〜さまざまなライフプランを応援！〜

JA多目的ローン
キャンペーン
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JA 三重中央
マスコットキャラクター
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生活応援プラン

リフォームプラン
ご自宅の修繕・増改築・カーポート設置・
太陽光発電の設置にもご利用いただけます。
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最軽減後金利

年

最軽減後金利

年

（+保証料率 年0.5％〜年1.65％）
（固定金利）

（+保証料率 年0.5％〜年1.65％）
（固定金利）

ＪＡ多目的ローンご返済プラン例

（ご融資金額 １００万円 適用金利 年0.8％ 元利均等月賦返済）

借入期間
毎月返済額

３年

４年

冠婚葬祭といった一大イベント、家電購入や
趣味・旅行等までご利用いただけます。

５年

ＪＡ多目的ローンご返済プラン例

（ご融資金額 １００万円 適用金利 年1.7％ 元利均等月賦返済）

３年

借入期間

28,121円 21,175円 17,007円

※上記の金額は概算のため、実際のご融資時と多少異なる場合がございます。
※お借入にあたっては、別途保証料
（年0.5％〜年1.65％）
が必要です。
※審査の結果、
ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。

４年

５年

28,511円 21,564円 17,396円

毎月返済額

※上記の金額は概算のため、実際のご融資時と多少異なる場合がございます。
※お借入にあたっては、別途保証料
（年0.5％〜年1.65％）
が必要です。
※審査の結果、
ご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。

満20歳以上の方なら

！
JA多目的ローン仮審査申込はインターネットでも受付しています！
※インターネットからのお申し込みがお得です。
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店 ☎293-0066

検索

令和 3 年 1 月 1 日現在

くわしくはお気軽に最寄りの支店窓口・
渉外担当者へお問い合わせください。
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https://www.ja-miechuo.or.jp/
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店 ☎294-7211
店 ☎272-1126
店 ☎262-3543

（市外局番：059）

白 山 北 支 店 ☎262-0104
久 居 支 店 ☎255-2169
久 居 西 支 店 ☎255-3007

JA多目的ローン 商品概要（一部抜粋）
リフォームプラン
ご利用
いただける方

○満20歳以上の方

生活応援プラン

○安定継続した収入のある方

○JAが指定する保証機関の保証が受けられる方

お借入頂く方
（個人）
の生活に必要とする資金であり、購入者・資金使途・所要金額が見積書・契約書等で確認出来るものとし、支払先
（購入先）
へ資金の
振込処理が出来るものとします。※ただし、保証機関が三菱UFJニコス株式会社の場合で、ご融資金額が50万円以下の場合は、当JAにお持ちの普通貯金口座に入金します。

お使いみち

①住宅の増改築・修理費用、水回り
（キッチン・浴室・洗面台・トイレ）
の費用、
壁紙・床の張り替え費用、外壁等の塗装費用
②太陽光パネル設置費用
③オール電化等のエコ機器導入工事
④バリアフリー化費用
⑤カーポート、門扉等の外構工事費用
⑥空き家の解体費用

ご融資金額
(お借入限度額）
ご融資利率

最軽減後金利 年0.8%

①結婚・ハネムーン費用 挙式披露宴・新婚旅行・婚礼用ドレスなど
②旅行 旅費・宿泊費など
③趣味 カメラ・楽器など
④ブランド品 時計・バッグ・宝飾品・着物など
⑤家具・家電 新築時の家電買い替えや結納品の準備など
⑥ビューティー 美容外科・エステ・化粧品など
⑦その他 葬儀・墓地・仏壇費用、引っ越し費用
（ただし、JA三重中央管内
に限ります。）
、ペット費用

三重県農業信用基金協会…１万円以上300万円以内
（１万円単位）
三菱ＵＦＪニコス株式会社…10万円以上500万円以内
（１万円単位）

基準金利 年3.6% （固定金利)

最軽減後金利 年1.7%

基準金利 年4.6% （固定金利)

下記の項目に対して、当ＪＡで
「ご利用頂いているまたは新規でご利用頂ける」方は、基準金利から金利軽減いたします。

金利
軽減内容

お借入期間
（ご契約期間）
ご返済方法
保証機関
保証料

〈下記の４項目すべてに該当される方…年2.8％軽減〉
○ＪＡ三重中央 住宅倶楽部会員の方
○給与振込またはJA住宅ローン
（同居家族のご利用も含みます。）
○当リフォームプランのお使いみちに対して、当ＪＡ指定住宅メーカー等
を新規でご利用頂ける方
○インターネットからＪＡ多目的ローンの申込を新規でご利用頂ける方

