商品概要説明書
１．就職内定者ローン
（2016 年 2 月 1 日現在）
項目
１．商品名

内容
就職内定者向けローン「みら いず （未来 図）
」
愛知 ・岐 阜・ 三重 県 内に 居住 し、 企業 等か ら 就職 内定 を受 けて い る方で、 東海 ３県

２．ご 利用い ただ
ける方

下で勤務（見込）し、下記条 件を すべて 満た す方
（１）お申込み時年齢が満 20 歳以上 30 歳未 満の方
（２）内定が証明できる書類（内 定通知 書等 ）をご 提出 いただ ける 方
（３）
（株）セディナの保証 が受け られ る方
ご本人 の生活 関連 資金（卒業 旅行 資金や 留学 資金、新生 活のた めの 家具・家電 購入資

３．お使いみち

金、引越し 資金等）や車 関連資 金（免 許取得 資金 、自 家用 の自動 車・オー トバ イなど の
車両の購入資金等）にご利用 いた だけま す。
※他債務借換資金および事業 性資 金、投 機資 金、反 社会 的資金は除 きま す。

４．ご融資金額

10 万円以上 100 万円以内（1 万円単位）
変動金利

５．ご融資期間

1 年以上 5 年以内（元金据置期間を含 む）

初任 給支給 月ま での 期間（ 最長 6 ヵ月 以内 ）に限 り、元金の返済を据え 置く ことが 可
能です。

６．お借入方法

ご融資 金は、 お借 入者 名義の 東海 ろうき ん普通預金 口座 に入金 させ てい ただき ます。
毎月の 定例返 済日 にご 指定の 返済 預金用 口座（東 海ろ うき ん普通 預金 口座 ）か ら引き
落とし させて いた だき ます。 また 、お借 入金 額の 50％を 上限 として 、年 2 回 の加算 返
済（ボーナス時増額返済）を 併用 するこ とも 可能で す。
（ 元利 均等 返済）
毎月の 返済日 は任 意の 日とし 、加 算返 済は 1-7 月 、2-8 月 より 選択し てい ただき ます。
（１）元金据置期間中
お利息 のみご 指定 の返 済用口 座（ 東海ろ うき ん普通 預金 口座） から 引き 落とし ます。
均等返済部分は毎月、加算返 済部 分は 6 ヵ月 毎に利 息を お支払 いい ただ きます 。
（２）元利金返済期間中

７．ご返済方法

定例返 済日に 約定 返済 金（元 金・利息 ）をご 指定 の返 済用口 座（ 東海ろ うき ん普 通預
金口座）から引き落としさせ てい ただき ます 。
（３）利息計算方法
均等返済分の利息は、均等 返済 の部分 の元 金残高 ×年 利率×1/12 で 計算 します 。
加算 返済分 の利 息は 、加 算返 済の部 分の 元金 残高× 年利 率×経 過月 数/12 で 計算し ま
す。
借入 日から 第 1 回返済 日ま たは 第 1 回 利息 支払日 まで の期間 中に 1 カ月 未満 の端数 日
数がある場合、その端数日数 につ いては 1 年を 365 日と し、日 割り で計 算しま す。
初回 および 最終 回返 済額は 、利息 計算 の端数 処理 のた め毎回 の返 済額と は異 なる場 合
があります。
毎月 の定例 返済 に加 えて任 意の 繰上返 済が 可能で す 。た だし 、融 資残高 に対 する繰 上
返済日までの経過利息の精算が必 要です 。

８．繰上返済

※繰上返済はろうきんダイレ クト でも取 扱い が可能 です 。
※ろう きんダ イレ クト のご利 用に は、別途 お申込 みが 必要 です 。ろ うきん ダイ レクト の
ご利用方法は「ろうきんダイ レク トご利 用の 手引き 」を ご参照 くだ さい 。
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商品概要説明書
項目

内容
当金 庫が 定め る「 労金 変動 金利型 住宅 ロー ンプ ライ ムレ ート（ 標準 金利 ）
」 の変動 幅
に連動して適用金利が年 2 回変動 する変 動金 利型と なり ます。

