
【お申込みいただける方】 横浜商工会議所の会員企業　　
【お申込み方法】 ①希望⾦融機関の決定　下記の一覧表より商品内容をご検討の上ご希望の商品を選んで下さい。（複数選択も可）

②会員証明書の請求（会費未納の場合は証明書を発⾏できませんのでご了承下さい）　横浜商工会議所へ電話・FAX・メール等でご請求下さい。
③希望⾦融機関へのお申込み　当所ホームページまたは、ご希望の⾦融機関で必要書類を確認した上で、上記証明書を添えて、各⾦融機関の⼿続きに沿ってお申込み下さい。 平成30年6⽉14⽇ 更新

⾦融機関名 名　称 ご利⽤できる⽅
（利⽤資格は記載以外にもありますのでご注意下さい） ご融資⾦額 ご融資期間 ご返済⽅法 通常利率 ご優遇内容（①⾦利⾯　②保全⾯　③審査期間　） お申込み先／お問合せ先

神奈川銀⾏ かなぎん横浜商工会議所
会員企業向け融資

◆ 当⾏とご融資のお取引のない会員歴３年以上の法⼈である⽅
◆ 業歴３年以上で決算申告書３期分を提出可能な⽅
◆ 直近決算において、債務超過でなく営業利益、経常利益、当期利益の
　　すべてに利益計上しており、繰越損失もない⽅
◆申込時、税⾦の未納がない⽅

1,000万円以内
５年以内
毎⽉元⾦均等分割返済

年３．５％〜４．３％
（変動⾦利）

①⾦利優遇︓０．２５％
②担　  保︓不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈不要（代表取締役（共同代表の場合は全
員）の
連帯保証が必要）
③７営業⽇以内に回答

お申込み先/お問合せ先
（本店）横浜市中区⻑者町9－166
　　　　　　　電話045-261-2641
（⽀店）神奈川県内３１か所
※⽀店は当⾏ホームページをご覧下さい。

かながわ信⽤⾦庫 商工会議所連携ローン２０００

◆業歴２年以上の法⼈である⽅
◆直近決算期において実質的に債務超過でない⽅
◆申し込み時点において税⾦の未納がない⽅

2,000万円以内
但し、直近決算⽉商の２倍以内 ５年以内

年３．０％〜５．８％
（１年以内の返済のみ固定⾦利）

①⾦利優遇︓０．４％
②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈不要（代表取締役全員の連帯保証が必
要）
③審査期間︓原則７営業⽇以内に回答

お申込み先︓かながわ信⽤⾦庫本⽀店
お問合せ先︓かながわ信⽤⾦庫本⽀店または業務部
電話046-821-1709

川崎信⽤⾦庫 「エリアアシスト」

以下の要件をすべて満たす法⼈
◆法⼈設⽴後、同一事業を３年以上営んでいること
◆不動産業・不動産賃貸業でないこと
◆当⾦庫の会員または会員資格を有すること
◆当⾦庫の営業エリア内に主たる事業所があること

1,000万円以内
1,500万円以内3,000万円以内
5,000万円以内
(当⾦庫ｽｺｱﾘﾝｸﾞにより区分)
※直近決算年商の
20％の範囲内

運転５年・設備７年以内
元⾦均等分割返済
融資形態は証書貸付

変動⾦利
当庫変動基準⾦利型︓
年１．８５０％〜
※当⾦庫ｽｺｱﾘﾝｸﾞにより適⽤
⾦利は異なります。ご融資利率につきま
しては、窓口にお問合せください。

実⾏⼿数料︓　　１，０８０円（税込）
　
①⾦利優遇︓なし
②担　  保︓不要
保 証 ⼈︓代表者の連帯保証が必要となる場合があります。

お申込み先︓川崎信⽤⾦庫 本⽀店
お問合せ先︓川崎信⽤⾦庫　業務部
電話044-220-2201

スモールビジネスローン
（旧東京都⺠銀⾏）

◆当⾏と融資取引がない⽅
　または、スモールビジネスローン取扱窓口と取引のある⽅
◆従業員３０名未満の法⼈及び個⼈事業主の⽅
◆設⽴３ヶ⽉以上で売上実績のある⽅
◆⻘⾊申告をされている⽅

100万円以上
1,000万円以内
原則⽉商の範囲内

（10万円単位

原則７⽇以上６か⽉以内
期⽇一括または分割返済

年３．０％〜８．０％
（固定⾦利）

①⾦利優遇︓１．０％
②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈不要
③審査期間︓申込の翌営業⽇(最短)
④⼿ 数 料︓ご融資額、ご融資期間に応じて別途必要となります。
　　　　　（例）ご融資⾦額１００万円、ご融資期間９０⽇で
一括返済の場合･･･１４，４７２円（税込み）

