固定金利（保証料別）
ＪＡカードをご契約の方、または、ＪＡカードローンご契約の方（いずれも新たにお申込みいただき、ご契
約いただける方を含む）は、上記金利よりさらに 0.2％金利引き下げします。

この利率の適用期間

平成 31 年 3 月 31 日まで

JA 教育ローン適用金利
平成 30 年 4 月 1 日現在

キャンペーン金利

◇ＪＡカードご契約の方、または、ＪＡカードローンご契約の方
（新たにお申込みいただき、ご契約いただける方を含みます）
●固定金利 年 1.6％（保証料別）

◇上記以外の方
●固定金利 年 1.8％（保証料別）
上記の金利は平成 31 年 3 月 31 日お申込受付分までを適用とさせていただ
適用期間
きます。
●返済額の試算を希望される場合は、窓口にお申し出ください。
●詳しくは、店頭に説明書をご用意しております。

■基金協会保証型

ご利用いただける方

お使いみち

ご融資金額

ご融資期間

返済方法

保証人・担保

概要書
◇当ＪＡの管内に居住、または勤務している方
◇お借入時の年齢が満 20 歳以上の方で、最終返済時年齢が満 76 歳未満の方
◇前年度の税込年収が 150 万円以上の方
◇嘱託・契約・派遣社員の方は、勤続年数が 1 年以上ある方
◇農業以外の自営業者の方は、営業年数が 2 年以上ある方
◇教育施設（「国の教育ローン」の対象校に準じる。ただし、海外の教育施設の
場合は、ＪＡから振込可能な場合に限定した取扱いとする。）に就学予定また
は就学中の子弟を有する方
◇福岡県農業信用基金協会の保証が受けられる方
◇その他ＪＡが定める条件を満たしている方
◇現在、ＪＡの組合員でない方は、お借入前には組合員資格が必要になります。
※ 詳しくは、正式なお手続きの際にＪＡ窓口にてご確認ください。
就学子弟にかかる次の資金が対象になります。
◇入学金
◇授業料・学費
◇生活資金（下宿代・アパート・マンション等の家賃および食費等）
※授業料・学費及び生活資金は、1 学年中に必要とする資金になります。
※上記資金を既にお支払済みの場合、領収書等の支払可能な書類をご提出いただ
くことにより、借入申込日より遡って 1 ヶ月以内のものであればお借入れの対
象となります。
◇他金融機関の教育ローン借換資金
◇1,000 万円以内（1 万円単位、所要金額の範囲内）
※嘱託・契約･派遣社員の方は、300 万円以内
◇15 年以内（ただし、償還期間は 9 年以内とする。）
※就学者の在学期間中は据置期間とすることができる。
※嘱託・契約・派遣社員の方は、7 年以内（据置期間 1 ヶ月以内）
※借換は残存期間内
「元利均等方式」
◇「毎月返済」と「毎月・ボーナス併用返済（毎月返済に加え年 2 回、特定月の
増額返済）」から選択いただけます。
※ボーナス返済分の返済合計元金は、お借入金額の 50％を限度とします。
◇詳細については当ＪＡ窓口へお問い合わせください。
◇原則として不要です。
ただし、福岡県農業信用基金協会の保証が必要です。
◇福岡県農業信用基金協会の保証料が別途かかります。（保証料 0.9％）
例）一括前払い保証料の概算金額 金利年 1.6％で算出。
借入金額／期間

保証料

1年
(12 回)

2年
(24 回)

3年
(36 回)

5年
(60 回)

7年
(84 回)

100 万円

4,879 円

9,411 円

13,961 円

23,139 円

32,421 円

300 万円

14,653 円

28,259 円

41,925 円

69,492 円

97,344 円

※上記の保証料は、据置期間を設定しない場合で算出しています。据置期間を設
定する場合は、据置期間中の保証料が別途かかります。詳しくは、ＪＡ窓口に
てご確認ください。

