
いよいよ７月１５日よりスタート 

商工会員事業者向け地域金融機関融資  

 

大阪東信用金庫、成協信用組合、大正銀行、南都銀行、関西アーバン銀行、 

近畿大阪銀行の地域に親しまれれている６つの金融機関が、商工会会員のため

に、 

金利優遇などのメリットを設けたオリジナルの融資制度をご用意いたしました。 

★お申し込みいただける方は 

大阪狭山市商工会を始めとし、 柏原市・河内長野市・藤井寺市・富田林・羽曳野

市・美原町 

の商工会員事業者の方のみ限定です。 

★お申し込み手順をご説明します。 

１ 

金融機関を選択していただきます 

 下記の「取扱金融機関・商品一覧表」をご覧の上、ご希望の金融機関をお選

び 

 下さい。 

↓↓ 

２ 

商工会の『会員証明書』を発行します 

 現在ご加入の商工会にて所定の『会員証明書』を発行致しますので、商工会

まで 

 ご連絡下さい。 

↓↓ 

３ 

融資のお申し込みとなります 

 ご希望の金融機関へ直接お申し込みいただきます。 

 ご希望の金融機関の必要書類、手続きなどをご確認の上、商工会発行の『会員証明書』を

添えて 

 お申し込み下さい。 

◆取扱金融機関・商品一覧表 

 



法人企業・個人企業の会員のご利用 
 

  

金融商品名 

商工会会員支援ローン 

ご利用要件 

①商工会会員歴２年以上で、会費の未納 

  遅延がないこと 

②上記事項が証明できる証明書の交付を 

  商工会より受けられる方 

③当金庫の営業エリア内の方 

④当金庫所定の企業格付けに基づき融資 

  可能な方 

⑤当金庫ビジネスローンの借入のない方 

⑥原則として２年以上同所で同一業種の 

  営業実績があり、確定した決算書もしく 

  は申告書２期分を提出できること 

⑦税金の未納がないこと（証明書等提出） 

資金使途・融資限度額 

運転資金・設備資金 

  （転貸、投機資金を除く） 

２，０００万円以内 

金  利 

２．０％～ 

（審査結果に応じた当庫所定の金利を設定） 

（金庫所定の基準金利に連動して変動） 

返済期間・方法 

５年以内 

元金均等または元金均等割賦返済 

（期限一括返済方式は不可） 

（据置期間６ヶ月） 

担保・保証人 

担保／不要 

保証人／ 

金融商品名 

河内ブロック商工会会員ビジネスローン 

ご利用要件 

①商工会会員歴３年以上で、会費の未納 

  および支払い遅延がないこと 

②当行と融資取引がない方で、当行支店 

  所在地から概ね１㎞以内で営業して 

  いること 

③売上高が原則１０億円以下で、最新決算 

  期において売上減少が前年比１０％ 

  以内であること 

④直近決算で債務超過でないこと、また、 

  繰越損失がないこと 

⑤税金の未納がないこと      等 

資金使途・融資限度額 

運転資金・設備資金 

２，０００万円以内 

 ※運転資金／平均月商の２倍 

   設備資金／平均月商の５倍の範囲内 

金  利 

３．５～６．０％ 

返済期間・方法 

３年以内 

元金均等返済(据置期間なし) 

担保・保証人 

担保／不要 

保証人／法人：代表者 

      個人：１名以上（第三者保証人は不要） 

その他 

●事務取扱手数料 不要 



   法人：代表者  

   個人：１名（配偶者又は事業継承者） 

その他 

●事務取扱手数料 不要 

お申し込み・お問い合せ先 

◆ 法善寺支店 TEL/0729-73-0701 

◆ 柏原支店 TEL/0729-72-3181 

◆ 国分支店 TEL/0729-78-6161 

◆ 古市支店 TEL/0729-56-0485 

◆ 恵我之荘支店 TEL/0729-56-1201 

◆ 河内長野支店 TEL/0721-53-8412 

◆ 道明寺支店 TEL/0729-52-4351 
 

 

お申し込み・お問い合せ先 

 

◆ 千代田支店 TEL/0721-53-5831 

◆ 国分支店 TEL/0729-77-3361 

 

 

 

  
 

 
 

金融商品名 

ビジネスエール Ｒ 

ご利用要件 

①当行の営業エリア内に事業所を有し、 

  業歴３年以上の法人・個人事業主 

  ※個人事業主は青色申告複式簿記（貸借対 

   照表添付）による申告者に限る 

②金融・貸金業およびこれに類似する業 

 種や公序良俗に反する業種でないこと 

③当行の審査基準を満たし且つ、オリッ 

 クス㈱の保証を受けられること 

資金使途・融資限度額 

運転資金・設備資金 

 （ただし、既存借入金の借換資金は除く） 

１００万円以上３，０００万円以内 

  ※１０万円単位 

（当行と借入取引のない方は１，０００万円以内） 

（直近決算時点での平均月商３ヶ月以内） 

金  利 

金 利／１．５７５％以上（変動金利） 

 



