〔商品概要説明書〕
固定金利選択型住宅ローン
（平成 28 年 10 月 1 日現在）
1．商品名
2．ご利用いただける方

3．資金使途

4．借入金額

固定金利選択型住宅ローン
（愛称：５(GO)サインα）
以下の条件をすべて満たす個人の方（国籍は問いません。ただし、外国籍の場合は日本に永住資
格のある方）
(1) 借入時の年齢が満 20 歳以上満 65 歳以下の方（ただし、最終完済時年齢が満 80 歳以下の方）
(2) 原則として同一勤務先に満 3 年以上勤務されている方（自営業者の場合は原則として営業開
始後満 3 年以上経過されている方）
(3) 給与所得者および年金受給者の場合、前年の税込給与収入・税込年金受給額が 150 万円以
上ある方（自営業者の場合は、過去 3 年間の年間の申告所得が 150 万円以上であり、かつ過
去 3 年間未納税額がない方）
(4) 当社所定の保証会社（三菱 UFJ トラスト保証(株)）の保証を受けられる方（お申込みの際、保証
会社の審査があります。）
(5) 団体信用生命保険に加入できる方（保険料は当社負担）
本人または家族が居住するための、土地・住宅の購入資金、建物の新築・増改築資金、借地中の
土地（底地）の買上資金、住宅ローンの借換資金
＊ セカンドハウス、投資用物件等の取得資金にはご利用いただけません。
＊ 借入対象物件によりご利用いただけない場合があります。
50 万円以上 1 億円以下（10 万円単位）、かつ年間所得額（給与所得者および年金受給者の場合は
前年の税込給与収入･税込年金受給額。自営業者の場合は前年の申告所得）に対するすべてのお
借入れの総年間返済額の下記算式による割合が、次の範囲内
（本ローンの年間返済額）＋（他にご利用のローンの年間返済額）
×100（％）
年間所得額
①
②
③

5．借入期間

6．借入利率（金利）

年間所得額が 150 万円以上 250 万円未満の方
年間所得額が 250 万円以上 400 万円未満の方
年間所得額が 400 万円以上の方

25％以下(担保が土地のみ …15%以下)
30％以下(担保が土地のみ …20%以下)
35％以下(担保が土地のみ …25%以下)

＊ 担保物件評価額（保証会社査定）により、お借入できる金額が異なる場合があります。
1 年～35 年（1 年単位）
ただし、担保および完済時年齢により 35 年以内となる場合があります。
＊ 借換の場合、現在ご利用の住宅ローン残存期間以内となります。
(1) 借入申込時に「変動金利」、「一定期間固定金利」、「全期間固定金利」のいずれかの金利コー
スをお選びいただきます。なお、「変動金利」、「一定期間固定金利」の場合の金利変動の方式
は短期金利連動型となります。
(2) 「変動金利」を選択された場合
① 当社の短期金利連動型住宅ローン金利を基準とする借入利率（金利）となります。借入後は
毎年 4 月 1 日と 10 月 1 日の年 2 回借入利率（金利）を見直します。4 月 1 日の新利率は 7
月の返済分から、10 月 1 日の新利率は翌年の１月返済分から適用します。
② 借入中、所定の手続きにより、「一定期間固定金利」に変更することができます。
③ 「一定期間固定金利」に変更する場合には、5,400 円(消費税込み)を手数料としていただきま
す。ただし、インターネットバンキングでのお手続きの場合、手数料は無料です。
(3) 「一定期間固定金利」を選択された場合
① 固定金利期間（特約期間）は、3・5・7・10・15･20 年から選択していただきます。固定金利期間
中の借入利率（金利）は一定となります。
② ①の期間に応じた借入利率（金利）は、当社所定の利率となります。
③ 固定金利期間中は、「変動金利」への変更、固定金利期間の変更はできません。
④ 固定金利期間終了時には「変動金利」、「一定期間固定金利」のいずれかをお選びいただき
ます。引続き「一定期間固定金利」を選択される場合は、固定金利期間終了前に当社所定の
手続きが必要となります。ただし、最終回返済日までの残存期間を超える固定金利期間をお
選びいただくことはできません。また、最終回返済日までの残存期間が 3 年未満の場合には
「一定期間固定金利」の選択はできません。なお､「一定期間固定金利」ご利用のお申し出が
ない場合は自動的に「変動金利」となります。
⑤ 固定金利期間終了時に「変動金利」を選択された場合は変動金利期間中、当社所定の手続
きにより、「一定期間固定金利」に変更することができます。
⑥ 「一定期間固定金利」を選択される場合は、そのつど 5,400 円(消費税込み)を手数料としてい
ただきます。ただし、借入当初の「一定期間固定金利」の選択については、手数料は不要で
す。また、インターネットバンキングでのお手続きの場合、手数料は無料です。
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6．借入利率（金利）

