ム

」A越 後 おぢや

表示有効期限
平成30年 7月 10日 〜 平成30年 8月 9日

JA住 宅□―ンと<と <プ ラン
固定変動金利選択型

10年 固定

5年 固定

3年 固定

なつと<金 利 年O.95%

年O.85%年 〇.80%

0●
と
と
く
く
金
利年

70b
祀07臨 朝。

※ 10年 固定金利は、 」1年 目以降、当 」A所 定の変動金利または固定金利か ら金利を02%ヨ 下げいた します。

《とくとく金利適用条件》
」Aと のお取引で以下の①の項 目のうち2つ 以上該当される万か②の項目のうち 1つ 以上該当される力
① 。給与振込または年金振込を指定されている方 ・5大 公共料金 (電 気、電話 (携 帯含)、 ガス、水道、NHK)
のうち2つ 以上振替契約のある方 ・ カー ドローンⅡ型の契約がある方
・ 」Aカ ー ド発行のある方 (年 会費が必要です。)・ 越後杉使用住宅で一定の要件を満たす方
② 。」∧カー ドに5大 公共料金振替契約を4つ 以上セットしている方
。」A提 携先の住宅関連業者様 から住宅を新築 。購入される方

変動金利型

下記お取弓1状 況によ り、最大で09%ま で金利を31下 げいた します
。給与振込・農産物代金振込または年金振込を指定されている方
▲03%
・5大 公共料金 (電 気、電話 (携 帯含)、 ガス、水道、NHK)の うち2つ 以上振替契約のある方 ▲02%
。」Aカ ー ド発行のある方 (年 会費が必要です。)
▲02%
。」A共 済のご契約者
▲02%
・定期貯金 (50万 円以上で期間1年 以上)ま たは定期積金 (掛 金1万 円以上で給付契約3年 以上)▲ 03%
。」A提 携先の住宅関連業者様から住宅を新築 。購入される方
▲0.2%

「 JAと の取弓￨は これか ら」 というお客様 も
お気軽 にお間合せ・ ご相談 <だ さい
!

城川支店
千 田支店
南部支店

0″ ヽ 越 後 お ぢ や 農 業 協 同 組 合
丁EL83‑3429
東小千谷支店 TttL83‑2166
四ツ子支 店
丁巨L82‑1715
T巨 L82‑2444
丁巨L86‑2003
片貝中央支店 TttL84‑2301

※8月 10日 以降の金利につきま しては、 各支店までお問 い合わせ ください。

「ＪＡ住宅ローン」商品概要
商品名

平成 30 年 7 月１0 日現在

一般型

１００％応援型

借換応援型

●組合員または組合員となる資格を有する方
●お借入時の満年齢が２０歳以上６６歳未満の方で、最終返済時の満年齢※が８０歳未満の方
※最終返済時の満年齢が８０歳以上となる方は、借入申込者と同居または同居予定の２０歳以上のお子様との連帯債務（親子リレー返済）にしていただく必要があります。

●原則として、勤続年数が１年以上の方（自営業者は営業年数が２年以上の方）
●団体信用生命共済に加入が認められた方
ご利用
●当 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。
）
いただける方 ●借換応援型をご利用の場合は、現在お借入中の住宅ローンが、当初のお借入から３年以上経過している方
●前年度税込年収１５０万円以上（自営 ●前年度税込年収 3００万円以上ある
業者の方は、過去２カ年の税引前所得
方、ただし自営業の方は過去２カ 年
が１５０万円以上）ある方
の各年の所得金額が 3００万円以上
である方

●前年度税込年収 3００万円以上ある
方、ただし自営業の方は過去２カ 年の
各年の所得金額が 3００万円以上であ
る方

●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

お借入れ額

①住宅の新築
②土地の購入（５年以内に住宅を新築し、居住する予定のあること。）
※一般型のみ
③新築住宅の購入（土地付住宅および分譲マンションを含む）
④中古住宅の購入（土地付住宅および分譲マンションを含む）
⑤住宅の増改築・改装・補修
⑥その他諸費用（詳しくは、JA 窓口までお問い合わせください。
）

