
現在

お使いみち

☆　ご本人が所有（親族の共有を含む）し、かつ、ご本人またはご家族が居住する次に掲げる資金。

　　・土地購入資金（概ね３年以内に住宅建設が予定されていること）

　　・住宅購入・新築・リフォーム資金

　　・住宅用発電設備資金、省エネ設備資金

　　・住宅に付随するインテリアおよびエクステリア等

　　・既往住宅ローンの借換資金

　　  ただし、返済実績が１年以上あり、直近１年間に延滞がないことが条件です。

　　・自己居住用住宅の住換えに要する資金

　　・オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金

　　・上記に関する諸費用（保証料・事務手数料・火災保険料・登記費用等）

コース判定
☆　お客様ごとに、勤務形態、年収、返済負担率、担保掛目等により、ＡコースからＥコースまでの

　　 各コースに区分しお取扱いいたします。

勤続・営業年数

　　 正社員（一般）、医師・弁護士・公認会計士・税理士：１年以上

　　 正社員（親族会社）：１年以上かつ勤務先の業歴が通年決算２期以上

　　 自営業者、法人役員：通年決算２期以上

　　 年金受給者：受給実績あり

　　・自己居住用住宅の住み替えに要する資金

☆　次の①から③の団体信用生命保険に加入が認められる方。

　　  ①団体信用生命保険（一般団信）

　　  ②がん保障特約付団体信用生命保険（がん団信）

　　　　（がん団信・３大疾病団信は親子リレーローンにはご利用できません。

お借入資格

☆　日本国籍を有する方または永住することを許可されている方で行為能力者である方。

☆　反社会的勢力に該当しない方。

☆　信用上問題がない方。

　　  ③３大疾病保障特約付団体信用生命保険（３大疾病団信）

　　　　過去３年間の各年度の年間所得が１００万円以上

　　・年金受給者の方

　　　　継続的な年金受給が確定している下記の公的年金による所得が１００万円以上

　　　　①老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金

　　　　②国民年金基金・厚生年金基金

　　　　※遺族年金や有期支給的なものについては対象となりません。

☆　保証会社（全国保証（株））の保証が受けられる方。

☆　年間所得（安定した収入が継続して得られる見込みのある方。）

　　・正社員（一般）の方、医師、弁護士、公認会計士、税理士

　　　　前年度税込収入が１００万円以上

　　・上記以外の方

　　  　正社員（親族会社）の方、自営業者の方および法人役員の方

　　・当金庫の営業地区内に事業所を有する方。

　　・当金庫の営業地区内ににおいて勤労に従事されている方。

　　 上記の条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただき会員となっていた

　　 だきます。

　　 また、会員になっていただかなくとも、ご融資が可能な場合もございますので、詳しくは窓口まで

　　 お問い合わせください。

商 品 概 要 説 明 書
2021年4月1日

商 品 名 　　住宅ローン　（全国保証（株）保証付）

１．住まいる　いちばんネクストⅤ

ご利用いただける方

☆　融資申込時と実行時に満２０歳以上６５歳未満（３大疾病団信ご利用の方は満５０歳未満）の

　 　方で最終返済時の年齢が満８０歳未満（３大疾病団信利用の方は満７５歳未満）の方

☆　当金庫の会員または会員資格のある方。

　　・当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方。



　　 会社の定める担保評価額の２００％以内（ただし敷地の種類が借地の場合は60％以内

　　・同居する配偶者、親または子であることが条件です。

　　・合算者の年収の全額を合算可能（１名限り）

火災保険
☆　担保に差し入れていただいた建物には火災保険をかけていただきます。

　 　ただし、敷地が借地権または、保留地の場合は、質権を設定させていただきます。

金利情報について ☆　当金庫本支店の窓口へお問合せください。

　（３）固定・変動選択型

　　原則、毎月元利均等返済（半年毎のボーナス返済併用可）。

　　ただし、ボーナス返済部分の元金はご融資金額の５０％までとします。

担保・保証人

