
平成３０年７月２日 

 

お客さま各位 

 

株式会社十六銀行 

 

ローン取引にかかる手数料改定のお知らせ 

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申しあげます。 

株式会社十六銀行は、ローン取引にかかる手数料を下記のとおり改定させていただくことといたしま

したので、お知らせいたします。 

当行では、今後もお客さまにご満足いただけるサービスの充実に努めてまいりますので、何卒ご理解

を賜りますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

１． 手数料の改定 

（１）住宅ローン一部繰上返済手数料 

  ○変動金利選択中・超長期固定金利ご利用中                （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

繰上返済元金 手数料 
30 万円以上 無料 

30万円 
未満 

最終返済期限繰上方式 3,240 円 
返済額再計算方式 5,400 円 

 

 
繰上返済元金 手数料 

繰上返済元金に関わらず一律 6,480 円 
 
 
 

 

  ○固定金利選択中                            （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

繰上返済元金 手数料 
30 万円以上 無料 
30 万円未満 5,400 円 

 

 
繰上返済元金 手数料 

繰上返済元金に関わらず一律 6,480 円 
 
 

 

  ※個人インターネットバンキング経由の場合は繰上返済元金に関わらず、一律無料 

  

 

 

 

 

 

 

 



（２）住宅ローン期前完済手数料 

  ○変動金利選択中・超長期固定金利ご利用中                （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

借入経過年数 手数料 
3 年以内 10,800 円 

3 年超 5 年以内 7,560 円 
5 年超 7 年以内 5,400 円 
7 年超 10 年以内 3,240 円 

10 年超 無料 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 
 

 

  ○固定金利選択中                            （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 5,400 円 

100 万円以上 1,000 万円未満 32,400 円 
1,000 万円以上 54,000 円 

 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万円以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 

 

 

（３）住宅ローン以外の有担保ローン一部繰上返済手数料 

 ○変動金利選択中                             （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

返済方法 手数料 
最終返済期限繰上方式 3,240 円 
返済額再計算方式 5,400 円 

 
 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 

 

  ○固定金利選択中                            （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 5,400 円 

100 万円以上 1,000 万円未満 32,400 円 
1,000 万円以上 54,000 円 

 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万円以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 

 

 

 

 

 

 

 



（４）住宅ローン以外の有担保ローン期前完済手数料 

  ○変動金利選択中                            （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

借入経過年数 手数料 
3 年以内 10,800 円 

3 年超 5 年以内 7,560 円 
5 年超 7 年以内 5,400 円 
7 年超 10 年以内 3,240 円 

10 年超 無料 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 
 

 

  ○固定金利選択中                            （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 
 

繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 5,400 円 

100 万円以上 1,000 万円未満 32,400 円 
1,000 万円以上 54,000 円 

 
 

 
繰上返済元金 手数料 
100 万円未満 6,480 円 

100 万円以上 500 万円未満 32,400 円 
500 万円以上 1,000 万円未満 43,200 円 

1,000 万円以上 54,000 円 
 

 

 

（５）無担保消費者ローン一部繰上・期前完済手数料 

  ○一部繰上返済・期前完済                        （消費税込） 

＜改定前＞ ＜改定後＞ 

手数料なし 

 
繰上返済元金 手数料 

繰上返済元金に関わらず一律 6,480 円 
※お借入残高 1 百万円未満または当初お借入日から繰上返

済日までの期間が 1年以内の場合は無料 

 

 

 

（６）債務引受手数料（個人ローン）                     （消費税込） 

手数料対象取引 ＜改定前＞ ＜改定後＞ 

個人ローンにおける債務者の変更 
5 ,400 円  

※条件変更手数料として徴収  

32,400 円  
※ご契約 1 件あたり  

※有担保個人ローンにかかる債務引受実施時に申し受けます。 

 

２． 改定日 

平成３０年１０月１日（月） 

※債務引受手数料（個人ローン）は、１０月１日以降のローン条件変更申込書受付分より対象となり 

ます。 

 

ご不明な点は、お取引店舗または、お近くの当行窓口までお問い合わせください。 

以 上 


