
4,545円
軽減

818,100円
軽減

●お借入金額 ・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
●残りの返済期間 ・・・・・・15年
●返済方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・元利均等返済
●金利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年0.99％
●毎月返済額 ・・・・・・・・・・・・・・59,805円
●15年間の総返済額 ・・・10,764,900円

●現在の残高 ・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
●残りの返済期間 ・・・・・・15年
●返済方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・元利均等返済
●金利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年2.0％
●毎月返済額 ・・・・・・・・・・・・・・64,350円
●15年間の総返済額 ・・・11,583,000円

《金利適用期間》 2019年10月1日（火）～2020年3月31日（火）

0.99
店頭金利 年3●30％

「JA三原とのお取引は初めて」というお客様もお気軽にご相談ください。

●詳しくはローンセンター、お近くのJA三原窓口、またはJA三原のホームページでご確認ください。

2019年10月1日（火）現在

三 原 西 支 店
三 原 支 店
幸 崎 支 店
本郷中央支店

☎0848-66-0246
☎0848-63-3163
☎0848-69-1221
☎0848-86-2514

久井中央支店
竹 原 支 店
せ と だ 支 店

☎0847-32-7115
☎0846-22-0432
☎0845-27-2290

ローンセンター 0120-993-500
0848-63-3455

三原※水曜・土曜・祝日および年末年始は休業となります。営業時間/8：30～17：00
☎

http://www.jamihara.or.jp/

(ローンセンターは日曜日も営業しております)

当初15年間の金利

15

15年間の総返済額

借換のご提案
JA三大疾病保障付住宅ローンJA三大疾病保障付住宅ローン

グッドライフ応援団「JAローン」

借換専用

固定金利（3年・5年・10年）を 選択される都度その時点の店頭金利より ※ご返済の滞りなどが生じている場合には、固定金利を再選択することは
　できず、本金利プランの適用を受けることができません。

年1.3％引き下げ！

上記は例に基づく概算ですので参考としてお考えください。 上記の例（期間15年で1,000万円お借入の場合）では別途融資実行手数料最大33,000円、保証料約117,000円
（保証料年0.15%の場合）および登記費用等諸費用として約120,000円が必要となります。金利のご選択や金融情勢等によっては必ずしも有利にならない場合もあります。

●ご融資対象物件（建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします）に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。●一部繰上返済無料。ただし、全額繰上
返済、返済条件を変更する場合は別途所定の手数料がかかる場合があります。●詳細につきましては、店頭に「説明書」をご用意し、また返済額の試算を承っております。

●上記の適用金利は、固定・変動金利選択型の当初固定金利期間のみに適用します。 ●上記「本金利プラン適用条件」を必ずお読みください。 
●当初固定期間終了後は、15年固定金利を選択することはできません。●金融情勢等が変動した場合は、上記期間中であっても、適用金利を見直しさせていただく場合があります。
●店頭金利は2019年10月1日（火）現在のもので、金利は毎月見直します。 ●お借入期間：3年以上35年以内（1ヵ月単位）ただし、現在借入中の住宅ローンの残存期間内
とします。●お借入金額：10万円以上5000万円以内（1万円単位）●一括払い、分割払いのいずれかの方法により年0.15%から年0.25%の保証料をお支払いいただきます。 

しんきん教育ローン
入学金・授業料、下宿費用や借換にも ! お子さまの未来をサポート !