■三菱 UFJ ニコス保証型 商品概要書

ご利用いただける方

お使いみち

ご融資金額

ご返済方法

ご融資期間

保証

保証料

●当ＪＡの管内に居住、または勤務している方。
●お借入時の年齢が 20 歳以上 65 歳未満でかつ、完済時年齢が 72 歳未満の方。
●継続して安定した収入がある方。
●当ＪＡが指定する保証機関（三菱 UFJ ニコス株式会社）の保証が受けられ方。
●その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。
●就学子弟の入学金、授業料、学費およびアパート家賃等教育に関するすべての
資金が対象となります。（借入申込日から 3 ヶ月前に支払い済みとなった資金
を含みます）
●10 万円以上 1,000 万円以内（1 万円単位）所要金額の範囲内とします。
ただし、組合員以外については、10 万円以上 500 万円以内（1 万円単位）とし
ます。
●「元利均等方式」
●「毎月返済」と「毎月・ボーナス併用返済（毎月返済に加え年 2 回、特定月の
増額返済）」から選択いただけます。
※ボーナス返済分の返済合計元金は、お借入金額の 50％を限度とします。
●詳細については当ＪＡ窓口へお問い合わせください。
●据置期間含め最長 15 年の範囲内(在学期間＋9 年)とします。
●据置期間については、初回貸付日から貸付対象子弟の卒業予定年月の末日の
6 ヶ月後までの範囲内とします。
●保証機関（三菱 UFJ ニコス株式会社）の保証をご利用いただきますので、原則
として保証人は不要です。
ただし、保証機関が必要とした場合は保証人が必要となります。
●保証料内包型
お借入利率に含めて保証料をお支払いただきます。
なお、保証料利率は年 1.0％または 1.5％となります。

■オリコ保証型 商品概要書
ご利用いただける方

お使いみち

ご融資金額

ご返済方法

ご融資期間

本人確認資料

必
要
書
類

所得証明

資金使途証明

保証人担保
保証会社

保証料

●幼稚園から大学院その他予備校・専門学校に在学または入学を予定するか在
学または入学を予定する子弟を有する方
●申込時年齢満 20 歳以上 65 歳以下で安定した収入のある方
●受験時に係る費用（受験料、下見、宿泊費用等）
●入学時に係る費用（入学金、寄付金、授業料、敷金、礼金等）
●在学中に係る費用（授業料、研修費用、仕送り資金等）
●他金融機関の教育資金に関するローンの借換資金（直近 6 ヶ月間延滞のない
方のみ）
●諸費用
●10 万円以上 500 万円以下（1 万円単位）
※ただし、借換の場合は借換対象ローンの残高以内とします。
●据置期間・・・毎月利息返済
●返済期間・・・元利均等毎月返済又は元利均等毎月返済と元利均等半年毎増
額返済の併用のいずれか。ただし、半年毎増額返済の元金合計は、融資金額
の 50％以内（１万円単位）。
●貸出期間 10 年以内
※据置(利払)期間最長 4 年 6 ヶ月(ただし、在学期間＋入学前 6 ヶ月を最長とし
ます。)
※ただし、据置期間含む借換の場合は、借換対象ローンの残存期間を最長とし
ます。
●運転免許証・健康保険証・パスポートいずれかの写し
●原則不要です。ただし、保証機関が必要と認めた場合は徴求させていただき
ます。
●合格通知書、入学金納付書、授業料納付書、賃貸契約書、振込依頼書の写し
等、その他使途を証明できるもの。
借換の場合は借換対象借入金の返済予定表および返済用預金口座通帳の写し
等。
●原則として不要です
※ただし、保証機関が必要と認めた場合には徴収させていただきます。
●株式会社オリエントコーポレーション
保証機関の保証料が別途かかります。
下記のいずれかを保証会社が審査時に決定致します。
(１) 年 1.0％
(２) 年 1.2％
(３) 年 1.5％