☆　ご融資対象物件（建物の場合は底地含む）に第１順位の抵当権を設定させていただきます。

☆　全国保証（株）の保証をご利用いただきますので、原則として 保証人は必要ありません。

　　 ただし、収入合算者には連帯保証人または連帯債務者となっていただきます。

　（３）固定・変動選択型　（愛称：熊野古道ローン）

　　固定金利と変動金利を組合わせた方式で、一定期間（５年・１０年より選択）を当金庫所定の固定

　　金利の利率を適用し、一定期間終了後は変動金利の利率を適用します。

ご返済方法

　（１）固定金利型

　　毎月元利均等返済または毎月元金均等返済（どちらも半年毎のボーナス返済併用可）。

　　ただし、ボーナス返済部分の元金はご融資金額の５０％までとします。

　（２）変動金利型

　　毎月元利均等返済（半年毎のボーナス返済併用可）。

　　ただし、ボーナス返済部分の元金はご融資金額の５０％までとします。

４０１万円以上 35% 40%

ご融資利率

☆以下の３タイプがあります。

　（１）固定金利型

　　当金庫所定の利率を適用させていただきます。

　（２）変動金利型

　　当金庫の「短期プライムレート：以下、短プラ」を基準金利とした当金庫所定の利率を適用させて

　　いただきます。

ご返済負担比率

☆　本件および既存お借入における年間返済額の年収に対する割合の範囲

Ａコース 年　収 Ｂ～Ｄコース Ｅコース

40%
４００万円未満 30% 35%

収入合算

*共通項目

　　・Ａコースは対象外

　　・原則として、「1.保証対象者（1）主債務者の要件①資格②年齢③業種職種④年収⑤勤続年数の

ご利用期間 ☆　２年以上３５年以内（月単位）

　　・資金使途に借り換資金を含むことが条件です。

借地のお取扱い
☆　お取扱いできます。（定期借地権の場合は取扱いできません）

　　  ただし、ＡコースおよびＢコースは対象外です。

ご融資金額

☆　１００万円以上１０，０００万円以内（３大疾病団信利用の場合は６，０００万円以内。）で、保証

　　 （マンションを除く）

　　・合算者の年収の１/２を限度に合算可能（１名限り）

☆　１/２ 収入合算

　　　基準を満たすことが条件」

　　・合算者は連帯債務者とすることが条件です。

　　・原則、合算者は連帯債務者または連帯保証人となることが条件です。

　　・（共有項目の例外）年収・雇用形態・勤続年数を除く

　　・正社員かつ連帯債務者またはペアローンの相手になることが条件です。

☆　正社員の全額収入合算

☆　借換の全額収入合算

　　・合算者の年収の全額を合算可能（１名限り）



・担保評価額を超える部分には超過保証料が適用されます。

☆　事務手数料

１件　　５５，０００円（消費税含む）

☆手数料（消費税込）は以下の通りです。

・不動産担保調査手数料

・住宅ローン繰上返済手数料

お借入後３年未満

お借入後５年未満

お借入後７年未満

お借入後７年以上

※但し、３年以内に最終期限が到来する場合は無料です。

・住宅ローン繰上返済　熊野古道ローン（固定金利適用期間中）手数料

３００万円未満

３００万円以上１，０００万円未満

１，０００万円以上

返済額変更　　 有

返済額変更　　 無

　　　再計算いたします。ただし、新ご返済額は前回ご返済額の１．２５倍を限度といたします。

　ⅲ.ご融資利率の変更に伴い、最終期限にご返済額の一部または繰延未払利息が残る場合は、

　　　残存金額を一括してお支払いいただきます。ただし、最終期限にご返済額が著しく増加する場

　　　合には、ご融資期間延長等のご相談に応じさせていただきます。

　ⅰ.毎回のご返済額は、ご融資後５回目の１０月１日を基準日とし、その基準日を経過するまでは

　　　その間に利率変更があっても変更しません。ただし、元金返済額と利息額の割合を変更します。

　　　ご融資利率の変動により、毎回ご返済額が利息支払いに満たない場合は毎回返済額を超過す

　　　る利息部分（繰越未払利息）を次回返済日以降に繰延べお支払いいただくものとします。

　　　この場合の充当順位は未払利息・約定利息・元金の順となります。

　ⅱ.毎回のご返済額の変更は、前回変更日から５年後の１０月１日ごとに行い、変更後の新利率で

　　ご融資後の適用利率については、毎年４月１日と１０月１日を基準日として、前回基準日に

