下記 1 項目満たすごとに
キャンペーン金利から金利引き下げいたします
①当ＪＡでＪＡ住宅ローン・ＪＡリフォームローン・ＪＡマイカーローン・ＪＡ教育ローン・
カードローンのいずれかをご利用されている方：年▲0.2%
※カードローンはＪＡカードローン ( 三菱 UFJ ニコス型 ) およびＪＡクイックカードロー
ン ( 基金協会型 ) とします
②当ＪＡに給与振込 ( 返済額以上 ) または、公的年金・農産物販売代金のお振込をさ
れている方：年▲0.2%
③当ＪＡでＪＡカードを契約され且つＪＡカードから公共料金 ( 携帯電話・固定電話・
電気・ガスのいずれか 1 つ ) の引落しをされている方：年▲0.1%
④当ＪＡで預入金額 100 万円以上の定期貯金をご契約されている方：年▲0.1%
⑤当ＪＡで給付契約額 50 万円以上の定期積金をご契約されている方：年▲0.1%
⑥当ＪＡでＪＡネットバンクをご契約されている方：年▲0.1%
以上、いずれかに該当される方、もしくは新規取引いただける方。

※原則として借入者ご本人のお取引とします。 ※④⑤については融資実行後も継続してご契約いただくこと
とします。 ※条件に複数該当される場合、最大 0.6% の引下げとなります。

通常金利
［固定金利］

平成30年

1.7

最大 年

平成31年

10/1（月）〜3/29（金）

％

年

キャンペーン金利より

《 キャンペーン期間 》

0.9

最下限金利［固定金利］

に！
ら
さ

キャンペーン金利［固定金利］

1.5

年

別途保証料

年

％

ギフトカタログ

◆抽
選
◆当 選 発 表
◆ 賞品のお渡し
◆懸賞抽選権

別途保証料

％

期間中に100万円以上のマイカーローンをお借入れいただいた方の中から抽選で

400名様にギフトカタログプレゼント！
1等

金利
引き下げ

※引下げ条件を満たさなくなった場合には、金利引下げが適用されない場合がございます。
※金融
情勢等が変動した場合は、期間中であっても金利を見直しさせていただく場合があります。
※別途保証料年 0.60％〜年 0.79％が必要となります。※ご利用に際しては、組合員加入のための
出資が必要となります。

別途
保証料

さらにさらに！

0.6％

40本

30,000 円相当

2等

平成 31 年 4 月〜 5 月 ( 予定 )
当選発表は、当選者様にＪＡより直接お知らせします。
平成 31 年 6 月 ( 予定 )
平成 31 年 3 月 29 日までに 100 万円以上のマイカーローン資金
を実行いただいた方に、1 口の抽選権をお付けいたします。

※平成31年3月29日までの資金実行分が対象となります。
※当選本数は広島県内13ＪＡの合計本数となります
※平成31年3月29日までに全額繰上返済された方については、
抽選の対象外となります

ギフトカタログ

360本

4,000 円相当

◆ 抽 選 方 法 抽選は 1 等から順に行います。なお、
当選はお一人様 1 回とします。
貸付データからコンピユータにより自動抽選を行います。
※抽選結果等に関するお問い合わせにはお応えできませんのでご了承ください。

◆賞

品 ＪＡ職員より当選のご連絡および賞品のお渡しをさせていただきます。
※懸賞品は当選者における一時所得となり、確定申告が必要な場合があります。

※抽選番号 ( 抽選券 ) の発行はいたしませんのでご了承ください。

お申し込み時にご用意いただくもの
ディーラーなどの見積書または注文書/運転免許証/健康保険証/印鑑/所得
を証明する書類（源泉徴収票、課税台帳記載事項証明書、確定申告書など）が
必要となります。
なお、入社して1年未満の新入社員の方は給与明細書になり
ます。
就職内定者の方は内定通知書が必要です。

