
平成２９年　２月　１日（水）　～　平成２９年　７月３１日（月）

１０年固定
　　　　　　　　　　　　　　　　（基準金利　年３．０５％）

当初３年　　　　年０.５０％

４年目～１０年　年１.００％

３年固定
　　　　　　　　　　　　　　　（基準金利　年２．９０％）

年０.５０％

固定変動選択型

三大疾病保障

付き団信込み

保証料を金利に

上乗せする

分割後取りも

ございます

（保証料一括前取の場合）

特約期間終了後は
再度固定金利か
変動金利をお選びいただけます

お子様の人数に応じて

金利を引き下げます。

当初特約期間中にお子様が

誕生された場合も、

金利を引き下げます。

最大年０.30％

引き下げ！！

農信基型
協同住宅ローン型

変動金利移行後は

長期プライムレート＋0.20％
平成 29 年２月１日現在

長期プライムレート　0.95％

固定期間終了後の再特約金利は
基準金利より

年 1.60％

引き下げいたします

ＪＡ住宅ローン

子育て世代　応援キャンペーン

あさひかわ農業協同組合　ローンセンター



北海道農業信用基金協会 協同住宅ローン

年 齢

・貸付時の年齢が満20歳以上66歳未満

・最終返済時の年齢は満80歳未満

・貸付時の年齢が満20歳以上66歳未満

・貸付時の年齢が満21歳以上66歳未満（借換の場合）

・最終返済時の年齢は満80歳未満

資金使途
・住宅新築・購入、土地購入、増改築、他行借換（借入から3年

以上経過）それに伴う諸費用

・住宅新築・購入、土地購入、増改築、他行借換（借入から1年

以上経過）それに伴う諸費用

団体信用

生命共済

・三大疾病付団信加入の場合

・9大疾病付団信加入の場合（金利＋0.10%）

満20歳以上50歳以下（完済時80歳未満）

※借入が3,000万円超の場合は、医師の審査または健康診断結果

の提出が必要となります

・三大疾病付団信加入の場合

・9大疾病付団信加入の場合（金利＋0.10%）

満20歳以上50歳以下（完済時80歳未満）

※借入が3,000万円超の場合は、医師の審査または健康診断結果

の提出が必要となります

年間所得 350万円以上 150万円以上

勤続年数

・3年以上

※パート勤務は連帯債務者になれません

※自営業者は農協との取引が1年以上ある方

・1年以上

※パート勤務は連帯債務者になれません

融資金額

・10万円以上5,000万円以内（10万円単位）

・但し、所要金額以内

※年収400万円未満の場合は2,500万円以内

※年間返済額が年間返済比率の範囲内

・10万円以上5,000万円以内（10万円単位）

・但し、所要金額以内

・但し、担保評価額の250%以内（借換の場合）

※年間返済額が年間返済比率の範囲内

融資期間
・3年以上35年以内（月単位）

・3年以上32年以内（月単位）（借換の場合）

・3年以上35年以内（年単位）

・3年以上34年以内（年単位）（借換の場合）

返済比率

・年間所得に応じた基準があります

・350～400万円未満　25%以内

・400～600万円未満　30%以内

・600～800万円未満　35%以内

・800万円以上　　　　　40%以内

・年間所得に応じた基準があります

・150～400万円未満　30%以内

・400～800万円未満　35%以内

・800万円以上　　　　　40%以内

返済方法

・毎月均等返済（元利のみ）

・特定月増額返済（融資額の50%以内）

・年2回返済方式（農業者のみ）

・毎月均等返済（元利・元金）

・特定月増額返済（融資額の50%以内）

・年2回返済方式（農業者のみ）

保 証 料

（１，０

００万円

を３５年

間借入し

た場合）

・顧客の信用力に応じた料率の設定

・保証料率0.15%の場合→161,711円（金利0.50%の場合：目安）

（一括前払）

・保証料率0.18%の場合→194,096円（金利0.50%の場合：目安）

（一括前払）

※融資実行日や元金の減り方で変動します

・0.15%,0.18%（利息方式（内取））

※一律保証料30,000円が実行時にかかります

・コースや期間に応じた保証料

・保証料率0.20%の場合→206,140円（一括前払）

・0.10%～0.40%（分割後払）

農協事務

手 数 料

保証事務

手 数 料
不要 1件につき、30,000円＋消費税

保証料徴

収 方 法
一括前払・利息方式（内取） 一括前払・分割後払

繰上返済

手 数 料

・一部繰上げ　無料

・全額繰上げ　30,000円＋消費税

・一部繰上げ　5,000円＋消費税

・全額繰上げ　40,000円＋消費税

抵 当 権

火災保険

出 資 金

利用条件

住　宅　ロ　ー　ン　商　品　概　要
平成29年2月1日現在

・融資対象物件に対し抵当権第1順位の設定登記

・融資対象物件について、時価相当額の火災保険を付し、原則として第1順位の質権を設定

・500万未満　10,000円　・1,000万未満　20,000円　・1,000万以上　30,000円

1件につき、25,000円＋消費税

・旭川市若しくは鷹栖町に在住または在勤である方

・下記お取引のうち2項目該当の方、または新たに取引いただける方を対象といたします

