型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

一戸建て、マンション、借入金利タイプ等により、申込時又
は融資実行時のいずれか低い金利を適用

地銀 佐賀 1.070 1.10 1.15

融資金額：100万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、特約期間付固定金利型、全期間固
定金利型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

オール電化住宅、ホットメリット住宅は金利優遇あり
事前審査申込日、本申込日、借入日時点での最も低い金利
を適用
インターネットバンキング利用で、繰上返済手数料無料
各種ローンの金利を優遇
インターネット事前審査受付あり



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

地銀 親和 0.975 1.00 1.00

融資金額：50万円以上1億円以内(本体価格×200%を上限)
融資期間：<変動金利型>1年以上35年以内
<固定金利型>各固定金利期間以上35年以内
<全期間固定金利型>20年、25年、35年かつ各期間内
金利種類：変動金利型、固定金利型、全期間固定金利型
返済方法：元利均等毎月返済　(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)
親子、夫婦リレー返済可能

オール電化住宅、ホットメリット住宅は金利優遇あり
インターネット事前審査受付あり

地銀 大分 0.950 0.95 1.10

融資金額：5,000万円以内
融資期間：35年以内(1年単位)
金利種類：固定金利型、変動金利型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用、手数料54,000円)

オール電化住宅、ホットメリット住宅は金利優遇あり

地銀 豊和 0.950 0.95 1.05

融資金額：200万円以上6,000万円以内
融資期間：2年以上35年以内(最長期間に制約あり)
金利種類：固定・変動選択型、全期間変動型
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

①自己資金10%以上利用
②エコ設備導入あり
③定期・公共債・投信契約10万円以上
④インターネット・バンキング契約
⑤公共料金口座振替2科目以上
⑥「なんでんJQ　SUGOCA」または「ほうわVISAカード」契約
⑦無担保ローン利用
上記項目適用数により金利引優遇あり

地銀 鹿児島 0.950 0.90 1.10

融資金額：100万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：3年以上35年以内(6ヶ月単位)
金利種類：新変動金利型、固定金利選択型
返済方法：元利均等毎月返済、又は、元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

インターネットからの住宅ローン仮申し込みあり
インターネットからの繰上返済手数料無料
事前申込日、本申込日、借入日のいずれか低い金利を適
用
住宅ローン対象住宅が全損となった場合、契約者ごとに見
舞金20万円をお支払い



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

地銀 南日本 0.950 0.90 1.10

融資金額：100万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型(2年・5年・10年)
返済方法：元利均等毎月返済　(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

インターネット・FAXでの事前審査受付あり
エコ住宅に該当、少子高齢化対策支援に該当、かごしま緑
の工務店登録業者の「かごしま木材」を使用して建築する方
は金利優遇あり

地銀 宮崎 0.750 0.90 1.10

「満額快答」
融資金額：100万円以上5,000万円以内(10万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：変動金利型、固定金利選択型(2年・5年・10年・15
年)、固定金利型
返済方法：元利均等毎月返済、又は元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

エコ住宅、扶養する子供が3人以上、カードローン「おまかせ
くん」申込み、「環境貢献型みやざきスギの家」認定住宅、自
己資金20%以上利用の場合は、金利優遇あり
別住宅ローン「住まいるいちばん」あり

信金 福岡 0.900 1.05 1.10

融資金額：50万円以上1億円以内(1万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1年単位)
金利種類：金利選択型/変動金利(6か月毎見直し・2年固
定・3年固定・5年固定・10年固定)
返済方法：元利均等毎月返済、又は元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

エコ住宅、ふくおか型長期優良住宅、住まいの健康診断を
受けた中古住宅の場合は金利優遇あり

信組 福岡ひびき 2.475 1.10 1.15

融資金額：100万円以上1億円以内(1万円単位)
※がん団信付保の場合5,000万円以下
※3大疾病団信の場合、6,000万円以下
※インターネット申込、50万円以上8,000万円以下
融資期間：2年以上35年以内
金利種類：変動金利型、全期間固定金利型、固定金利選択
型(3年・5年・10年)、定期預金金利連動型
返済方法：元利均等毎月返済、又は元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

エコ住宅、18歳以下の子供を2人以上扶養している方は金
利優遇あり
金利ミックス型もあり
インターネットからの仮審査申し込みあり



種類 銀行 変動金利（％） 固定5年（％） 固定10年（％） 内容 ポイント

その他 ろうきん 1.200 1.30 1.45

5,000万円以内(1万円単位)
融資期間：40年以内
金利種類：変動金利型、固定選択型(2年・3年・5年・10年)、
上限金利設定型、全期間固定型
返済方法：元利均等毎月返済、又は元金均等毎月返済
(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

会員、必要資金の15%以上の自己資金、エコ住宅の場合は
金利優遇あり
金利は申込日、借入日のどちらか低い金利を適用
インターネットからの仮審査申し込みあり

その他 イオン銀行 0.570 0.50 0.69

融資金額：200万円以上1億円以内(10万円単位)
融資期間：1年以上35年以内(1ヶ月単位)
金利種類：変動金利型、固定金利特約型(2年・3年・5年・7
年・10年)
返済方法：元利均等毎月返済(ボーナス併用可)
保証人：不要(保証会社利用)

保証会社の保証料無料、一部繰上返済手数料無料、イオン
グループでの買物が専用カード利用で5%OFF、普通預金・
定期預金の金利優遇あり
インターネットからの事前審査あり

その他 商工中金

※銀行ごとにそれぞれ、給与・年金の振込口座指定、公共料金の振り替え等基本的な条件あり
※各金利は金利優遇を最大に適用した後の値