９．ご融資金利

・金利は 4 月 1 日と 10 月 1 日の見直し基準日に見直しま す。見 直し 幅（ 金利変
動幅）は、今回見直し基準日 と前 回見直 し基 準日の 基準 金利の 変動 幅と なりま す。
・4 月 1 日の基準金利を直後の 6 月の返済日の翌日より、10

月 1 日の基準金利

を直後の 12 月の定例返済日の翌日より反 映させ ます 。
・返済額は金利変更の都度、 見直 します 。新 返済額 が見 直し前 の返 済額 より少 な
くなる場合は、返済額を変更 せず に返済 期間 を短縮 しま す。
10．担保

不要です。

11．保証

保証人は原則不要です。
当金庫指定の保証会社（
（株 ）セデ ィナ ）をご 利用 いただ きま す。

12．保証料

お客様負担（保証料を金利に 上乗 せして お支 払いた だき ます）

13．手数料等

・ローン取扱手数料
・収入印紙代

なし
お客様負担

14．金 利情報 の入

・繰上返済（全額返済含む） 手数 料 無料
当金庫ホームページをご覧い ただ くか、 窓口 までお 問い 合わせ くだ さい 。

手方法
15．苦 情処理 措置
（ 東海 ろう
き んへ のご
相談･ 苦情･
お 問い 合わ
せ）

ご契約 内容や 商品 に関 するご 相談・苦情・お 問い合 わせ は、お 取引 店また は下 記のフ
リーダイヤルをご利用くださ い。
【窓口：東海ろうきんお客さ まセ ンター 】フ リーダ イヤ ル：0120-226616
（受付時間 平日 午前 9 時～午後 6 時）
なお 、苦情 対応 の手 続きに つい ては 、別 途パン フレ ット を用意 して おりま すの でお申
し付けいただくか、当金庫ホ ーム ページ をご 覧くだ さい 。
ホームページアドレス https://tokai.rokin.or.jp

16．紛 争解決 措置

愛知県 弁護士 会紛 争解 決セン ター（電 話:052-203 -1777 ）、愛知 県弁 護士会 西三 河支部

（ 第三 者機
関 に問 題解

（電話:0564- 54-9449）
、東京 弁護 士会紛 争解 決セン ター（電話:03-3581-0031）、第一 東
京弁 護 士会 仲裁 セ ンタ ー （電 話:03-3595-8588）、 第二 東京 弁 護士 会 仲裁 セ ンタ ー（ 電

決 をご 相談
に なり たい

話:03- 3581- 2249 ）で 問題 の解 決を図 るこ とも 可能 です ので 、ご 利用 を希 望さ れるお 客
さまは 、上記 東海 ろうき んお 客さま セン ターま たは ろう きん相 談所 にお問 い合 わせく だ

場合）

さい。
また、お客さまから、上記の各弁 護士会 に直 接お申 し出 いただ くこ とも 可能で す。
なお、東京三弁護士会は、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 、① お客 さまの アク セスに 便利 な地域 の弁 護士 会にお いて 、東 京の 弁護士
会とテ レビ 会議 シス テム 等を 用いて 共同 で問 題の 解決 を図 る方法 （現 地調 停）、②当 該
地域の弁護士会に問題を移管 し解 決する 方法 （移管 調停 ）もあ りま す。
詳しく は、東京 三弁 護士会 、東海ろ うき んお客 さま セン ターま たは ろうき ん相 談所に
お問い合わせください。
【全国労働金庫協会 ろうきん相談所】フリーダイ ヤル
（受付時間 平日 午前 9 時～午後 5 時）

17．その他

0120-177288

返済条件の変更は、原則受付 けて おりま せん 。
返済金 額は東 海ろ うき んホー ムペ ージ〈ロ ーンシ ミュ レー ション 〉でご試 算い ただけ
ます。
審査の 結果等 によ って は、ご利 用いた だけ ない場 合も ござ います ので 、予 めご 了承く
ださい。
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