ＪＡ東京中央
ＪＡ東京中央、世田谷目黒、東京あおば、東京スマイルの

住宅ローンのご案内

©よりぞう

はじめに大きな軽減型

ずっと一律軽減型
変動金利

０.６７５％

年

[店頭金利 年２.４７５％から年１.８0％引下げ]

３年
固定
５年
固定
10 年
固定

年１.２０％

３年
固定

年０.７５％

年１.４０％

５年
固定

年０.７５％

１０年
固定

年０.８０％

[店頭金利 年３．００％]

[店頭金利年３．００％から年１.８０％引下げ]

[店頭金利年３.２０％から年１.８０％引下げ]

年１.５０％

[店頭金利年３.３０％から年１.８０％引下げ]

※お借入れの全期間にわたりその時点の店頭金利から年１.８%金利軽減します。

お取引内容により
上記通常金利より

さらに

固定金利選択型

固定金利選択型

[店頭金利 年３.２０％]

[店頭金利 年３.３０％]

※特約期間終了後は店頭金利から年１.４%金利軽減します。

●下記取引項目に応じて金利軽減いたします(各▲0.01％）

最大

①給与振込または年金受給
②ＪＡカード
③ＪＡネットバンク
④総合口座定期貯金残高 50 万円以上
⑤公共料金・公金決済口座

０.０５％

年

軽減いたします。
ずっと一律軽減型

最優遇
金利

固定金利選択型

変動金利

０.６２５％

年

５年
固定

年１.１５％
年１.３５％

10 年
固定

年１.４５％

３年
固定

※お借入れの全期間にわたり、取引状況に応じてその時点の店頭金利から最大年１.８５%金利軽減します。

最優遇
金利
３年
固定

はじめに大きな軽減型
固定金利選択型

０.７０％

年

５年
固定

０.７０％

年

１０年
固定

０.７５％

年

※特約期間終了後は、取引状況に応じてその時点の店頭金利から最大年１.４５%金利軽減します。
●本商品は、ご融資実
行時の金利が適用さ
れます。（お申込時の
金利ではありません）

ＪＡ東京中央
℡：０３－３３０８－３１９４（ローンセンター）
対象地域：品川区、大田区、世田谷区、
杉並区、中野区、新宿区、目黒区

こちらの金利が適用されます

ＪＡ世田谷目黒

●表示金利は令和 2 年 11 月 12 日
時点のもので、金利は毎月見直
します（金融情勢等の変化によ
っては、月中に見直しさせていた
だく場合もあります）。

℡：03-3428-8111（金融部 貸出課）

対象地域：世田谷区（一部除く）、目黒区

ＪＡ東京あおば

℡：03-5372-1314（ローンセンター）

対象地域：練馬区、板橋区、北区、豊島区

ＪＡ東京スマイル ℡：03-5680-8945（金融部 融資課）
対象地域：足立区、葛飾区、江戸川区、江東区の一部（東砂、南砂、北砂）

※その他ご注意事項を裏面に記載しています。必ずご確認ください。

「ＪＡ住宅ローン」商品概要
商品名

令和 2 年 11 月 12 日現在

一般型

１００％応援型

借換応援型

●各 JA の組合員の方(組合員でない方は、ご融資までに出資をいただき、組合員となっていただきます）
●お借入時の年齢が満 20 歳以上 66 歳未満で、最終償還時の年齢が満 80 歳未満の方。なお、最終返済時の満年齢
が 80 歳以上となる方でも、借入申込者と同居または同居予定の 20 歳以上のお子様を連帯債務者(親子リレー返
済)とすることにより、お借入が可能となります。
●原則として、勤続（または営業）年数が 3 年以上ある方
ご利用
●団体信用生命共済に加入を認められた方
いただける方 ●JA が指定する保証機関の保証が受けられる方（別途保証料が必要になります）
●原則として、前年度税込年収が 200 万 ●原則として、前年度税込年収が 350 万円以上ある方。ただし、自営業の方は過
去 3 年の各年の前年度税引前所得が 350 万円以上で、かつ各 JA が定める条件を
円以上ある方（農業者の方は前年度税
満たしている方
込年収が 150 万円以上）
借入申込者またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象として、以下の必要な資金にご利用いただけます。

お使いみち

①住宅の新築・購入（中古住宅も含む） ①住宅の新築・購入（中古住宅も ①現在、他金融機関からお借入中の
②土地の購入（5 年以内に住宅を新築
含む）
住宅資金のお借換資金（借換対象
し、居住する予定のあること）
②住宅の増改築、改装、補修
住宅にかかる既往リフォーム資金
③住宅の増改築、改装、補修
③上記①・②に付随して発生する
の借換も含む）とお借換に伴う諸
④他金融機関から借入中の住宅資金の借換 一切の費用
費用
および借換とあわせた増改築、改装、補修
②お借換とあわせた増改築・改装・補
⑤上記①～④に付随して発生する一切の費用
修資金と付随して発生する諸費用

