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※保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。別途、保証料が必要となります。（保証料率：年0.4%～1.0%）※保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。別途、保証料が必要となります。（保証料率：年0.4%～1.0%）

現在の店頭貸出利率現在の店頭貸出利率

キャンペーン対象条件キャンペーン対象条件

▶
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▶
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JAリフォームローン JA教育ローンJA教育ローン
①～⑥をご利用中
または新たにご利用で、
キャンペーン利率から、

①～⑥をご利用中
または新たにご利用で、
キャンペーン利率から、

1項目ごとに0.10％引き下げ !1項目ごとに0.10％引き下げ !
最大0.40％までと致します最大0.40％までと致します

ますますますますますますますます。別途 1.0%）1.0%）1.0%）1.0%）ますます 別途

1.40％
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※保証：※保証：保証：保証：※保証：※保証：※保証：※保証：当JJJJJAAAAAAAが指定すが指定すが指定すが指定すが指定すが指定する保証機関の保証をご利用る保証機関の保証をご利用が指定する保証機が指定する保証機る保証機る保証機る保証機る保証機る保証機関の保証る保証機関の保証関の保証関の保証関の保証関の保証をご利用をご利用関の保証をご利用をご利用をご利用をご利用をご利用をご利用をご利用をご利用をご利用

年2.60％年2.60％
・金融情勢等の変化により金利を見直しさせていただく場合がございます。
・ご返済方法等、ご融資の詳細については、窓口へお問い合わせ下さい。
・審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますのであらかじめご了承下さい。

・金融情勢等の変化により金利を見直しさせていただく場合がございます。
・ご返済方法等、ご融資の詳細については、窓口へお問い合わせ下さい。
・審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますのであらかじめご了承下さい。

詳しくは、お気軽にお問い合わせください!詳しくは、お気軽にお問い合わせください!

入学金や授業料・仕送り・アパート家賃に！入学金や授業料・仕送り・アパート家賃に！

正組合員および准組合員の方
または

新たに准組合員になられる方

正組合員および准組合員の方
または

新たに准組合員になられる方

キャンペーン対象条件キャンペーン対象条件

〈借入対象者〉
地域に根ざし継続して安定した勤務先からの収入がある方、
又は継続して安定した営業収入のある方
〈借入金額〉１０万円以上5００万円以内
〈借入期間〉1年以上１5年以内
〈必要書類〉
運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、見積書、
工事請負契約書等、その 他ＪＡが必要とする書類

〈借入対象者〉
地域に根ざし継続して安定した勤務先からの収入がある方、
又は継続して安定した営業収入のある方
〈借入金額〉１０万円以上5００万円以内
〈借入期間〉1年以上１5年以内
〈必要書類〉
運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、見積書、
工事請負契約書等、その 他ＪＡが必要とする書類

正組合員および准組合員の方
または

新たに准組合員になられる方

正組合員および准組合員の方
または

新たに准組合員になられる方

キャンペーン対象条件キャンペーン対象条件
正組合員および准組合員の方

または
新たに准組合員になられる方

正組合員および准組合員の方
または

新たに准組合員になられる方

〈借入対象者〉
地域に根ざし継続して安定した勤務先からの収入がある方、
又は継続して安定した営業収入のある方
〈借入金額〉１０万円以上5００万円以内
〈借入期間〉６ヶ月以上１5年以内（在学期間+9年）
〈必要書類〉
運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、納付通知書・
合格通知書・学生証等、その 他ＪＡが必要とする書類

〈借入対象者〉
地域に根ざし継続して安定した勤務先からの収入がある方、
又は継続して安定した営業収入のある方
〈借入金額〉１０万円以上5００万円以内
〈借入期間〉６ヶ月以上１5年以内（在学期間+9年）
〈必要書類〉
運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、納付通知書・
合格通知書・学生証等、その 他ＪＡが必要とする書類

©よりぞう©よりぞう

©よりぞう©よりぞう

©よりぞう©よりぞう

キャンペーン利率キャンペーン利率

を再選択で

を再選択で

固定変動選択型固定変動選択型

変動金利型変動金利型

※保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。別途、保証料が必要となります。（保証料率：年0.4%～1.0%）※保証：当JAが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。別途、保証料が必要となります。（保証料率：年0.4%～1.0%）

現在の店頭貸出利率現在の店頭貸出利率▶率率率▶▶
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9大疾病
補償保険の
保険料を
当JAが負担!

9大疾病
補償保険の
保険料を
当JAが負担!