ご融資期間

3ヵ月以上16年以内
（元金返済据置期間は卒業予定月まで）

その他

当金庫ホームページから
仮審査申込が可能です

詳しくは、お近くのしまなみ信用金庫窓口

または渉外担当者へお問い合わせ下さい

1,000万円以内
ご融資限度額

しんきん教育ローン

2.5
3.7

しんきん教育ローン リピートプラン
【ご融資利率 /当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

【ご融資利率 /上記以外の方】
2.25
3.45

【ご融資利率 /上記以外の方】

【ご融資利率 /当金庫会員の方または当金庫で給与振込を受けられている方】

※上記融資利率に保証料が含まれています

年 %

%

%

%年

年

年
（令和元年10月25日現在）

ヘルパーさん募集

2020年度新卒募集中
介護・保育・相談員
事務・機能訓練員

初めての方・久しぶりの方も安心してください。
責任者や先輩が同行します。

サービス提供責任者候補
月額¥200,000~(各種手当含）※別途交通費支給
休日：当社規定による
待遇：有給休暇・各種手当・各種保険完備

登録ヘルパー
ご自宅での訪問介護業務
身体介護業務：時給¥1,500
生活介護業務：   時給¥1,200
※別途交通費支給

休日：シフト制　
日数・時間相談してください

担当　苅元まで
地域支援室インスタグラム

taiseikai_chiikishienshitsu

資料のご請求・求人に関するお問い合わせ

ロゴマーク
ブランディング
看板・サイン

店舗のトータル設計
オフィスのトータル設計
住宅の新築・リフォーム

まごころ価格・まごころスタッフ

Tポイント
貯まります！ 0120-3310-55

受付時間 /8:30~17:30 ささっと ゴーゴー

不要品回収 ハウスクリーニング

遺品整理

解　体 外構・エクステリア

買　取

見積り無料です！
お問い合わせのお電話お待ちしております！

片付け堂　三原 検索

家に関する” 困った” を解決するために豊富な
サービスメニューをそろえた全国統一サービス
です。お気軽にお問合せください。

年間1.000件をこえるリフォーム実績の広島県地域密着の住宅会社

初めての三原日和登場です、少し自己紹介をお願いします

　はい、山根木材は創業以来、広島の地で累積1万棟を超え
る住まいを供給してきました。
お客様に安心して永く住み継いでいただける「暮らしやすく
高品質な家」を、もっと広島の地に根付かせたい。そんな思
いから、「家は、風土。」というブランドコンセプトをベー
スに、「広島で永く住み継がれる家づくり」を目指していま
す。私はそのグループで山根木材リモデリング株式会社に所
属する初瀬慎之介と言います。三原の町を担当して、リフォ
ームのご提案をさせていただいております。

リフォームもされているんですね

　弊社は木材の加工と地域密着型住宅会社なので、メーカー
のイメージが強いかもしれませんが、長年お客様としっかり
と向き合っているおかげで県内で年間1.000件をこえるリフ
ォームのご依頼を受けさせていただいています。網戸の貼り替
えからお家のほとんどをやり替える工事までさまざまです。

山 根 木 材
『こんにちは、山根木材リモデリング株式会社です』

50 歳からの住活って
じゅう かつ

ご存じですか？

山根木材リモデリング株式会社
東広島営業所
リフォームプランナー 住空間収納プランナー

初瀬 慎之介 です

リフォームで大切にしていることは

　山根木材は新築、リフォーム数が県内最大級の実績があり
ます。そのおかげで多種にわたるノウハウの蓄積があります
ので、どなたにも満足のいけるご提案が出来るかと。私的に
は超高齢化社会になっても「楽しく、快適に」明日は家で何
をして楽しもうかとワクワクできる50歳をむかえてからの
リフォーム計画をお客様と一緒に築き上げていきたいです。

是非お気軽に立ち寄ってください !

くわしくは山根木材のリフォームホームページ

検 索山根木材　リフォーム

中央図書館

賀茂自動車学校

フレスタ

フジグラン
東広島

ドラッグ
コスモス

東広島ハウジングフェア
展示場内

3752

195

486山根木材リモデリング株式会社
東広島市西条中央3-23-28
広島テレビハウジングフェアー内
082-422-9930
火・水曜日 

まずはお気軽にお電話ください！

Tel/082-422-9930まで

くまのメガネサロン
三原市城町2-3-6
0848-62-7773
10:00～19:00
木曜日

三原駅

三原
郵便局

HOTEL
TODAI

広島銀行
イオン三原

紳士服はるやま
R185 日祝～18:00

この辺りが

福井県鯖江市

秋の新作フレームぞくぞく入荷中です

メガネのちょっとだけ情報！

メガネフレームの国内生産シェア率96%の土地「福井県鯖江」をご存じでしょうか。
眼鏡 好きにとって「聖地」ともいえる 場所です。1905年地元の増永五左衛門と言う
庄屋さんが冬の農閑期にできる軽工業として、メガネのいろんなパーツを分業して作り
始めたのがきっかけとされ、その後の新聞購読者数の増加に乗って、普及したらしい。

BURBERRY

未来へつなぐこの人 三原を愛する人たち INTERVIEW

いつかはこの町に帰ろうとずっと思ってました
学生時代以外に25歳で再び上京したの
だけど、いつかはこの町に帰ってくるん
だろうなって思ってました。
上京して、アルバイトで恵比寿18番と
言うバルの面接の時、店長が「本当にキ
ツいんだけど、出来るの？」って10回
聞いてきたんで、約10年働いちゃって。
その時のキツさを思い出したら何でもや
れるって。当時は日本で一番生ハムを切
り落としてましたよ（笑）

