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商品名 ○日本海しんきん住宅ローン「住まいる いちばんネクストⅤ（ファイブ）」 

保証会社 全国保証株式会社 

ご利用いただける方 

・当金庫の営業地区内に居住、または勤務されている方 

・満２０歳以上満６５歳未満 (個人事業主含む)の方で最終ご返済時年齢が８０歳未満

の方 

・安定継続した収入（前年度税込収入）が１００万円以上の方 

・勤続年数が 1年以上の方 ※法人役員、自営業者は通年決算２期以上 

・団体信用生命保険（団信）にご加入できる方 

・全国保証㈱の保証を受けられる方 

・当金庫の会員になっていただける方 

お使いみち 

・土地および住宅購入資金（中古住宅を含みます） 

・住宅新築資金・リフォーム資金（付随するインテリア、設備資金、エクステリア費用） 

・住宅ローン借換資金（土地のみの借換は不可） 

・諸費用等 

※定期借地権物件、セカンドハウスに係る資金は対象外とします。 

ご融資金額 

１００万円以上１億円以内(１万円単位)  

 ただし、以下の条件を全て満たすものとします。 

（1）全国保証㈱で定める担保評価額の 200％以内であること 

（2）「お使いみち」に該当する総額の範囲内であること 

（3）全国保証㈱の保証付融資の累積保証金額が 1億円以内であること 

対

象

物

件  

土地 
・原則６０㎡以上  

 ※借地の場合は普通借地であること（A,Bコースは借地については対象外） 

建物 
Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース 

専用住宅に限定 事業併用住宅も可能(居住部分が 1/2以上であることが条件) 

収

入

合

算 

1/2 

収入合算 

対象外 
「年収倍率６倍

基準」は対象外 
合算者の 1/2 を限度に合算可能（１名限り） 

 

 

 

 

 

 

次の①～③の全てに該当する方のうち１名限り(借入者または合算者い 

ずれか低い所得の 1/2 を限度に合算可能) 

①満２０歳以上６５歳未満 

②借入者と同条件を満たす方 

③同居する配偶者および親・子 

※所得合算者は連帯保証人又は連帯債務者とします。 

借換の全額

収入合算 
対象外 

原則 

対象外 
対 象 

ご融資期間 
原則２年以上３５年以内 

※特例：最長５０年以内（種別・コース・年収倍率により最長期間に制約あり)  

ご融資利率 

・固定金利または変動金利のいずれかを選択していただきます。 

固定金利選択型（3 年、5 年、10 年固定）の場合・・・当金庫所定の金利となります。 

※固定金利選択型について借入当初の金利が適用されるのは選択した固定金利期間に限 

ります。当初固定金利期間満了後は、その時点に店頭表示する通常金利が適用されます。 

変動金利選択の場合・・・当金庫の住宅ﾛｰﾝﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄを基準に変動します。 
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商品名 ○日本海しんきん住宅ローン「住まいる いちばんネクストⅤ（ファイブ）」 

返済負担比率 
・本件借入およびその他のすべての借入にかかる年間元利金返済額の合計が次の割合の

範囲内であること。 

 

 

 

 Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース 

400万円未満 
４０％以内 

３０％以内 ３５％以内 

400万円以上 ３５％以内 ４０％以内 

ご返済方法 
元利均等分割返済 または 元金均等分割返済 

※貸付金額の５０％を限度として、６ヶ月ごとの増額返済併用も可能です。 

担保 ご融資の対象となる物件に、当金庫が第一順位の抵当権を設定させていただきます。 

保証人 
原則不要（ただし、全国保証㈱の保証となります。） 

※但し、所得合算者は、連帯保証人または連帯債務者となります。 

親子リレーローン 

債務者(親)：満 65 歳未満 

承継者（子）：満 20 歳以上 50 歳未満で、承継者（子）の最終返済時年齢が満 80 歳未満

の方 

※承継者を連帯債務者とします。 

※両者が債務額の 50％ずつ団信に加入するものとします。 

火災保険 
建物の時価評価額以上の火災保険を付保していただき、その火災保険に質権を設定させていただ

く場合があります。 

 