　　おける基準金利（ご融資後最初に到来する基準日については、ご融資日現在の基準金利）

　　とを比較し、その変動幅と同じ幅で変動します。

　　ただし、変更の時期は基準日以降最初に到来する６月または１２月の約定返済日の翌日より

　　適用します。

　③利率変更による返済額の変更

３，３００円

変動金利のしくみ

　　当金庫の短プラの変動に伴って、ご返済期間中にご融資利率、ご返済額が変動します。

　①当初のご融資利率

　　ご融資利率は当金庫の短プラを基準金利として、毎年３月１日および９月１日における基準金利

　　により、年２回、毎年４月１日から９月３０日、１０月１日～翌年３月３１日の適用利率を決定します。

　　但し、期間中に短プラが0.5％以上変動した場合は4月1日および10月1日を待たず変更します。

　②利率変更の時期

手数料

新規設定 ５５，０００円

１１，０００円

１１，０００円

全額返済 １１，０００円

追加設定

極度額増減 １１，０００円

Ｃコース Ｄコース Ｅコース

通常保証料 99,760円 171,020円 213,780円 299,290円 427,560円保証料・事務手数料等

☆　一括支払（１，０００万円、３５年の場合）

Ａコース Ｂコース

変更・抹消

５，５００円条件変更

５，５００円

１６，５００円

３３，０００円

５，５００円

３，３００円

７，７００円



苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務部（9時～17時、

電話：０５９７－２３－２３４１）にお申し出ください。

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会（電話：03－3595－

8588）、第二東京弁護士会（電話：03－3581－2249）の仲裁センター等で紛争の

解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、

上記業務部または全国しんきん相談所（9時～17時、電話：03－3517－5825）に

お申し出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士会）

に直接お申出いただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。

その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護

士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、

②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）―もあります。

詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務部もしくは全国しんきん相談所にお問合わ

せください。

☆　申込時にご用意いただくもの

　　・住民票抄本

　　・土地・建物の売買契約書、工事請負契約書等

　　・運転免許証、運転免許証を取得していない場合は健康保険証

　　・公的機関発行の所得証明書、源泉徴収票、確定申告書写、納税証明書（その１・その２）、法人

　　　決算書等の所得を証明する書類等

苦情処理措置・
紛争解決措置

その他参考事項

☆　お申込に際しましては事前の審査をさせていただきます。

　 　結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

　　・その他（公図、地積測量図、不動産登記全部事項証明書、地図等）

　上記の書類等が必要となります。詳しくは当金庫本支店の窓口にご照会ください。

☆　ローンの詳しい内容や現在のご融資利率、ご返済の試算については、当金庫本支店の窓口に

　 　お問合せください。

　・固定金利適用期間終了後の取扱い

　　固定金利適用期間終了後は、自動的に変動金利型へ変更させていただきます。

　　固定金利適用期間終了後のご融資利率、ご返済額は固定金利適用期間が終了した時点での

　　ご融資利率、変更後の新利率で再計算したご返済額となります。

　　利率の変動は、前記「変動金利型」の項に記載の②および③の方法によりご融資利率、ご返済額