インターネットからのお申込みも可能です。

（ただし、20歳以上の方に限ります。
）

インターネットではJAマイカーローンの仮審査のお申し込みが行えます。なお、
JAマイカーローンをご利用いただくには、
別途正式なお手続きが必要となります。

契約社員、派遣社員、パート、アルバイトの方にオススメ！
！

三菱UFJニコス
保 証 型

1.69 〜2.85

（保証料込） 三菱UFJニコス保証型についても、適用条件を満
たすことで、お得な固定金利プランを選択すること
ができます。詳しくは、店頭窓口でご確認ください。

固定金利

◎ローンのお申込みに際しては、当JA所定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
◎店頭にて返済額の試算を承っております。◎繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途ＪＡ所定の手数料が必要となります。
平成30年12月17日（月）現在
◎ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。

「JAマイカーローン」商品概 要
商品 名

ご 利 用
いただける方

お使いみち

金利タイプ
金

利

「ＪＡマイカーローン」
(基金協会型）

以下の①〜④すべての条件を満たす方
①組合員または組合員となる資格を有する方
※組合員なるには、出資が必要です。
②お借入時の満年齢が18歳以上で、最終返済時の満年
齢が76歳未満の方（20歳未満の方については、給与
所得者で、法定代理人を連帯保証人としていただける
方に限ります。）
※ただし、インターネット申込の場合は、融資実行日の満年齢が20
歳以上で、最終返済時の満年齢が76歳未満の方。

③広島県農業信用基金協会の保証を受けられる方
④安定した収入の見込まれる方
Ⅰ給与所得者は勤続年数1年以上の方、自営業者は営業
年数3年以上の方
（新卒の給与所得者の方は1年未満でも利用可能）
Ⅱ前年度税込年収（所得金額）が150万円以上ある方

平成30年12月17日（月）現在

「ＪＡマイカーローン」

「ＪＡマイカーローン」

（リピーター型 (基金協会型））
以下の①〜⑥すべての条件を満たす方
①組合員または組合員となる資格を有する方
※組合員なるには、出資が必要です。
②マイカーローン(広島県農業信用基金協会保証)の
返済実績が2年以上あり、返済状況が良好で、返
済中または完済後5年以内の方。
③お借入時の満年齢が20歳以上で、最終返済時の
満年齢が76歳未満の方
④広島県農業信用基金協会の保証を受けられる方
⑤安定した収入の見込まれる方
Ⅰ給与所得者は勤続年数1年以上の方、自営業者は
営業年数3年以上の方
Ⅱ前年度税込年収（所得金額）が150万円以上ある
方

ご本人または同居のご家族が必要とされる次の資金か対象です。ただし、営業用自動車は除きます。
●自動車・バイク（ともに中古車を含む）のご購入資金およびご購入に付帯する諸費用。
●自動車等の点検・車検・修理費用、共済（保険）掛金に必要な資金および保証料。
●運転免許の取得資金。
●カーナビ等のカー用品の購入資金。
●車庫建設資金（お借入金額は100万円以内）。
●他金融機関・信販会社等自動車ローンの借換資金。

（三菱 UFJニコス型）

以下の①〜⑤すべての条件を満たす方
①当JA地区内に在住または在勤の方。
②お借入時の年齢が満18歳以上75歳未満であり、最
終償還時の年齢が満80歳未満の方。
③継続して安定した収入のある方。もしくは新卒内定
者で入社月の3か月前以降に借入申込をされる方。
※契約社員、派遣社員、パート、アルバイトの方もご利
用可能です。
④三菱UFJニコス㈱の保証が受けられる方。
⑤その他当JAが定める条件を満たしている方。

ご本人またはご家族か必要とされる次の資金が対象です。
ただし、
営業用自動車、個人間売買に伴う資金は除きます。
●自動車・バイク・除雪機（いずれも中古を含む）のご購
入資金およびご購入に付帯する諸費用。
●自動車等の点検・車検・修理費用、共済（保険）掛金に
必要な資金。
●運転免許の取得資金。
●カーナビ等のカー用品の購入資金。
●車庫建設資金（お借入金額は100万円以内）。
●他金融機関・信販会社等自動車ローンの借換資金。
（残価設定クレジットを含む）