①当JAに給与振込・年金振込（予約）（本人・ご家族）を指定されている方

・子育て世代応援金利

貸付実行時に0歳以上18歳未満もしくは満18歳となった最初の3月31日を迎えるまでのお子様一人につき、

当初特約期間の固定金利を年0.10%最大年0.30%引き下げいたします

②当JAにてJAローンカードを契約されている方

③当JAにてJAカードを契約されている方

④当JAにて公共料金（電気・電話・水道・ガス・NHK受信料）の口座振替を3つ以上指定されている方

⑤共済取引を利用されている方

⑥定期貯金20万円以上ご契約の方

貸付対象者

弾力金利



平成２９年　２月　１日（水）　～　平成２９年　７月３１日（月）

３年固定
　　　　　　　　　　　　　　　（基準金利　年 2.80％）

年０.７０％

固定変動選択型

保証料を金利に

上乗せする

分割後取りも

ございます

（保証料一括前取の場合）

特約期間終了後は
再度固定金利か
変動金利をお選びいただけます

お子様の人数に応じて

金利を引き下げます。

当初特約期間中にお子様が

誕生された場合も、

金利を引き下げます。

最大年０.30％

引き下げ！！

全国保証㈱型

変動金利移行後は

長期プライムレート＋0.10％
平成 29 年２月１日現在

長期プライムレート　0.95％

固定期間終了後の再特約金利は
基準金利より

年 1.60％

引き下げいたします

ＪＡ住宅ローン

子育て世代　応援キャンペーン

あさひかわ農業協同組合
ローンセンター

住所：旭川市豊岡４条１丁目１番１８号
電話：０１６６－８６－６１００

１０年固定
　　　　　　　　　　　　　　　　（基準金利　年 2.95％）

年０.９０％



全国保証（ネクストⅤ　Cコース）

年 齢

・満20歳以上65歳未満

・最終返済時の年齢は満80歳未満

※加入する団体信用生命共済により、完済時年齢の基準は異なります

資金使途
・住宅新築・購入、土地購入、増改築、他行借換（返済実績1年以上）それに伴う諸費用

団体信用

生命共済

・一般就業不能団信加入の場合（金利＋0.10%）

満20歳以上50歳未満（完済時80歳未満）

・三大疾病付団信加入の場合（金利＋0.20%）

・三大疾病付＋就業不能団信加入の場合（金利＋0.20%）

満20歳以上50歳未満（完済時75歳未満）

※借入が3,000万円超の場合は、医師の審査が必要となります（健康診断結果の代用は不可）

年間所得 100万円以上

勤続年数

・給与所得者　1年以上

・法人役員等　2期以上

※パート勤務でも連帯債務者になれます

融資金額

・100万円以上10,000万円以下（1万円単位）

・但し、担保評価額の200%以内

融資期間
・2年以上35年以内（月単位）

返済比率

・年間所得に応じた基準があります

・400万円未満　30%以内

・400万円以上　35%以内

返済方法

・毎月均等返済（元利・元金）

融資額の50%以内で増額返済併用も可

保 証 料

（１，０

００万円

を３５年

間借入し

た場合）

・コースや期間に応じた保証料

・通常保証料（Cコース）の場合→213,780円（一括前払）

※担保評価を超える部分については、超過保証料が発生します

・0.08%～0.40%（分割後払）

つ な ぎ 資金

・10万円以上10,000万円以下（1万円単位）

・但し、融資限度額の割合は工事進歩状況により、着工時で建築代金の1/3・上棟時で建築代金の2/3・完成時で建築代金の3/3以内

・本資金の実行時の金利＋保証料年1.35%

農協事務

手 数 料
1件につき、25,000円＋消費税

保証事務

手 数 料
1件につき、50,000円＋消費税

保証料徴

収 方 法
一括前払・分割後払

繰上返済

手 数 料

・一部繰上げ　無料

・全額繰上げ　30,000円＋消費税

抵 当 権 ・融資対象物件に対し抵当権第1順位の設定登記

火災保険 ・融資対象物件について、時価相当額の火災保険を付し、原則として第1順位の質権を設定

出 資 金 ・500万未満　10,000円　・1,000万未満　20,000円　・1,000万以上　30,000円

利用条件 ・旭川市若しくは鷹栖町に在住または在勤である方

・下記お取引のうち2項目該当の方、または新たに取引いただける方を対象といたします

①当JAに給与振込・年金振込（予約）（本人・ご家族）を指定されている方

②当JAにてJAローンカードを契約されている方

③当JAにてJAカードを契約されている方

④当JAにて公共料金（電気・電話・水道・ガス・NHK受信料）の口座振替を3つ以上指定されている方

⑤共済取引を利用されている方

⑥定期貯金20万円以上ご契約の方

・子育て世代応援金利

貸付実行時に0歳以上18歳未満もしくは満18歳となった最初の3月31日を迎えるまでのお子様一人につき、

当初特約期間の固定金利を年0.10%最大年0.30%引き下げいたします

貸付対象者

弾力金利

住　宅　ロ　ー　ン　商　品　概　要
平成29年2月1日現在
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