
[商品概要説明書]

全期間固定金利型マイホームローンドリームZ25。 35
全国保証鰐保証付

大垣西濃信用金庫

(令和2年 11月 2日 現在 )

1.商品名 全期間固定金利型マイホームローンドリームZ 25・ 35

2.ご利用いただける

方

・個人を対象とし、次の条件をすべて満たす方。
①資格

日本国籍を有する方、または永住することが許可されている方で、かつ行為能力者であること

反社会的勢力に該当しない方

lll 信用上問題がない方(破産者、債務整理を行つた方、多重債務者は不可)

IV 当金庫の会員を有する個人の方

②年齢

③年収
・100万円以上かつ、安定した収入が継続して得られる見込みがある方。但し、
自営業者の方は過去3年の事業所得を基礎に判定します。

④勤続年数
・勤続年数1年以上、営業年数2年以上の方。

⑤団体信用生命保険に加入できること。
・保証会社の承認のもと不加入の特例あり。

⑥全国保証l■lの保証を得られる方。

種 類 申込時年齢及び実行時年齢 完済時年齢
一般団信 満20歳以上 満65歳未満 満80歳未満

3大疾病団信 満20歳以上 満50歳未満 満フ5歳未満
lll 3大 +就業不能団信 満20歳以上 満50歳未満 満75歳未満

lV がん団信 満20歳以上 満50歳未満 満80歳未満

3.お 使いみち ※「取扱基準一覧表」参照

自己居住用の土地、住宅・マンションの購入、新築、増改築資金およびその附帯費用、借換資

金

0事業用併用住宅は居住部分が50%以上とします。

4.ご融資金額 100万円以上 10,O00万 円以内 (1万円単位 )

5.ご利用期間 25年 (25年全期間固定)・ 35年 (35年全期間固定)

6.ご融資利率 固定金利 (借入時の金利を完済時まで適用)とし毎月1日 に当金庫の定める利率を

適用します。

適用利率は当金庫の窓口担当者までお問い合わせください。

7.ご返済方法
毎月元利均等返済とし、ボーナス月総額返済の併用もできます。但し、ボーナス返済部分の元本

はご融資額の50%までとします。

8.ご返済比率 雇用形態とご返済比率で5つのコースに分かれます。

①優先項目(Aコース)

つぎの条件を全て満たす場合、Aコースを適用するものとします。

保証会社保証付住宅ローンの総額が担保評価額の70%以内であること

専用住宅であること

主債務者単独での返済負担比率が40%以内であること

つぎの条件を全て満たす場合、Aコースを適用するものとします。

主債務者が医師・弁護士・公認会計士・税理士(勤務・自営等の雇用形態は間

わず)または公務員であること

主債務者単独での返済負担比率が40%以内であること

※上記2つの基準のいずれかを満たす場合、Aコースにて判定を行います。
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一般項目(B～巨コース)

※雇用形態は、「取扱基準一覧表」参照

年収 B～ Dコース 巨コース

400万円未満 30% 35%
400万円以上 35% 40%

9.担保・保証人 【保証人】
・原則不要
・但し収入合算者は連帯債務者もしくは連帯保証人、担保提供者は物上保証人となっていただき

ます。

【返済協力者】
・資金使途に事業性資金を含む場合の収入合算者であつて、連帯債務者とならない場合は返済協
力者となっていただきます

【担保】
・土地建物に第1順位の抵当権を設定いたします。
,火災保険の期間はローンの返済期間と同一とし、保険金額は建物の時価相当額とさせていただきま

す。

(詳しくは当金庫の窓口担当者までお問い合わせ下さい。)

10.事務手数料等 保証料―括支払いの場合

1件 ………110,000円 (消 費税込)(内 全国保証55,000円 )

保証料分割支払いの場合

1件 ………55,000円 (消 費税込)(内 全国保証 免除)

繰上返済手数料

全額繰上返済

一部繰上返済   33,000円 (税込 )

元本 1,000万 円未満について 44,000円 (税込 )

元本1,000万 円以上について 55,000円 (税込 )

11.団体信用

生命保険

(詳しくは当金庫の窓口担当者までお問い合わせください。)

団信種類 保証限度額 (融資金額限度 ) 保険料

―般団信 1億円 店頭表示金利に含まれる

3大疾病団信 1億円 店頭表示金利+02%

3大 +就業不能団信 1億円 店頭表示金利+03%

がん団信 1億円 店頭表示金利+01%

12.債務返済

支援保険

加入はご本人の希望によります。(一般団信限定)

30日 をこえる病気・ケガによる入院 (医師の指示による自宅療養を含みます)の場合に、保険金

が支払われます。

1回 の入院に対して、最長25カ 月にわたって保険金が支払われます。

支払いされる保険金により、ローン返済月額をカバーします。

地震による入院の場合にも、保険金が支払われます。

(詳しくは当金庫の窓口担当者までお問い合わせください。)

13.保証料
【一括支払】

期 間

Aコ ー ス Bコ ース Cコース(借換含まない)

通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料

254F 7,891円 33,819円 13,527円 50,729F] 16,909円 84,548円

351「 9,976円 42,756円 17,102Fヨ 64,134円 21,378円 106,891 Fl

期間

Cコース(借換含む) Dコ ース Eコー ス

通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料 通常保証料 超過保証料

25年 16,909F弓 50,729Fヨ 23,673円 118,368円 33,819円 152,188円

35年 21,378F可 64,134円 29,929円 149,648Fヨ 42,756Fヨ 192,404H

※ローン実行額 100万円についてのコース別、保証期間別の保証料
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【分割支払】
Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース

分割 (月 払) 0080/。 015% 020% 030% 040%

14.苦情処理措置

紛争解決措置

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または次の担当部署にお申し出く
ださい。

大垣西濃信用金庫 コンプライアンス統括部

郵便番号:503-0828
住 所 :岐阜県大垣市恵比寿町1丁 目1番地

・お問い合わせ先(平 日営業日のみ 9:00～ 17:00)
フリーダイヤル:0120-167-506
携帯電話・PHSからは 0584-75-6116(通 話料有料)

FAX:0584-75-5221
Eメール :ogakiseino― sb@ninus ocn ne ip

受付媒体 :電話、FAX、 手紙、巨メール、面談等で承ります。

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 :03-3
595-8588)、 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、
当金庫営業日に事務管理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。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただ

けます。その際には、①お客さま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、当金庫事務管理部もしく

は全国しんきん相談所にお問い合わせください。

15.その他
お申込に際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、あらかじめご了承下さい。

また、現在のご融資利率やご返済額の試算については当金庫の本支店にお問い合わせください。
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