保証料（一括支払） 

・保証料の目安：融資金額１００万円・貸付期間３５年・元利均等返済の場合 

Aコース Bコース Cコース Dコース Eコース 

 

 

通常 ９，９７６円 １７，１０２円 ２１，３７８円 ２９，９２９円 ４２，７５６円 

超過 ４２，７５６円 ６４，１３４円 
６４，１３４円 

借換等を含む場合 
１４９，６４８円 １９２，４０４円 

 
保証条件・内容により保証料が異なります。 

※ご融資時に保証会社に対して一括してお支払いいただきます。 

手数料 

（消費税込） 

・住宅ローン取扱事務手数料 

全国保証㈱手数料 ５４，０００円  

当金庫事務手数料 ３２，４００円  

・条件変更等手数料 

全額繰上返済時 手数料 

全額繰上返済額が当初

融資額の 

５０％以上       ３２，４００円 

３０％以上５０％未満  ２１，６００円 

１０％以上３０％未満   １０，８００円 

１０％未満 無料 

一部繰上返済時 手数料 

一部繰上返済額が当初

融資額の 

５０％以上 ２１，６００円 

 ３０％以上５０％未満 １０，８００円 

３０％未満 ５，４００円 

返済条件変更時    ５，４００円 
 

金利情報の入手方法 店頭窓口までお問い合わせください。 

返済額の試算 店頭にお申し出いただければ返済額を試算いたします｡ 

団体信用生命保険 

当金庫の指定する団体信用生命保険にご加入いただきます。 

「一般団信」、「がん保障特約付団信」、「三大疾病保障特約付団信」から選べます。 

・「一般団信」保険料は当金庫が負担します。 

・「がん保障特約付団信」にご加入の方は、ご融資利率に年０．２％上乗せ、「三大疾病

保障特約付団信」にご加入の方は、年０．３％上乗せとなります。 
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苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。 

日本海信用金庫 相談室および経営企画部コンプライアンス課 

 住  所：島根県浜田市殿町 83番地 1 

 ＴＥＬ：0855-22-1851  ＦＡＸ：0855-22-7858 

 ｅメール：s1711006＠facetoface.ne.jp 

 受付時間：9時～17時（信用金庫営業日） 

 受付媒体：電話、手紙、ファクシミリ、メール、面談 

＊ お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切か

つ円滑に行うために利用いたします。 

当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」

をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記相

談室にご相談ください。 

 全国しんきん相談所 

（一般社団法人全国信用金庫協会） 

住 所 〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-3-7 

電話番号 03-3517-5825 

受付日 

時 間 

月～金（祝日、12月 31日～1月 3日を除く） 

9:00～17:00 

受付媒体 電話､手紙、面談 

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」とい

う）が設置運営する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、相談室

または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立

てていただくことも可能です。 

 東京三弁護士会 

名 称 
東京弁護士会 

紛争解決センター     

第一東京弁護士会 

仲裁センター       

第二東京弁護士会 

仲裁センター       

住 所 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 

1-1-3 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関 

1-1-3 

〒100-0013 

東京都千代田区霞が関

1-1-3 

電話番

号 
03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249 

受付日 

時 間 

月～金(祝日､年末年始

除く) 

9:30～12:00､ 

13:00～15:00 

月～金(祝日､年末年始

除く) 

10:00～12:00､ 

13:00～16:00 

月～金(祝日、年末年始

除く) 

9:30～12:00､ 

13:00～17:00 
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東京三弁護士会の仲裁センター等は、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、次の（１）、（２）の方法により、お客さまのアクセスに便利な

東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。 

  なお、ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ、東京三弁護士会、全国

しんきん相談所または当金庫相談室にお尋ねいただくか、東京三弁護士会のホームペ

ージまたは当金庫ホームページ（http://www.shinkin.co.jp/nihonkai/）をご覧くだ

さい。 

（１）現地調停 

   東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム

等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。 

   例えば、お客さまは、広島弁護士会の仲裁センター等にお越しいただき、当該弁

護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を

通じてお話いただくことにより、手続きを進めることができます。 

（２）移管調停 

   当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。 

   例えば、広島弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁セ

ンター等で手続きを進めることができます。 

日本海信用金庫 

http://www.shinkin.co.jp/nihonkai/