１０万円以上１０,０００万円以内

お借入れ額

１０万円以上１０,０００万円※以内 １０万円以上１０,０００万 ※円以内

◆ただし、年間元利金ご返済額の前年 ◆ただし、年間元利金ご返済額の ◆ただし、年間元利金ご返済額の前年度
度税込年収に対する割合が各 JA の
前年度税込年収に対する割合が
税込年収に対する割合が各 JA の定める
定める範囲内であり、原則として自
各 JA の定める範囲内であり、所
範囲内、所要金額の範囲内および担保
要金額の範囲内とします。
己資金が所要金額の 20%以上である
評価額の 150%（マンションの場合は
※お借入金額が 5,000 万円を超える場合は前
こととします。
140％）以内とします。
年度税込年収が 600 万円以上であること。

お借入れ期間 3 年以上 35 年以内（1 ヶ月単位・据置期間を含みます）

※お借入金額が 5,000 万円を超える場合は前年
度税込年収が 600 万円以上であること。

3 年以上 35 年以内で、
原則として現在お借入
中の住宅資金残存期間の範囲内とします。

【変動金利型】
●お借入後の利率は、4 月 1 日および 10 月 1 日の基準金利(住宅ﾛｰﾝﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ)により、年２回見直しを行い、6
月・12 月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
※適用金利は金利情勢の変化により見直しさせていただく場合があります。
【固定変動選択型】
お借入れ利率 ●固定金利を選択された期間中(３年・５年・１０年)のお借入れ利率は変動しません。
●お申し出により固定金利特約期間終了時に、再度、その時点の当 JA 所定の固定金利の特約を設定することが出来ます。
お申し出がない場合には「変動金利型」に切り替えとなります。
●お選びいただける固定金利の期間は、お借入残存期間によって制限される場合があります。
※適用金利は金利情勢の変化により見直しさせていただく場合があります。

ご返済方法

●元金均等返済もしくは元利均等返済とし、毎月返済方式、特定月増額返済方式のいずれかをご選択いただけま
す。
（特定月増額返済併用の場合、増額返済分はお借入額の 50%以内）

担保

●ご融資対象物件に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。
（担保設定手続に必要な費用は、別途ご負
担いただきます）
●建物には時価相当額かつ、お借入期間以上の火災共済（保険）にご加入いただきます。なお、借地上建物など、
各 JA が指定する保証機関の所定の審査基準により、ご加入いただいた火災共済（保険）金請求権に原則として
第一順位の質権を設定させていただきます。
●各 JA が指定する保証機関（東京都農業信用基金協会）の保証をご利用いただきます。
（保証料が別途必要となります）
◯一括前払方式
【保証料率】一般型：0.07％～0.20％、100％応援型： 0.14%～0.30％、借換応援型 0.14％～0.30％
◆お借入金額 1,000 万円あたりの一括保証料概算（一般型：0.11％、100％応援型・借換応援型：0.18％の場合）

保証

商品名
一般型
１００％応援型
借換応援型

１０年
56,316 円

１５年
84,935 円

２０年
114,002 円

２５年
143,535 円

３０年
173,512 円

３５年
203,952 円

92,187 円

139,029 円

186,620 円

234,954 円

284,058 円

333,869 円

※実際の保証料とは異なる場合があります。
◯分割後払方式
【保証料率】一般型：0.16%、100％応援型：0.26％、借換応援型：0.26% 約定返済日の元利金返済にあわせ、
保証料をお支払いいただきます。
◯上記のいずれかの方式による保証料に加え、別途、30,000 円の一律保証料をお支払いいただきます。
※上記保証料は、2020 年 4 月 1 日から 202１年 3 月 31 日までの実行分に適用します。

事務手数料

●お取扱いの際には、事務取扱手数料 30,000 円（消費税別）が必要となります。また、お借入後の条件変更の際
には、事務取扱手数料 10,000 円（消費税別）が必要となります。
●各 JA の支店で繰上返済をお取扱いの際には、全額繰上返済事務取扱手数料 30,000 円（消費税別）
、一部繰上返
済事務取扱手数料 3,000 円（消費税別）が必要となります。
●インターネットバンキングで繰上返済をお取扱いの際には事務取扱手数料は無料となります。なお、お取扱い
は一部繰上返済のみとなり、全額繰上返済はお取扱いできません。
●手数料の詳細については、各 JA の支店までお問い合わせください。

留意事項

※お申込に際しては、各 JA および各 JA が指定する保証機関（東京都農業信用基金協会）において所定の審査を
させていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
※団体信用生命共済に加入していただきます（共済掛金は各 JA が負担します）
。またお客様のご希望により、三
大疾病保障特約付団信または長期継続入院特約付団信をご利用いただけます（特約付団信共済の掛金は、一部
お客様に負担していただきます。詳しくは、各 JA の支店までお問い合わせください）
。
※お客様のご希望により「9 大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては、借入利率は加算金
利分高くなります。 加算金利分については、各 JA の支店までお問い合わせください。
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。
※返済額の試算については、各 JA の支店までお問い合わせください。
※ご返済の滞りなどが発生した場合には、金利軽減を中止し店頭金利に引き上げさせていただきます。

■詳しくはお近くのＪＡ窓口までお気軽にお問い合わせください。