お時間があればお一人でも気軽に寄って
楽しんでみては。マッシュルームのア
ヒージョやレバーパテと言ったタパス
（小皿）は絶品。グラタンやカルボナー
ラと言った料理もおススメ。仲間とワイ
ワイやる個室スペースも有り。

バルとは、英語のBar（バー）と書いて、スペイン語で「バル」、イタリア語で「バール」
と読みます。食堂とお酒の飲めるバーが合わさった飲食店をバル（バール）と呼び、ス
ペインやイタリアなどでは地域のコミュニケーションの場所として親しまれています。

2019
11月号
TAKE  FREETAKE  FREE
vol.93

三
原
日
和

ミカタワークス
花戸和也

今年の忘年会にどうかな
12品の料理、二時間飲み放題で税込5,000円 /1名様　3名様から ※要予約
YERO イエロ
三原市城町1-4-25 1F  18:00~ 不定休

映画「引っ越し大名！」
11月16日（土）①10:30～12:30　②13:30～15:30
三原リージョンプラザ 文化ホール
主催：株式会社フューレック（問合せ : 福山シネマモード084-923-6800）

料金：一般￥1,800　大学生･専門学生￥1,500　シニア (60 歳以上 )￥1,200　
　　　3歳～高校生￥1,000　障がい者手帳をお持ちの方￥1,000
三原日和見たよor三原日和持参で
割引：一般￥1,500　大学生･専門学生￥1,300　3 歳～高校生￥800

映画「アナと雪の女王２」
11月24日（日）①10:30～12:20 ②13:00～14:50 ③15:30～17:20
三原リージョンプラザ 文化ホール
主催：株式会社クラフトコーポレーション（問合せ：リージョンプラザ0848-64-7555）

料金：一般￥1,800　大学生･専門学生￥1,500　シニア (60 歳以上 )￥1,200　
　　　3歳～高校生￥1,000　障がい者手帳をお持ちの方￥1,000
前売：一般￥1,400　3 歳～高校生￥900　シニア￥1,200
　　　※この上映会はリージョンプラザ総合受付で11月１日～前売券を販売します。
後援：三原市教育委員会　　協力：株式会社フューレック

岡崎倫典 アコースティックライブ inクリスマスライツ

12 月1日（日） 開演17:00〔開場16:30〕
三原市芸術文化センター ポポロ ホワイエ
0848-81-0886

3名様プレゼント

3名様プレゼント

1名様プレゼント

入場料　一般　2,500 円　  
　　　　ポポロクラブ会員　2,200 円（お菓子＆ライトミール）
　　　　※未就学児入場不可　※限定 60 席

応募方法：Eメール、ハガキ、封書にて　 締切：2019年 11月 6日（水）必着

読者プレゼント

住所：723-0051　三原市宮浦6-30-1 三原日和 宛Eメールアドレス：biyori@miharabiyori.net

「①希望プレゼント名②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥今月の三原日和のご意見・ご感想」を記入のうえ、下記
メールアドレス及び住所にお送り下さい。件名に「読者プレゼント」と入力してください。

※住所等の個人情報は、プレゼントを発送する目的に限り利用します。当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

B
A 映画『引っ越し大名！』    3 名 B 映画『アナと雪の女王２』   3 名
岡崎倫典 アコースティックライブ in クリスマスライツ　　1名

華麗なテクニックを見た人々は彼を “職人” と呼ぶ。
しかし、その暖かく幻想的な、歌詞のない世界．．．
故に 6 本から流れるメロディーに触れた人々は感動し、時には涙を流す。
アコースティッックライブにイルミネーション、クリスマス気分をぜひポポロで

新しく始める事業をトータルデザインで考えたいなぁ

グラフィックデザイン、住宅・店舗等の建築設計のデザイン・サポート

なんとなーく考えているデザインのこと

カタチ にしませんか私たちと ？

MAIL:biyori@miharabiyori.net
PHONE:0848-62-6677

家のデザインを一緒に考えて
ほしいなぁ

お店のデザインが

今の時代と合わなく

なってきたなぁ

入場無料！まずは聞くだけでOK！

ガラガラ大抽選会
オムツ特別プレゼント
トミカ釣り

家づくりに関する疑問
お悩み何でも相談 OK ！

アンケートに答えて、さらにプレゼント多数！

ネットで予約が断然オトク !!

ご予約はこちら

前日までにご予約・初めての方限定で

住宅ローンに
不安が・・・

家賃が
ムダ？

予算的に
新築はムリ？

土地を
探したい！

マイホーム相談会
頭金 0 円で
新築住宅可能です！

リフォームショップ三原本店

毎月開催毎月開催 詳しくはHPを
ご覧下さい。

※画像はイメージです