　  が変動いたします。

固定・変動選択型の
しくみ

　　変動金利型と固定金利型を組合わせた方式で、変動金利期間と一定期間を限定した固定金利

　　期間をお客様のご都合によりお選びいただけるご返済方法です。

　・固定金利適用期間

　　５年・１０年の２種類の期間をお選びいただけます。

　　その期間中は固定金利となり、ご融資利率、ご返済額は変動しません。



　☆　１ｓｔ　ｓｔａｇｅ

勤続年数・営業年数

・給与所得者：５年以上

・医師・弁護士・公認会計士・税理士・公務員：１年以上

・個人事業主・法人役員・親族経営法人勤務者・年金受給者の方は対象外

年間所得

・給与所得者：５００万円以上

・医師・弁護士・公認会計士・税理士・公務員：１００万円以上

返済実績（借換の場合）

・３年以上、かつ、直近１年間に延滞がないことが条件です。

　☆　２ｎｄ　ｓｔａｇｅ

勤続年数・営業年数

・給与所得者：２年以上

・医師・弁護士・公認会計士・税理士・公務員：１年以上

・個人事業主・法人役員・親族経営法人勤務者：３年以上かつ通年決算３期以上

・年金受給者：受給実績あり

年間所得

・１００万円以上

返済実績（借換の場合）

・３年以上、かつ、直近１年間に延滞がないことが条件です。

　 ・合算者の要件 （１ｓｔ　ｓｔａｇｅにおいてはお取扱いできません。）

　　　ⅴ）合算者は連帯債務者または連帯保証人とする

お使いみち

☆　住宅にかかる諸費用資金（他有担保商品との併用の場合を除き、諸費用の単独申込は不可）

☆　住宅のリフォーム資金

☆　住宅ローンの借換資金

収入合算

☆　２ｎｄ　ｓｔａｇｅは下記の条件を満たす方１名の年収の１/２を限度に合算可能

　　　ⅰ）満２０歳以上満６５歳未満

　　　ⅱ）安定した収入が継続して見込めること

　　　ⅲ）同居する配偶者及び親・子

　　　ⅳ）主債務者と同条件を満たすもの（年収・雇用形態を除く）

　　　　（３大疾病団信は親子リレーローンにはご利用できません。

お借入資格

☆　日本国籍を有する方または永住することを許可されている方で行為能力者である方。

☆　反社会的勢力に該当しない方。

☆　信用上問題がない方。

ステージ別要件

　　 また、会員になっていただかなくとも、ご融資が可能な場合もございますので、詳しくは窓口まで

　　 お問い合わせください。

☆　保証会社（全国保証（株））の保証が受けられる方。

☆　次の①または②の団体信用生命保険に加入が認められる方。

　　  ①団体信用生命保険（一般団信）

　　  ②３大疾病保障特約付団体信用生命保険（３大疾病団信）

２．住まいるアシスト

ご利用いただける方

☆　融資申込時と実行時に満２０歳以上６５歳未満（３大疾病団信ご利用の方は満５０歳未満）の方で

　 　最終返済時の年齢が満８０歳未満（３大疾病団信ご利用の方は満７５歳未満）の方

☆　当金庫の会員または会員資格のある方。

　　・当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方。

　　・当金庫の営業地区内に事業所を有する方。

　　・当金庫の営業地区内ににおいて勤労に従事されている方。

　　 上記の条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただき会員となっていた

　　 だきます。



☆　諸費用資金（他有担保商品と併用） ：主たる資金使途と同じ期間

☆　リフォーム・借換資金単独申込 ：２年以上２０年以内

☆　本件および既存お借入における年間返済額の年収に対する割合の範囲

※医師・弁護士・公認会計士・税理士・公務員のみ該当

＊　１ｓｔ　ｓｔａｇｅ 　　６４１，３４０円

＊　２ｎｄ　ｓｔａｇｅ １，０６８，９１０円

☆　申込時にご用意いただくもの

　　・住民票抄本

　　・工事請負契約書、見積書等

　　・運転免許証、運転免許証を取得していない場合は健康保険証

　　・公的機関発行の所得証明書、源泉徴収票、確定申告書写、納税証明書（その１・その２）、法人

　　　決算書等の所得を証明する書類等

苦情処理措置・
紛争解決措置

住まいる　いちばんネクストⅤと同じです。

その他参考事項

☆　お申込に際しましては事前の審査をさせていただきます。

