
JAバンク新潟 検索ご相談はお近くのJA窓口へお問い合わせください。
ホームページでもご案内しております。

https://www.jabank-niigata.or.jp

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ

JA教育ローン

キャンペーン期間

2021.8.1●
▼

2022.4.30●

日

土

［証書型］ 教育ローン

応援
金利
応援
金利

年 %1.5
❹ ＪＡネットバンク契約のある方
❺ ＪＡで定期貯金（50万円以上）のある方
❻ ＪＡが定めるその他条件に該当する方

❶ 給与振込または年金振込をＪＡに指定されている方
❷ ＪＡカードの発行のある方
❸ ＪＡで他のローン契約（カードローン含む）のある方

応援金利適用条件

年 %1.6
キャンペーン金利キャンペーン金利

変動
金利

変動
金利

※応援金利等適用条件に該当しない場合は、店頭表示金利（変動金利/年3.9％：令和3年7月1日時点）が適用される場合があります。 
※上記金利は全ＪＡの統一金利ではありませんので、実際の適用金利は各ＪＡまでお問い合わせください。 ※上記金利はキャンペーン期間中にお申込みされ、2022年5月31日（火）まで
にお借入れされた方が対象となります。 ※別途、年0.4％～1.5％の保証料がかかります。保証料は保証機関によって決めさせていただきます。※お借入れ後の適用金利は、ＪＡ所定の基
準金利（パーソナルプライムレート）を基準として、年２回見直しを行います。 ※お借入期間中に適用条件を満たさない場合や、ご返済の滞りなどが発生した場合は、応援金利適用を中
止させていただく場合があります。  ※表記されている情報は2021年8月1日現在のものとなります。

カード型もあるぞう！

［証書型］オススメポイント！

前期後期の授業料、毎月の
家賃など、必要なタイミング
での分割借入が可能！

必要な分だけ
月々 の返済額、

返済期間についても
相談のうえ決められます！

ご希望に沿って
借入、返済の計画を
決められるので、

資金計画を立てやすい！

計画的に

［ 証書型 ］ オススメPoint!

［2項目以上に該当で応援金利を適用］

保証料別途 保証料別途

JA教育ローン
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［ 証書型 ］ローン商品内容 

※お申込みに際しては、JAおよびJA指定保証機関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、予めご了承ください。 ※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。 ※月々の返済額
をお知りになりたい方には、店頭にて返済額の試算を承っております。 ※詳しくはJA窓口までお問い合わせください。

ネットからの
お申し込みは
こちらから

▶

窓口でも！窓口でも！ パソコンでも！パソコンでも！ スマホでも！スマホでも！

その他、様々なニーズに応えられるよう保証機関別に複数商品をご用意させていただいておりますので、JA窓口までご相談ください。

お子様のマイカーご購入も［ JAマイカーローン ］で！

マイカーローン

商品名

ご利用
いただける方

ご融資金額 10万円以上1,000万円以内（1万円単位）

ご融資期間

ご返済方法 元利均等返済（毎月返済方式、特定月増額返済方式）

手数料 繰上返済や返済条件を変更する場合には、ＪＡ所定の手数料が必要になります。

お使いみち

担保・保証

ご用意いただく
書類

・運転免許証、健康保険証　　　　　・所得を証明する書類（所得証明書、源泉徴収票、納税証明書等）
・合格通知書または在学証明書等　　・その他JAが必要とする書類

・就学されるご子弟の教育に関する全てのご資金（入学金、授業料、学費、アパート家賃等）
・現在、他金融機関から借り入れ中の教育資金の借換資金

・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
・原則として、勤続（または営業）年数が
１年以上の方
・原則として、前年度税込年収が200万
円以上ある方
・その他ＪＡが定める条件を満たして
いる方

○据置期間を含め最長15年（在学期間＋9年）以内
○据置期間は、初回ご融資日からご融資対象ご子弟の卒業予定年月の末日の6か
月後までの範囲

○据置期間を含め6か月以上16年10
か月以内
○据置期間は以下のとおり

・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歳未満の方
・継続して安定した収入のある方
・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歳以上であ
り、最終償還時の年齢が満75歳以下
の方
・継続して安定した収入のある方
・その他ＪＡが定める条件を満たして
いる方