固定期間終了後もその時点の店頭金利より引き下げ!固定期間終了後もその時点の店頭金利より引き下げ!

固定変動選択型固定変動選択型

5年
固定

3年
固定

10年
固定

キャンペーン対象条件①～⑥のうち、
1項目のご利用で

2項目2項目のご利用でのご利用で

【現在の店頭貸出利率：年1.60％】【現在の店頭貸出利率：年1.60％】
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固定

1.15％
固定
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【現在の店頭貸出利率：年2.20％】【現在の店頭貸出利率：年2.20％】
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1.25％
固定
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択で▲1.20％▲11.. ％％％▲1.20％
択で

の時点の店頭金利より引きの時点の店頭金利より引き下下下げげげげ

▲0.50％▲00. ％▲0.50％

【現在の店頭貸出利率：年2.80％】【現在の店頭貸出利率：年2.80％】

住宅の新築・増改築、中古住宅の購入、
　　　　　　　　　　土地の購入、他金融機関からの借換に !
住宅の新築・増改築、中古住宅の購入、
　　　　　　　　　　土地の購入、他金融機関からの借換に !

年0.30％年0.30％
さらにさらに 農協で定める省エネ住宅対象基準に適合する場合農協で定める省エネ住宅対象基準に適合する場合

引き下げ !引き下げ !
お借入日より
3年間

お借入日より
3年間

貸出利率から貸出利率から

年0.30％年年年 ％％％.. ％％年0.30％
農協で定める省エネ住宅対象基準に適合する場合農協で定める省エネ住宅対象基準に適合する場合

引き下げ !引き下げ !

お借入日より
3年間

お借入日より
3年間

貸出利率から貸出利率から

〈借入対象者〉前年度年収150万円以上、勤続年数3年以上〈借入金額〉１０万円以上10,0００万円以内
〈借入期間〉3年以上40年以内〈担保〉対象の土地・建物に対し、第一順位の抵当権設定登記
〈必要書類〉運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、見積書・工事請負契約書等その 他ＪＡが必要とする書類

〈借入対象者〉前年度年収150万円以上、勤続年数3年以上〈借入金額〉１０万円以上10,0００万円以内
〈借入期間〉3年以上40年以内〈担保〉対象の土地・建物に対し、第一順位の抵当権設定登記
〈必要書類〉運転免許証等、健康保険証等、源泉徴収票等、見積書・工事請負契約書等その 他ＪＡが必要とする書類

上記、キャンペーン対象条件
①～⑥のうち、1項目のご利用で

いずれの金利にも別途、保証料がかかります。
（一括払い･分割払いのいずれかよりお選びいただきます。）

いずれの金利にも別途、保証料がかかります。
（一括払い･分割払いのいずれかよりお選びいただきます。）

全期間固定金利型全期間固定金利型

①～⑥をご利用中または新たにご利用いただける方①～⑥をご利用中または新たにご利用いただける方
①給与振込 ②公共料金の口座振替③JAカード ④JAネットバンク⑤JAローンをご利用中の方
⑥当ＪＡで年金受取を予約された方、又は当ＪＡで年金を受取されている方
①給与振込 ②公共料金の口座振替③JAカード ④JAネットバンク⑤JAローンをご利用中の方
⑥当ＪＡで年金受取を予約された方、又は当ＪＡで年金を受取されている方

【現在の店頭貸出利率：年2.55％】

さらにさらに
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キャンペーン期間
令和3年9月30日（木）までJA住宅ローン

固定変動選択型固定変動選択型
キャキャンペンペーンーン対象対象条件条件①～①～⑥の⑥の⑥の⑥のうちうち 2222項項目目項項目目の ででででののごご利利ののごご利利ののごごののごご利利利用利用ごご利利用用で用で用で利利用用でで用用でで

住宅の新築・築・築・築・増改増改増改増改住宅の新築・築・築・築・増改増改増改増改住宅住宅住宅の新住宅の新の新の新築・築・の新築・築・築・築・築・築・増改増改増改増改増改増改増改増改増改築築築築、中古住宅中古住宅中古中古住宅中古住宅住宅
　　　　　　　　　　土地の購　　　　　　　　　　土地の購土地土地の購土地の購
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①給与振込  ②公共料金の口座振替
③JAカード ④JAネットバンク
⑤JAローンをご利用中の方
⑥当JAで年金受取を予約された方、
　又は当JAで年金を受取されている方
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　又は当JAで年金を受取されている方