①現在、他金融機関等からお借入中
の住宅ローンのお借換資金とそれ
に伴う諸費用
②お借換とあわせた増改築・改装・
補修

１０万円以上５,０００万円以内

１０万円以上５,０００万円以内

１０万円以上 5,０００万円以内

◇融資限度額は、所要金額の範囲内か
つ、所要金額に対し、自己資金が２
０％以上あること。
（但し、既に所有
している土地に住宅を新築する場
合、自己資金が２０％に満たない場
合は、土地の評価額をみなし自己資
金として算入可能。）（増改築、借換
等の場合は、担保余力が十分あるこ
と。）

※同居の配偶者を連帯債務者とし、所得合 ※同居の配偶者を連帯債務者とし、所得合算
算する場合で、合算後の所得が４００万円 する場合で、合算後の所得が４００万円未満
未満の場合は、２,５００万円以内
の場合は、２,５００万円以内

◇融資限度額は、お借入対象物件 ◇融資限度額は、所要金額の範囲内
の担保評価額に保証料、長期火
以内（増改築、改装、諸費用等含
災共済（保険）掛金、仲介料、
む）。
登記手数料、不動産取得税、消
費税を加えた金額の範囲内。
３年以上３２年以内で、現在お借入中の住宅ロ
ーン残存期間の範囲内とします。

お借入れ期間 ３年以上３５年以内とします。

●固定金利変動選択型の場合、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。また、
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。但し、
お借入の残存期間によって制限される場合があります。お申し出が無い場合は、変動金利型に切り替えとなります。
●変動金利型の場合、お借入後は４月１日および１０月１日の住宅ローン基準金利により金利の見直しを行い、
お借入れ利率 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。
※変動金利型の場合お借入利率に変動があった場合でも５年間はご返済額を変更いたしません。
（元金と利息の充当割合が変更になります。）
ご返済額の変更は５年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の 125%以内といたします。
125%を超えた部分の元金・利息につきましては最終償還時に一括返済となります。

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（毎月返済方式に加え年２回の
特定月に増額して返済します。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の 50％以内、10 万円単位
です。
）のいずれかをご選択いただけます。
●お借入対象となる土地・建物に対して、第 1 順位の（根）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。

担保・保証

●担保物件については、原則火災共済（保険）に加入していただき、共済（保険）金請求権に質権を設定させていただきます。
●当 JA が指定する保証機関（新潟県農業信用基金協会）の保証をご利用いただきます（保証料が別途必要）。
【事務取扱手数料】32,400 円（消費税込）
【保証料】①一括前払い方式と②分割払い方式のいずれかを選択できます。
①一括前払い方式（年 0.１９％、年０．２０％、年０．２１％の３段階から決定されます。）
◇お借入金額２,000 万円、金利 0.9％の場合の借入期間別の保証料（参考）
保証料率

１０年

２０年

２５年

３０年

３５年

0.19%

１６４，０８４円

２８６，１００円

３３５，２４３円

３７７，９９９円

４１８，５２７円

0.20%

１７２，７１８円

３０１，１６１円

３５２，８８０円

３９７，９０５円

４４０，５６８円

0.21%

１８１，３６３円

３１６，２３２円

３７０，５３１円

４１７，８１４円

４６２，５８６円

②分割払い方式
約定返済日の元利金返済に併せ、保証料（年 0.１９％、年０．２０％、年０．２１％の３段階から決定され
ます。
）をお支払いいただきます。
※ご利用に関しては、組合員加入の為の出資が必要になります。
※団体信用生命共済に加入していただきます（共済掛金は JA が負担します）。
またお客様のご希望により、９大疾病補償保険、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。

留意事項

※審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※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。
※店頭にて返済額の試算を承っております。
※住宅ローンをご利用中に、繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途 JA 所定の手数料が必要となります。
※現在利用中の JA 住宅ローンのお借換えにはご利用いただけません。
※引下げ後の金利適用期間中にご返済の滞りなどが発生した場合には引下げ後金利の適用を中止し、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合せください。