〈下記の４項目すべてに該当される方…年2.9％軽減〉
○ＪＡ三重中央 住宅倶楽部会員の方
○給与振込またはJA住宅ローン
（同居家族のご利用も含みます。）
○当生活応援プランのお使いみちに対して、当JA経済事業（生活セン
ター・旅行センター・葬祭センター）
を新規でご利用頂ける方
○インターネットからＪＡ多目的ローンの申込を新規でご利用頂ける方

〈下記のいずれかに該当する方…最大年2.6％軽減〉
○当リフォームプランのお使いみちに対して、当ＪＡ指定住宅メーカー等
を新規でご利用頂ける方…年1.5％
○給与または年金振込…年1.0％
○定期貯金20万円…年1.0％
○ＪＡ住宅ローン
（同居家族の利用も含む）
・
・
・年1.0％
○ＪＡマイカー・教育・カードローンのいずれかのご利用者…年1.0％
○ＪＡ三重中央 住宅倶楽部会員の方…年0.5％
○インターネットからＪＡ多目的ローンの申込を新規でご利用頂ける方…年0.1％
※複数の項目に該当した場合、最大年2.6％の軽減を上限とします。

〈下記のいずれかに該当する方…最大年2.7％軽減〉
○当生活応援プランのお使いみちに対して、当JA経済事業（生活セン
ター・旅行センター・葬祭センター）
を新規でご利用頂ける方…年1.5％
○給与または年金振込…年1.0％
○定期貯金20万円…年1.0％
○ＪＡ住宅ローン
（同居家族の利用も含む）
…年1.0％
○ＪＡマイカー・教育・カードローンのいずれかのご利用者…年1.0％
○ＪＡ三重中央 住宅倶楽部会員の方…年0.5％
○インターネットからＪＡ多目的ローンの申込を新規でご利用頂ける方…年0.1％
※複数の項目に該当した場合、最大年2.7％の軽減を上限とします。

三重県農業信用基金協会…６か月以上５年以内とします。

※なお、
ＪＡ住宅ローンをご利用して頂いている方は、
６か月以上７年以内とします。

三菱ＵＦＪニコス株式会社…６か月以上10年以内とします。

元利均等月賦返済 または 元利均等ボーナス月増額返済がご利用いただけます。なお、
ボーナス返済のご利用は、
ご融資額の50%以内です。

三重県農業信用基金協会 または 三菱UFJニコス株式会社の保証を受けていただきます。

※なお、三重県農業信用基金協会の保証を受けるためには、当JAの組合員に加入していただく必要があります。※別途保証料が必要です。

三重県農業信用基金協会 ・
・
・ 年0.5％〜年1.2％ ※一括払いのみの取扱いとなります。
三菱UFJニコス株式会社 ・
・
・ 年1.65％ ※分割払いのみの取扱いとなります。

●上記は商品の概要を示したものです。
●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。●ご融資利率は、令和3年1月1日現在のものです。
●金利環境の変化により、
ご融資利率を見直す場合がございます。●お借入後、軽減項目に該当されない方については、
ご融資利率を基準金利に見直しさせていただく
場合がございます。●お申込みに際しましては、JAおよびJAが指定する保証機関において所定の審査を行い、その結果によってはご希望に添えない可能性がござ
当JA所定の事務取扱手数料
（1,100円）
が必要と
います。●当JAでの借入累計額が500万円を超える場合は、組合員への加入が必要となります。●お借入にあたっては、
なります。●ご利用中の繰上返済や返済条件の変更については、別途所定の手数料が必要となります。●店頭にてご返済額を試算いたします。●適用金利・軽減項目等の

詳細については、最寄りの支店窓口・渉外担当者へお問い合わせください。

友だち募集中！
LINE@
友だち募集中！

メニュー画面から
知りたい情報簡単検索！

JA三重中央のイベントや、
各種キャンペーンをお知らせします！
今すぐ配信バナーをチェック！

新規友だち登録で
プレゼントがもらえる
クーポン配信中！

通知が多いと感じた方は、LINEトークルームのメニューから通知OFF設定を行ってください。

『住宅倶楽部』は会員登録でとってもお得♪

★JA住宅ローン新規契約時にキャンペーン金利よりさらに年0.01%金利軽減
★JAマイカーローン・JA教育ローン金利軽減・事務取扱手数料 無料など その他特典盛りだくさん！
！

こちらから登録

