JA邑楽館林

マイカー・教育ローン
キャンペーン
期間

平成30年1月29日月～平成30年5月31日木

金利引下げ適用条件

●組合員
［新規加入を含む］

0.975％

右記条件一つ該当にてキャンペーン金利適用

変動
金利

●JAカード契約者
［新規加入を含む］

●給与振込
●農畜産物販売代金振込
●年金振込（対象商品：マイカーローン）
［新規振込指定を含む］

年

※表示金利は平成30年1月29日現在のものです。 ※上記金利に別途保証料がかかります
（裏面、
商品概要をご覧ください）
。
※表示金利は、
お取扱期間内にお申込みいただき、
その後3カ月以内にお借入れいただいた場合の適用金利です
（群馬県農業信用基金協会保証をご利用の場合）
。
※適用金利は、
金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。
※ローンのご利用は、
審査の結果、
ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
JA所定の資格・要件を満たす方に限らせていただきます。

JA邑楽館林
JA邑楽館林本所
金融部融資課
大手町支所
赤羽支所

0276-74-5111
0276-74-5189
0276-75-0105
0276-72-3309

六郷支所
三野谷支所
館林北支所
多々良支所

0276-72-0133
0276-73-4061
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0276-72-2716

ローンセンター

分福町支所
明和支所
板倉北支所
板倉東支所

0276-75-1004
0276-84-4000
0276-77-0045
0276-82-0515

0120-17-1560
板倉南支所
板倉西支所
富永支所
永楽支所

0276-82-1009
0276-82-1253
0276-86-4621
0276-86-3005
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0276-62-3301
0276-88-5522
0276-88-5505
0276-88-5530

商品概要
【群馬県農業信用基金協会保証型】
JAマイカーローン

JA教育ローン

○組合員または組合員となる資格を有する個人の方
○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
※20歳未満の方は、
法定代理人の連帯保証人が必要です。
○管内（邑楽郡・館林市）にお住まいの方
ご利用
※管外にお住まいの組合員の方も、群馬県内に居住し管内で勤務されている場合はご利用いただけます。
いただける方 ○前年度税込み年収が、農業者の場合は150万円以上の方、農業者以外の場合は200万円以上の方
○原則、
勤続
（営業）
年数が1年以上の方
○群馬県農業信用基金協会の保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

○組合員または組合員となる資格を有する個人の方
○お借入時の年齢が満20歳以上であり、最終償還時の年齢が満71歳未満の方
○管内（邑楽郡・館林市）にお住まいの方
※管外にお住まいの方でも、群馬県内に居住し管内で勤務されている場合はご利用いただけます。
○前年度税込み年収が、農業者の場合は150万円以上の方、農業者以外の場合は200万円以上の方
○原則、勤続（営業）年数が1年以上の方
○群馬県農業信用基金協会の保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

お使いみち

○自動車・自動二輪車の購入資金（中古車を含む）
○車庫建設資金（100万円以内）
○運転免許取得、
カーナビ等カー用品購入
○車検・修理等の諸費用
○他金融機関等からの自動車資金のお借換

○就学子弟の入学金、授業料、学費、家賃等教育に関する全ての資金
※お借入申込日から2カ月前までにお支払済みの資金を含む。
○他金融機関からの教育資金のお借換

お借入金額

○10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内）
※お借入時の年齢が71歳以上の場合は、200万円以内

○10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内）
※年2回または毎月の分割ご融資も可能

お借入期間

○6カ月以上最長10年以内
※お借換の場合、
現在、お借入中のローン残存期間内

○6カ月以上最長15年（在学期間＋9年）以内（据置期間含む）
ただし、据置期間は初回貸付日から貸付対象子弟の卒業予定年月の末日の6カ月後以内
※お借換の場合、現在、お借入中のローン残存期間内

お借入利率 【変動金利型】お借入後の利率は、当JAが定める短期プライムレートを基準に、年2回見直します。 ※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。
ご返済方法

○元利均等毎月返済
（ご融資の50％以内でボーナス月増額の併用もできます。）

担保

○無担保

保証

○群馬県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
一律保証料：保証金額の0.2％ 保証料：年0.5％
※一括前払となります。
※お借入金額100万円、お借入期間5年、金利年0.975％の場合：14,564円（一律保証料込）。
1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

3.見積書または契約書

○群馬県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
一律保証料：保証金額の0.2％ 保証料：年0.4％
※一括前払となります。
※お借入金額100万円、お借入期間5年、金利年0.975％の場合：11,705円（一律保証料込）。

4.健康保 1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

3.合格通知書または在学証明書

ご用意
険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.その他ＪＡが必要とする 4.健康保険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.お使いみちの
わかる書類（入学金・授業料等の金額が記載されているもの） 6.その他ＪＡが必要とする書類
いただく書類 書類
※詳細については、
当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

【三菱UFJニコス株式会社保証型】
JAマイカーローン

JA教育ローン

○お 借入時の年齢が満20歳以上75歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の管内
（邑楽郡・館林市）
に居住または勤務されている方
ご利用
○継続して安定した収入が見込まれる方
いただける方 ○三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