お申込み先︓
お申込みにはご予約が必要となります。
事前に下記の問合せ先までご連絡ください。
お問合せ先︓ビジネスセンター
電話0120-8-55919

バリューアップローン
（旧⼋千代銀⾏）

以下の条件を満たす法⼈
◆年商３０億円未満であること。
◆当⾏所定の審査に基づく一定の条件を満たす法⼈。
◆業種によってはお取扱いできない場合があります。
※旧⼋千代銀⾏の店舗のみのお取り扱いとなります。
※旧新銀⾏東京と旧東京都⺠銀⾏で、ご融資の取引のある⽅はご利⽤できません。

5,000万円以内

５年以内
※期⽇一時払の場合は、１年以
内となります。

ご融資利率につきましては、窓口にお問
合せください。

①⾦利優遇︓０．３％
②担　　保︓必要となる場合がございますので、詳しくは、融資窓口または
担当者にお問い合せください。
保 証 ⼈︓融資窓口または担当者にお問い合せください。

お申込み先︓きらぼし銀⾏新宿本店営業部、
　　　　　　　　 きらぼし銀⾏旧⼋千代銀⾏各⽀店
お問合せ先︓同上

商工中⾦ 商工会議所連携ローン

◆会員歴3年以上の法⼈限定　◆業歴を3年以上有する⽅
◆商工中⾦から本「連携ローン」以外の借⼊がないこと
◆ 既往の取引⾦融からの借⼊につき延滞または延滞緩和等の条件変更がないこと
◆ 貸⾦業、公序良俗に反する事業を営んでいないこと
◆決算において2期以上の連続経常赤字、債務超過などの⽅については、ご希望にお
応えできないこともあります。
◆商工中⾦に出資していただいている中⼩企業団体（事業協同
　組合等）に加⼊されていることが必要です

3,000万円以内
（100万円単位）

ただし、直近決算における平均⽉商額
以内

3年以内
・元⾦均等分割償還
＜⽉賦⽅式、利息前払い＞
・据置期間なし、ただし特に必要な
場合は6ヶ⽉

借⼊期間1年未満
短期プライムレート＋α（変動⾦利）
借⼊期間1年以上
⻑期プライムレート＋α（固定⾦利⼜は
変動⾦
利）
平成17年7⽉19⽇現在の上限利率は
5.6％です）

①⾦利優遇︓０．１％（⽇本税理⼠会連合会所定の中⼩企業会計
基準チェックリストがあれば0.3％優遇します＜リストは当⾦庫、顧問税理
⼠へ＞

②担　　保︓不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈は不要（原則代表者1名の連帯保証が必
要）

お申込み先︓商工中⾦　横浜⽀店
　　　　　　　　　　電話045－201－3952
お問合せ先︓　　同　　　上

湘南信⽤⾦庫 横浜商工会議所連携サポートローン

◆商工会議所会員の法⼈、個⼈事業者
◆業歴1年以上の法⼈、個⼈事業者
◆原則として融資実⾏店の営業範囲内に事業所があること
◆債務超過でないこと
◆税⾦の未納が無いこと
※別途、所定の審査があります

1,000万円以内

最⻑7年
・元利または元⾦均等割賦返済
（据置は不可）

年2.30％〜4.10％
（固定⾦利）

①⾦利優遇︓無し

②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈は不要（法⼈の場合は代表者、個⼈の場合
は家族等共同経営者の連帯保証が必要）

お申込み先︓湘南信⽤⾦庫横浜市内各⽀店
　
お問合せ先︓湘南信⽤⾦庫中⼩企業融資相談センター
電話（フリーダイヤル0120―415ー567）

⼤光銀⾏ たいこうビジネスローン
「ビジ活」

◆返済原資が明確な⽅
◆業歴が２年以上の⽅
◆⻘⾊申告の⽅（⽩⾊申告の⽅はご利⽤いただけません）
◆直近決算申告書で債務超過でない⽅

500万円以内
３年以内
元⾦均等毎⽉返済

年２.７％〜
（固定⾦利）

①⾦利優遇︓０．１％
②担　　保︓不要
保 証 ⼈︓法⼈-代表者　個⼈-事業後継者または配偶者
③新規先については融資可否の所⽤⽇数10⽇程度

お申込み先/お問合せ先
⼤光銀⾏横浜⽀店　　電話045-662-8621

きらぼし銀⾏

横浜商工会議所　連携融資のご案内



新規事業所ローン「ニュービガ―」

◆当⾏とご融資のお取引のない法⼈企業で、同一事業を３年以上営んでいること。
◆商工会議所会員歴３年以上の⽅
◆直近の決算が２期連続経常赤字でなく、かつ、実質債務超過でないこと。
◆法⼈または連帯保証⼈のいずれかの⽅が不動産を所有していること。
◆その他所定審査があります。