　 　結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。

　　・その他（不動産登記全部事項証明書等）

　上記の書類等が必要となります。詳しくは当金庫本支店の窓口にご照会ください。

☆　ローンの詳しい内容や現在のご融資利率、ご返済の試算については、当金庫本支店の窓口に

　 　お問合せください。

金利情報について 住まいる　いちばんネクストⅤと同じです。

変動金利のしくみ 住まいる　いちばんネクストⅤと同じです。

固定・変動選択型の
しくみ

住まいる　いちばんネクストⅤと同じです。

担保・保証人

☆　無担保でののお取扱いとなります。

☆　全国保証（株）の保証をご利用いただきますので、原則として 保証人は必要ありません。

　　 ただし、収入合算者には連帯保証人または連帯債務者となっていただきます。

事務手数料

資金使途 事務手数料（１件当たり）（消費税込）

借換資金（単体） ５５，０００円

借換資金とリフォーム資金（一本化）

免除

ご返済方法 住まいる　いちばんネクストⅤと同じです。

有担保または無担保商品と併用した場合の
太陽光発電システム資金

８００万円以上 ２５％以内 ３５％以内    ２５％以内    ３５％以内

有担保または無担保商品と併用した場合の諸費用資金 免除

リフォーム資金（単体） ５５，０００円

保証料

☆　一括支払（１，０００万円、３５年の場合）：全て超過保証料に区分して算出されます。

５５，０００円

４００万円以上    ２０％以内※    ３０％以内※    ２５％以内    ３５％以内

５００万円以上 ２０％以内 ３０％以内    ２５％以内    ３５％以内

３００万円未満    １０％以内※    ２０％以内※    １５％以内    ２５％以内

４００万円未満    １５％以内※    ２５％以内※    ２０％以内    ３０％以内

　　５００万円

ご利用期間

ご返済負担比率

年　収
１ｓｔ　ｓｔａｇｅ ２ｎｄ　ｓｔａｇｅ

耐用年数超 耐用年数内 耐用年数超 耐用年数内

ご融資金額

☆　１００万円以上１，０００万円以内（１万円単位）

資金使途 限度額

リフォーム資金（諸費用含む） 　　５００万円

借換資金（諸費用含む） １，０００万円

諸費用資金（他有担保商品と併用）



①　住まいる　いちばんネクストⅤ

②　住まいる　アシスト（１ｓｔ　ｓｔａｇｅの方はお取扱いできません）

③　住まいる　いちばんセレクト（Ⅹコースの方はお取扱いできません）

・主債務者（親） ：申込時および実行時年齢が、満６５歳未満の方

・承継者（子） ：申込時および実行時年齢が、満２０歳以上満５０歳未満で、完済時年齢

  が満８０歳未満の方

☆　年収

・主債務者 ：１００万円以上

・承継者 ：１００万円以上

☆　団体信用生命保険（一般団信のみの取扱い）に主債務者、承継者の両者が債務額の５０％ずつ

　　 加入することが認められる方。

　＊主債務者が満７０歳に達するまでの付保割合は、主債務者と承継者それぞれ５０％ずつですが、

　　 主債務者が満７０歳に達する日の翌日に、一般団信は承継者に承継され、以後の付保割合は、

　　 承継者が１００％となります。

☆　承継者の方を連帯債務者としていただける方

☆　承継者の方に限り、年収の１/２を主債務者の方の収入に合算できます。

　　 ただし、「住まいる　いちばんネクストⅤ」のＡコースならびに「すまいる　アシスト」の1ｓｔ stege、

　　 ＊対象物件に主債務者の方と承継者の方が同居することが条件となります。

ご返済負担比率

①主債務者の方は上記対象商品の基準を適用します。

②承継者の方は本件の年間返済額の５０％と既存債務の合計が上記対象商品の範囲内であること

　 が条件となります。

☆　主債務者が将来継承者に譲ることを前提とした住宅の建設・購入

　 　「住まいる　いちばんセレクト」のⅩコースは収入合算の対象外とします。

その他参考事項
上記「ご利用いただける方およびお借入資格」、「収入合算」、「お使いみち」「ご返済負担比率」以外

の基準につきましては、対象商品の基準を適用させていただきます。

３．親子リレーローン

対象商品

ご利用いただける方
およびお借入資格

☆　年齢

収入合算

お使いみち
☆　主債務者と継承者が同居するための二世帯住宅の建設・購入