○お 借入時の年齢が満20歳以上65歳未満であり、最終償還時の年齢が満72歳未満の管内
（邑楽郡・館林市）に居住または勤務されている方
○継続して安定した収入が見込まれる方
○三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

お使いみち

○自動車・自動二輪車等の購入資金（中古車を含む）
○車庫建設資金（100万円以内）
○運転免許取得、
カーナビ等カー用品購入
○車検・修理等の諸費用
○他金融機関等からの自動車資金のお借換

○就学子弟の入学金、授業料、学費、家賃等教育に関する全ての資金
※お借入申込日から過去3カ月前以内にお支払済みの資金を含む。
○他金融機関からの教育資金のお借換

お借入金額

○10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内）
※お借入時の年齢が71歳以上の場合は、200万円以内

○10万円以上1,000万円以内（所要金額の120％範囲内（借換資金を除く））

お借入期間

○6カ月以上最長10年以内

○6カ月以上最長15年（在学期間＋9年）以内（据置期間含む）
ただし、据置期間は初回貸付日から貸付対象子弟の卒業予定年月の末日の6カ月後以内

お借入利率

○【変動金利型】
お借入後の利率は、当JAが定める短期プライムレートを基準に、年2回見直します。 ※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

ご返済方法

○元利均等毎月返済
（ご融資の50％以内でボーナス月増額の併用もできます。）

担保

○無担保

保証

○三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証をご利用いただきます。
保証料率：年0.85％～1.35％
※毎月のご返済時にお支払いいただきます。
1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

○三菱ＵＦＪニコス株式会社の保証をご利用いただきます。
保証料率：年1.00％～1.50％
※毎月のご返済時にお支払いいただきます。
3.見積書または契約書

4.健康保 1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

3.合格通知書または在学証明書

ご用意
険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.その他ＪＡが必要とする 4.健康保険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.お使いみちの
わかる書類（入学金・授業料等の金額が記載されているもの） 6.その他ＪＡが必要とする書類
いただく書類 書類
※詳細については、
当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

【株式会社ジャックス保証型】
JAマイカーローン

JA教育ローン

○お借入申込時の年齢が満18歳以上であり、最終償還時の年齢が満75歳以下の管内（邑楽郡・
館林市）に居住または勤務されている
ご利用
※20歳未満の方は、
法定代理人の連帯保証人が必要です。
いただける方 ○継続して安定した収入が見込まれる方
○株式会社ジャックスの保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

○お借入申込時の年齢が満20歳以上65歳以下であり、最終償還時の年齢が満70歳以下の管
内（邑楽郡・館林市）に居住または勤務されている方
○継続して安定した収入が見込まれる方
○株式会社ジャックスの保証が受けられる方
○その他ＪＡが定める条件を満たしている方

お使いみち

○自動車・自動二輪車・ロードバイク等の購入資金（中古車を含む）
○車庫・カーポート等設置費用
○運転免許取得、
カーナビ等カー用品購入
○車検・修理等の諸費用
○他金融機関等からの自動車資金のお借換（残価設定型ローンの残価部分も含む）
※お借換対象マイカーローンで直近6カ月以内に返済遅延がない方。

○就学子弟の入学金、授業料、学費、家賃、その他生活費（仕送り含む）等教育に関する資金
※お借入申込受付前3カ月以内に現金でお支払済みの資金を含む。
○他金融機関からの教育資金のお借換

お借入金額

○10万円以上1,000万円以内（所要金額の範囲内）

○10万円以上500万円以内
※医科、歯科、獣医科、薬科大学または学部の場合は1,000万円以内

お借入期間

○6カ月以上最長10年以内

○6カ月以上最長16年10カ月以内（据置期間含む）
ただし、据置期間は入学の7カ月前から卒業後の3カ月以内とする。

お借入利率

○【変動金利型】
お借入後の利率は、当JAが定める短期プライムレートを基準に、年2回見直します。 ※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

ご返済方法

○元利均等毎月返済
（ご融資の50％以内でボーナス月増額の併用もできます。）

担保

○無担保

保証

○株式会社ジャックスの保証をご利用いただきます。
保証料率：年0.68％
※毎月のご返済時にお支払いいただきます。
1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

○株式会社ジャックスの保証をご利用いただきます。
保証料率：年1.00％
※毎月のご返済時にお支払いいただきます。
3.見積書または契約書

4.健康保 1.所得を証明する書類

2.運転免許証等の本人確認書類

3.合格通知書または在学証明書

ご用意
険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.その他ＪＡが必要とする 4.健康保険証（扶養の有無を確認できない場合は源泉徴収票または住民票） 5.お使いみちの
わかる書類（入学金・授業料等の金額が記載されているもの） 6.その他ＪＡが必要とする書類
いただく書類 書類
※詳細については、
当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

※詳細については、当ＪＡの融資窓口へお問い合わせください。

（ご利用に際して組合員加入のため出資が必要となる場合がございます）
「JAとのお取引はこれから」
というお客様もお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

JA邑楽館林

ローンセンター

TEL.0276-75-5131