5,000万円以内

5年以内
（融資期間が６ヶ⽉以内の場合は
期⽇一括返済も取扱い可能）

ご融資利率につきましては、窓口にお問
合せください。
（最優遇⾦利0.975％以上〜）

①⾦利優遇︓適⽤⾦利から０．２５％

②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓法⼈の代表者（共同代表の場合は共同代表者全員）

③⼿ 数 料︓無料（通常⼿数料３２，４００円）

事業所ローン「スーパービガ―」

◆法⼈企業で同一事業を３年以上営んでいること。
◆商工会議所会員歴３年以上の⽅
◆直近の決算が２期連続経常赤字でなく、かつ、実質債務超過でないこと。
◆法⼈または連帯保証⼈のいずれかの⽅が不動産を所有されていること。（新規融資
の場合）
◆その他所定審査があります。

1億円以内

5年以内
（融資期間が６ヶ⽉以内の場合は
期⽇一括返済も取扱い可能）

ご融資利率につきましては、窓口にお問
合せください。
（最優遇⾦利1.150％以上〜）

①⾦利優遇︓適⽤⾦利から０．２５％

②担　　保︓原則不要
　保 証 ⼈︓法⼈の代表者（共同代表の場合は共同代表者全員）
③⼿ 数 料︓なし

三菱UFJ銀⾏ メンバーズビジネスローン「融活⼒」

下記事項全てに該当する法⼈のお客さま
◆業歴２年以上で確定した決算書２期分を提出可能なこと
◆最新の決算期において債務超過でない⽅
◆お申込時点で税⾦の未納がない⽅
◆当⾏の最寄の受付窓口にご来店が可能なこと

5,000万円以内

最⻑３年まで
（当⾏とのご融資のお取引が１年
以上のお客様は５年以内）

年２.１％〜９.０％
（変動⾦利）

①⾦利優遇︓０．２５％
②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓第三者保証⼈不要（代表取締役の連帯保証が必要）
③⼿ 数 料︓無料

お申込み先︓お取引店、もしくはお近くの店頭窓口（一部
の店舗ではお取扱いできない場合がございます）
お問合せ先︓三菱UFJ銀⾏　　ビジネスローン部
電話0120-250-587

横浜銀⾏ 〈はまぎん〉スーパービジネスローン

以下のすべての要件を満たす法⼈
◆売上高１０億円以下の中⼩企業であること
◆業歴２年以上かつ直近２期以上の確定申告を継続完了していること
◆利⽤している⾦融機関からのお借り⼊れの延滞および税⾦の滞納のないこと
◆⾦融保険業、不動産業、パチンコホールのいずれでもないこと
◆会社法上の会社であること（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例
有限会社）

5,000万円以内
(100万円以上
10万円単位)

期⽇一括返済︓３か⽉以上
　　　　　 　　　　　１年以内
元⾦均等返済︓５年以内
※当⾏から初めてお借り⼊れされる
場合は３年以内
※期間１年超の場合は据置期間
６か⽉以内で設定可能

固定⾦利︓年２．７５％〜
変動⾦利︓年２．９５％〜

平成30年3⽉1⽇現在

①⾦利差し引き幅︓０．２５％
②担　　保︓原則不要
　保 証 ⼈︓必要に応じて代表者の⽅
③繰上返済⼿数料︓３２，４００円（税込み）
※以下の場合は、繰上返済⼿数料はかかりません。
・お借り⼊れから１年未満で繰上返済をおこなう場合
・繰上返済時のお借り⼊れ残存期間が１年未満の場合
・繰上返済前のお借り⼊残高が４００万円未満の場合

お申込み先︓
横浜銀⾏　融資取扱店の窓口

お問い合わせ先︓
横浜銀⾏　ビジネスローンプラザ
　　　電　話　0120-76-4580

横浜信⽤⾦庫 《よこしん》ビジネスローン｢ビジパワー｣ ◆当⾦庫所定の条件を満たす⽅ 1億円以内
運転・設備ともに7年以内
｢利息先取り｣元⾦均等分割返済

年２.５７５％〜年４.５７５％
（変動⾦利）

①⾦利優遇︓０．２％
②担　　保︓原則不要
保 証 ⼈︓必要（場合によっては第三者保証⼈が必要）
③審査期間︓７営業⽇以内に審査結果を回答

お申込み先/お問合せ先
《よこしん》各営業店
営業店は当庫ホームページをご覧ください。

  ★各⾦融機関融資商品は内容・条件等変更が⽣じる場合がございます。

お申込み先︓東⽇本銀⾏各融資取扱店の窓口
　

お問合せ先︓インフォメーションセンター

電話（フリーダイヤル）0120－600185

東⽇本銀⾏