     (当行所定の基準により決定) 

保証料／オリックス㈱所定の保証料 

返済期間・方法 

１ヶ月以上５年以内 

元金均等毎月返済 または 

期日一括返済のいずれか 

       （期日一括返済は融資期間６ヶ月以内） 

担保・保証人 

担 保／不要 

保証人／法人：代表者 個人：不要 

 （オリックス㈱の保証が必要）） 

その他 

●原則３営業日で回答 

●融資の際に事務手数料として融資金額の 

 ０．３％とそれに係わる消費税が必要です 

お申し込み・お問い合せ先 

◆ 羽曳野支店 TEL/0729-58-1231 

◆ 河内長野支店 TEL/0721-53-7001 

◆ 南都銀行ビジネスセンター 

 
フリーダイヤル 0120-712-440 

 

 

 

法人企業会員のみのご利用 
 

  

金融商品名 

ビジネシアシストローン 

ご利用要件 

①商工会会員歴１年以上で、申込時点で 

  会費の未納がないこと 

②業歴３年以上であること 

③当行と取引可能なエリアに所在すること 

④最新決算期において債務超過でないこと 

⑤申込時点で税金に未納がないこと 

資金使途・融資限度額 

金融商品名 

新型長期無担保融資 

ご利用要件 

①大阪府中小企業信用保証協会の保証が 

 受けられること 

②２期以上の決算書が提出できること 

  

  

  

資金使途・融資限度額 



運転資金・設備資金 

３，０００万円以内 

 （ただし、月商の２ヶ月以内） 

金  利 

当行所定の金利より０．１２５％優遇 

 （変動金利） 

返済期間・方法 

５年以内 

元金均等返済 

担保・保証人 

担保／不要 

保証人／原則代表者（代表取締役全員） 

      のみ 

その他 

●原則３営業日で回答 

 ただし、新規融資取引先については、３営業 

 日を超える場合があります 

●融資の際に、別途事務手数料５２，５００円が 

 必要です 

お申し込み・お問い合せ先 

◆ 羽曳野支店 TEL/0729-56-0185 

◆ 恵我之荘支店 TEL/0729-55-3811 

◆ 河南支店 TEL/0721-93-5555 

◆ 柏原支店 TEL/0729-71-6571 

◆ 狭山支店 TEL/072-366-3111 

◆ 初芝支店 TEL/072-286-6101 
 

 

運転資金・設備資金 

５，０００万円以内（ただし、条件により 

 最大１億円までの利用が可能） 

金  利 

当行所定の金利より０．１％優遇 

  

返済期間・方法 

１年超７年以内 

１ヶ月毎の均等返済（据置期間６ヶ月以内） 

担保・保証人 

担保／不要 

保証人／代表者、および社内役員・家族等の 

      所得のある方 

その他 

●原則３営業日で回答 

 ただし、新規融資取引先については、３営業 

 日を超えます 

  

  

お申し込み・お問い合せ先 

◆ 東大阪中小企業サポートセンター 

 
TEL/06-6732-1851 

◆ 堺中小企業サポートセンター 

 
TEL/072-221-3431 

◆ 阿倍野中小企業サポートセンター 

 
TEL/06-6621-1517 

 

 

 

 

金融商品名 

せいきょうしんくみビジネスローン 

ご利用要件 

①当組合の営業地域内で組合員資格を 

 有する法人 

②業歴３年以上で、確定した決算書３期 



  分を提出可能であること 

③２期連続赤字(当期利益段階)でないこと 

④お申し込み時点においての税金・社会 

  保険の未納がないこと 

⑤業種が不動産業以外であること 

資金使途・融資限度額 

運転資金・設備資金 

１００万円以上２，０００万円以内 

金  利 

受付時点の長期プライムレート＋α  

（最高１．０％までの上乗せになります） 

長期プライムレート（全国信用協同組合 

連合会）に連動した変動金利です 

返済期間・方法 

 

３年以内 

 

元金均等返済(毎月１７日) 

期日一括返済(期間１年以内) 

のいずれか 

担保・保証人 

担保／不要 

保証人／代表者の連帯保証が必要 

お申し込み・お問い合せ先 

◆ 道明寺支店 TEL/0729-53-4141 

◆ 藤井寺支店 TEL/0729-54-1581 

◆ 河内長野支店 TEL/0721-53-2785 

◆ 富田林支店 TEL/0721-24-2577 
 

 

 

※金融機関により、上記以外のご利用要件、また業歴・会員歴等で別途条件がある場合がありま

す。 

※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承下さい。 
 

 

 


