JAバンクのローン ラインナップ
住宅ローン（新築・購入型）

住宅ローン（借換型）

住宅の新築・購入やマンションの
購入等、マイホームプランを
お手伝いします。

他の金融機関で現在お借入中の
ローンのお借換えを希望
される方のお手伝いをします。

お借入金額 最大5,000万円

MY
HOME

お借入期間 最長35年

※5,000万円超は要相談

リフォームローン

お借入期間 最長35年

※5,000万円超は要相談

無担保住宅ローン（小口住宅ローン）

Reform

住宅の増改築、改装、補修等の
リフォーム資金をお手伝いします。
お借入金額 最大1,500万円

お借入金額 最大5,000万円

MY
HOME

住宅の新築・購入やマンションの購入等で、
一定範囲内の金額であれば無担保で対応可能です。

お借入期間 最長15年

お借入金額 最大500万円

お借入期間 最長10 年 6ヶ月

※空き家解体ローンのご相談も窓口にて受付中！

※住宅ローンのお借換えも無担保で！ 詳しくは店頭まで。

マイカーローン

教育ローン

マイカー購入への
近道です。

高校や大学へ進学するお子さまを
おもちのご両親をお手伝いします。

お借入金額 最大1,000万円

お借入期間 最長10年

お借入期間 最長15年
（在学期間+9年）

お借入金額 最大1,000万円

※1枚のカードで繰り返しご利用可能な極度型教育ローンもございます。

フリーローン

カードローン

旅行資金や結婚資金等、
様々な資金にご利用いただけます。

生活に必要なちょっとしたお金。
自分に合ったプランを見つけてみませんか。

お借入金額 最大300万円

お借入期間 最長7年

※お使いみちが確認できれば、金利（保証料）がお得になります。

契約金額

CARD

最大500万円

※JA住宅ローンご利用者専用のお得なカードローンもございます。

※上記ローンの商品概要については、裏面をご覧ください。

インターネットでかんたん事前審査申し込み!!
事
前
審
査
申
し
込
み
方
法

JAバンク神奈川のホームページに QRコード読み取り可能な
アクセス!!
端末はこちらから

1

2
24時間受付OK!!

※正式なお申し込みは、JA窓口での
お手続きが必要です。

P C・スマートフォンでご 利 用可能

サイト内の下記バナーを
クリック

クリック

※ローンのご相談はお近くのJA窓口までお気軽にお越しください。

神奈川
ＪＡバンクは貯金・ローンなどＪＡの金融部門の愛称です。

必要事項をご入力

3

事前審査結果は Eメ
ール に て ご 連 絡 い
たします。

住宅ローン
（新築・購入型）

住宅ローン
（借換型）

無担保住宅ローン
（小口住宅ローン）

●ご利用いただける方：勤続
（営業）
年数 1 年以上かつ年収 150 万円以上の方で、当ＪＡが指定する保証機関の保証
を受けられ、その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。
●お使いみち：住宅の新築・購入・増改築、マンション購
入等●借入金額：10 万円以上 5,000 万円以内※5,000 万円超のお申込みについても、
ご相談ください。
●借入期間：
3 年以上 35 年以内●借入利率：固定金利選択型または変動金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナ
ス月増額返済併用方式●担保：ご融資対象物件に抵当権を設定登記させていただきます。
建物には火災共済（保険）
をお付けいただき、質権を設定させていただく場合があります。
●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡ
が指定する保証機関の保証をご利用いただきます。
●団体信用生命共済：団体信用生命共済に加入していただきま
※9 大 疾 病 補 償付・三 大 疾 病保 障付・長 期 継 続 入院保 障 付のタイプ もございます。
す（
。共 済掛金はＪＡ負 担）

●ご利用いただける方：勤続（営業）年数 1 年以上かつ年収 150 万円以上の方で、当ＪＡが指定する保証機関の
保証を受けられ、その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：他金融機関住宅ローンの借換等
●借入金額：10 万円以上 5,000 万円以内※5,000 万円超のお申込みについても、ご相談ください。●借入期間：
3 年以上 35 年以内※現在お借入中の住宅ローンの残存期間内とします。●借入利率：固定金利選択型または変
動金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナス月増額返済併用方式。●担保：ご融資対象物件に抵
当権を設定登記させていただきます。建物には火災共済（保険）をお付けいただき、質権を設定させていただく場
合があります。●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただき
ます。●団体信用生命共済：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負担）※9 大疾病補償
付・三大疾病保障付・長期継続入院保障付のタイプもございます。