担保・保証人は原則不要です。
新潟県農業信用基金協会の保証
を受けていただきます。

担保・保証人は原則不要です。
三菱ＵＦＪニコス㈱の保証を受け
ていただきます。

担保・保証人は原則不要です。
㈱ジャックスの保証を受けていた
だきます。

・初回ご融資日からご融資対象ご子
弟入学前の7か月以内
・卒業予定年月までの在学期間以内
・卒業後の3か月以内

教育ローン
（新潟県農業信用基金協会保証）

教育ローン
（一般型・三菱ＵＦＪニコス保証型）

教育ローン
（㈱ジャックス保証）

保証料 年0.4％（分割払い） 年1.0％または年1.5％（分割払い） 年1.0％（分割払い）



JAバンク新潟 検索ご相談はお近くのJA窓口へお問い合わせください。
ホームページでもご案内しております。

「JAとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ

https://www.jabank-niigata.or.jp

JA教育ローン

キャンペーン期間

2021.8.1●
▼

2022.4.30●

日

土

［カード型］ 教育ローン

証書型も

あるぞう！

※応援金利等適用条件に該当しない場合は、店頭表示金利（変動金利/年3.9％：令和3年7月1日時点）が適用される場合があります。 
※上記金利は全ＪＡの統一金利ではありませんので、実際の適用金利は各ＪＡまでお問い合わせください。 ※上記金利はキャンペーン期間中にお申込みされ、2022年5月31日（火）まで
にお借入れされた方が対象となります。 ※お借入れ後の適用金利は、ＪＡ所定の基準金利を基準として、見直しを行います。詳細は、JAの融資窓口へお問い合わせください。 ※お借入
期間中に適用条件を満たさない場合や、ご返済の滞りなどが発生した場合は、応援金利適用を中止させていただく場合があります。  ※表記されている情報は2021年8月1日現在のも
のになります。

ATMから
いつでも繰り返し
利用できる！

近くでお手軽
その都度必要な分だけ
借入可能で、支払う利息は

使った分だけ！

いつでも気軽
在学中の費用を
全て用意できるか

不安な方も安心できる！

色々な費用に

［ カード型 ］ オススメ Point!

応援
金利
応援
金利

年 ～%1.9年 %2.0 ～

キャンペーン金利キャンペーン金利

変動
金利

変動
金利

保証料込 保証料込

❹ ＪＡネットバンク契約のある方
❺ ＪＡで定期貯金（50万円以上）のある方
❻ ＪＡが定めるその他条件に該当する方

❶ 給与振込または年金振込をＪＡに指定されている方
❷ ＪＡカードの発行のある方
❸ ＪＡで他のローン契約（カードローン含む）のある方

応援金利適用条件
［2項目以上に該当で応援金利を適用］



［ カード型 ］ローン商品内容

※お申込みに際しては、JAおよびJA指定保証機関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、予めご了承ください。 ※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。 ※月々の返済額
をお知りになりたい方には、店頭にて返済額の試算を承っております。 ※詳しくはJA窓口までお問い合わせください。

ネットからの
お申し込みは
こちらから

▶

窓口でも！窓口でも！ パソコンでも！パソコンでも！ スマホでも！スマホでも！

その他、様々なニーズに応えられるよう保証機関別に複数商品をご用意させていただいておりますので、JA窓口までご相談ください。

お子様のマイカーご購入も［ JAマイカーローン ］で！

マイカーローン

商品名

ご利用
いただける方

ご融資金額 10万円以上700万円以内（10万円単位）

ご融資期間 新規貸越可能期間 ： 在学期間かつ65歳未満

貸付方法 当座貸付（ATMまたは、窓口にて貸付）

ご契約期間 1年ごとにご契約期間の更新をいたします。※65歳以上は更新不可 

お使いみち

ご返済方法

・毎月25日（休日の場合は翌営業日）にご返済。
・ご子弟が在学中は毎月お利息のみ、ご子弟の卒業後は契約金額（借入極度額）に応じて下表のとおり。

10万円以上70万円以下 390万円以上460万円以下

80万円以上150万円以下 470万円以上530万円以下

160万円以上230万円以下 540万円以上610万円以下

240万円以上300万円以下 620万円以上690万円以下

310万円以上380万円以下

1万円+利息

2万円+利息

3万円+利息

4万円+利息

5万円+利息 700万円

貸越期間
終了後の
お支払い

契約金額（借入極度額） 約定返済金額（元金+利息）

6万円+利息

7万円+利息

8万円+利息

9万円+利息

10万円+利息

約定返済金額（元金+利息）契約金額（借入極度額）

・お借入時の年齢が満20歳以上65歳未満の方
・原則として、前年度税込年収が200万円以上ある方
・原則として、勤続（または営業）年数が1年以上の方
・その他当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歳未満の方
・継続して安定した収入がある方
・その他JAが定める条件を満たしている方

教育ローン
（カード型・新潟県農業信用基金協会保証）

教育ローン
（カード型・三菱UFJニコス保証）

担保・保証 担保・保証人は原則不要です。
新潟県農業信用基金協会の保証を受けていただきます。

担保・保証人は原則不要です。
三菱ＵＦＪニコス㈱の保証を受けていただきます。

ご用意いただく
書類

・運転免許証、健康保険証　　　　　・所得を証明する書類（所得証明書、源泉徴収票、納税証明書等）
・合格通知書または在学証明書等　　・その他JAが必要とする書類

保証料 年0.4％（借入利率に含む） 年1.35％（借入利率に含む）

就学されるご子弟の教育に関するすべてのご資金
（入学金、授業料、学費、アパート家賃等）

就学されるご子弟またはご本人の教育に関するすべての
ご資金（入学金、授業料、学費、アパート家賃等）