●固定金利型

●固定金利型
※なお、お借入利率には年０.79％または年1.35％の保証
料を含みます。

●フレッ車ーʼS金利プラン 年1.0%
●固定金利優遇金利プラン 年0.9％〜年1.5%

●フレッ車ーʼS金利プラン 年1.79%〜年2.35％
●固定金利優遇金利プラン 年1.69%〜年2.85%
※上記金利には保証料を含みます。

●フレッ車ーʼS金利プラン
・融資金額 300万円以内
・35歳未満の方
・当ＪＡに給与振込（全額）またはＪＡカードの取引がある方、または新規取引いただける方
上記のすべてを満たす方

金利適用条件

①当ＪＡでＪＡ住宅ローン・ＪＡリフォームローン・ＪＡマイカーローン・ＪＡ教育ローン・カードローンのいずれかをご利用されている方：年▲0.2%
※カードローンはＪＡカードローン(三菱UFJニコス型)およびＪＡクイックカードローン(基金協会型)とします
②当ＪＡに給与振込(返済額以上)または、公的年金・農産物販売代金のお振込をされている方：年▲0.2%
③当ＪＡでＪＡカードを契約され且つＪＡカードから公共料金(携帯電話・固定電話・電気・ガスのいずれか1つ)の引落しをされている方：年▲0.1%
④当ＪＡで預入金額100万円以上の定期貯金をご契約されている方：年▲0.1%
⑤当ＪＡで給付契約額50万円以上の定期積金をご契約されている方：年▲0.1%
⑥当ＪＡでＪＡネットバンクをご契約されている方：年▲0.1%
以上、いずれかに該当される方、もしくは新規取引いただける方。
※原則として借入者ご本人のお取引とします。 ※④⑤については融資実行後も継続してご契約いただくこととします。
※条件に複数該当される場合、最大0.6%の引下げとなります。
10万円以上500万円以内(1万円単位)

ご融資金額
ご融資期間

担保・保証

※所要金額の範囲内とします。なお、当JAに下取車のお借入残高（基金協会型）がある場合は、お借入金額に含めることができます。

据置期間を含め 6か月以上 10年以内とします。
なお、新
卒内定者の場合の据置期間は、初回ご融資日からご融資
対象者の入社前月末までの範囲とします。
（最大 3か月）

6か月以上10年以内
●広島県晨業信用基金協会の保証をご利用いただきますので、原則として担保・保証人は不要です。
●保証料のお支払いについては、一括前払いまたは分割払いのいずれかよりこ選択いただけます。
①一括前払い：お借入時に一括して保証料をお支払いいただきます。②分割払い：約定返済日の元利金返済に
あわせ、分割して保証料をお支払いいただきます。
■保証料 お借入金額100万円あたりの一括払い保証料〈概算値〉
ご返済方法

ご返済年数

1年

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。なお、下取車のお借入残高がある
場合は、お借入金額に含めることができます。
※お借入時の年齢が71歳以上の場合については200万円を上限とし、
新卒内定者の場合については、300万円を上限とします。

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

●三菱UFJニコス㈱の保証をご利用いただきますので、
原則として担保・保証人は不要です。

10 年

毎月均等返済の場合 3,794円 7,314円 10,849円 14,407円 17,983円 21,570円 25,180円 28,800円 32,447円 36,106円
※返済方式を元利均等返済とし、固定金利年1.5%・保証料年0.70%(―括前払い)で、お僣入金額100万円(ボーナス併用の場合：
毎月分60万円・ボーナス分40万円／実行月：10月／ボーナス月：1月・7月)あたりの保証料を試算。

保証料率：年0.60％〜年0.79％

ご返済方法

その他

元利均等返済（毎月の返済額（元金+利息）が一定となる方法）とし、次のいずれかをご選択いただけます。
①毎月返済方式
②ボーナス併用返済方式（ボーナス返済による返済元金総額はお借入金額の40%以内です）

元利均等返済（毎月の返済額（元金+利息）が一定とな
る方法）とし、次のいずれかをご選択いただけます。
①毎月返済方式
②ボーナス併用返済方式（ボーナス返済による返済元金
総額はお借入金額の50%以内で、
１万円単位です）

●お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関（広島県農業信用基金協会または三菱UFJニコス㈱)において所定の審査をさせていただきます。審査
結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途JA所定の手数料が必要となる場合がございます。
●別途印紙税が必要となります。
●詳細につきましては、店頭に「説明書」をご用意しております。
●店頭にて返済額の試算を承っております。