●ご利用いただける方：勤続（営業）年数 3 年以上かつ年収 150 万円以上の方で、当ＪＡが指定する保証機関の
保証を受けられ、その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：住宅の新築・購入、マンション購
入等●借入金額：10 万円以上 500 万円以内●借入期間：1 年以上 10 年 6 か月以内●借入利率：固定金利選
択型または変動金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナス月増額返済併用方式。●担保：不要です。
●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。●団体信
用生命共済：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負担）※三大疾病保障付・長期継続入
院保障付のタイプもございます。●無担保での住宅ローンのお借換に対応したローンもございます。

リフォームローン

●ご利用いただける方：継続して安定した収入のある方で、当ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：
住宅の増改築、改装、補修、他金融機関リフォームローンの借換等●借入金額：10 万円以上 1,500 万円以内●借
入期間：1 年以上 15 年以内●借入利率：固定金利選択型または変動金利型●返済方法：月払方式または月払
方式・ボーナス月増額返済併用方式。●担保：不要です。●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指
定する保証機関の保証をご利用いただきます。●空き家の取壊しに対応したローンもございます。

マイカーローン

●ご利用いただける方：継続して安定した収入が見込まれる方で、当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられ、
その 他当ＪＡが 定める条 件を満たしている方。●お使いみち：自動車・バイクの購入 資 金および 付帯 する諸費
用 、他社自動車ローンの借換等●借入金額：10 万円以上 1,000 万円以内●借入期間：10 年以内●借入利率：
固定金利型または変動金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナス月増額返済併用方式。●担保：
不要です。●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。

教育ローン

●ご利用いただける方：継続して安定した収入のある方で、当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられ、その
他当ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：入学金、授業料、学費・アパート等入居費用、他金融機
関教育ローンの借換等●借入金額：10 万円以上 1,000 万円以内●借入期間：最長 15 年（在学期間 +9 年）以内
●借入利率：固定金利型または変動金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナス月増額返済併用方式。
●担保：不要です。●保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いた
だきます。●ご利用限度額の範囲内で繰り返しご利用いただける極度型もございます。

フリーローン

●ご利用いただける方：継続して安定した収入のある方で、当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられ、その他当
ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：生活に必要とする一切のご資金、他金融機関各種ローンの借
換・事業性資金●借入金額：10 万円以上 300 万円以内●借入期間：6 か月以上 7 年以内●借入利率：変動金利
型または固定金利型●返済方法：月払方式または月払方式・ボーナス月増額返済併用方式。●担保：不要です。●
保証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。●見積書・領
収書等でお使いみちが確認できれば、お得な金利でお借入いただける「目的型フリーローン」もございます。

カードローン

●ご利用いただける方：継続して安定した収入のある方で、当ＪＡが指定する保証機関の保証を受けられ、その
他当ＪＡが定める条件を満たしている方。●お使いみち：生活に必要な一切のご資金。●契約金額：10 万円以上
500 万円以内●契約期間：契約日から 1 年後の応答日の属する月の 12 日（休日の場合は翌営業日）まで。●返
済方法：約定返済（毎月 12 日（休日の場合は翌営業日））※任意返済もご利用可能です。●利息の計算方法：毎日
の最終残高について付利単位を 100 円とした 1 年を 365 日とする日割計算とします。●担保：不要です。●保
証人：原則として保証人は不要ですが、当ＪＡが指定する保証機関の保証をご利用いただきます。●当ＪＡで住宅
ローンをお借入の方を対象とした「住宅ローン利用者専用カードローン」もございます。

※店頭でお申し出いただけ れば、お客様の返済額を試算いたします。
※利率は店頭およびホームページに掲示します。その 他詳細については、下記ＪＡ融資窓口へ お気軽にお問い合わ せください。

【神奈川県下ローン取扱JA】 JA横浜 JAセレサ川崎 JAよこすか葉山 JAさがみ JA湘南 JAいせはら JAはだの JAあつぎ JA県央愛川 JAかながわ西湘 JA相模原市 JA津久井郡

ＪＡバンクは貯金・ローンなどＪＡの金融部門の愛称です。