7．返済方法

(4) 「全期間固定金利」を選択された場合
① 固定金利期間は、25 年～35 年（1 年単位）から選択していただきます。借入中の借入利率（金
利）は一定となります。
② ①の期間に応じた借入利率（金利）は、当社所定の利率となります。
③ 借入中は、「変動金利」への変更、固定金利期間の変更はできません。
＊ 上記(2)～（4）の借入利率(金利)につきましては、ホームページなどでお知らせいたします。
・ 「元利均等返済」「元金均等返済」のいずれかの方法をお選びいただき、毎月の約定返済日にご
返済用預金口座より自動引落しさせていただきます。
・ 毎月返済と併用して半年毎返済（ボーナス月返済）もご利用いただけます。半年毎返済は借入
金額の 1／2 を上限とします。
・ 返済日は 7・17・27 日のいずれかからお選びいただけます。半年毎返済を併用する場合、半年
毎返済の返済日は、毎月返済の返済日と同日とさせていただきます。
【元利均等返済】
毎回の返済額（元金と利息の合計額）は、ご返済の見直し時まで一定（半年毎返済併用の場合
には、半年毎の約定返済日に半年毎返済額を毎月の返済額に加えた額）となります。
(1)「変動金利」を選択された場合
①「変動金利」を継続して利用している間は、返済額の見直しは 5 年毎に行います。したがって、見
直し時期までに借入利率（金利）に変動があっても、返済額中の元本分と利息分の割合を調整
し、5 年間は返済額を変更しません。なお、新返済額は旧返済額の 1.25 倍を上限とします。
②借入利率（金利）の変動により①の返済額内訳の調整がなされ、その結果、支払うべき利息が
所定の毎回返済額を超える場合は、その超過額(以下｢未払利息｣といいます。)を新借入利率
（金利）適用による第 2 回返済日以降の毎回返済額の中に含めて支払うものとし、その充当順
序は、未払利息･その回の利息･元金の順とします。
③最終回返済額は、毎回返済額にかかわらず、残存元金額とその利息に未払利息を加えた金額
とします。
(2)「一定期間固定金利」を選択された場合
固定金利期間中、返済額の見直しはございません。
固定金利期間終了時に、再度「一定期間固定金利」や「変動金利」をお選びいただけますが、当
初借入時の利率とは異なる場合があり、当初借入時より利率が上昇している場合には返済額
が増加することとなります。
(3) 「全期間固定金利」を選択された場合
借入中、返済額の見直しはございません。

8．担保

9．保証人
10．保証料
手数料等

【元金均等返済】
毎回の返済額（元金と利息の合計額）のうち、元金部分の返済額は一定（半年毎返済併用の場
合には、半年毎の約定返済日に半年毎返済額を毎月の返済額に加えた額）となります。
（ご返済金額は毎月変動します。）
借入対象物件に、保証会社（上記 2．（4）参照）が原則として第 1 順位の抵当権の設定登記を行い
ます。（公的借入がある場合はその後順位でも可）
担保の建物には長期火災保険をつけていただき、保証会社が必要と認めた場合は質権を設定させ
ていただきます。
保証会社の保証付ですので、原則として個人の保証人は不要です。
（保証会社の請求がある場合、保証会社に対して保証人が必要となります。）
〔保証取扱手数料〕
32,400 円（消費税込み） を保証会社に対してお支払いいただきます。
〔保証料〕
（1）借入金額と借入期間に応じた所定の保証料を一括してお支払いいただく場合、保証料の例は
以下のとおりです。
＜借入額 100 万円あたりの保証料の例＞
借入期間
元利均等返済(円)

5年
4,579

10 年
8,544

15 年
11,981

20 年
14,834

25 年
17,257

30 年
19,137

35 年
20,612

元金均等返済(円)

4,305

7,606

10,208

12,273

13,928

15,269

16,366

なお、繰上返済等によりお支払いいただいた保証料を返還することがあります。返還する保証
料は保証会社所定の計算および方法により算出され、返還する保証料からは、保証会社手
数料として以下の金額および振込手数料を差し引かせていただきます。差し引かせていただく
金額は、返還する保証料が上限となります。
一部繰上返済… 5,400 円（消費税込み）
全額繰上返済…10,800 円（消費税込み）
ただし、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞで一部繰上返済をしていただいた場合は、上記保証会社手数料は無
料となります。
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10．保証料
手数料等

（2）借入利率（金利）に含めて保証料をお支払いいただく場合、借入利率（金利）は年 0.2％上乗せ
になります。
〔火災保険ほか〕
火災保険料および抵当権設定手続き等に必要な費用は、別途ご負担いただきます。

11．繰上返済手数料
一部繰上返済
ローン相談室
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
（郵送申込）
3,240 円
無料
16,200 円
無料

変動金利期間中
固定金利期間中

全額繰上返済
ローン相談室
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
（郵送申込）
お取り扱いしておりません
無料
お取り扱いしておりません
32,400 円

上記手数料には、消費税が含まれております。
なお、別途保証会社手数料が必要となる場合がありますので、上記 10「保証料 手数料等」をご参
照ください。
＊ 一部繰上返済については、原則として 20 万円以上(１万円単位)となります。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
でお手続きいただく場合には、1 万円以上(１万円単位)となります。
12．条件変更手数料
半年毎返済月を変更するなどの場合の手数料…5,400 円（消費税込み）
別途保証会社手数料が必要になる場合がありますので、ローン相談室までお問い合わせください。
13．返済試算額の入手方法 ローン相談室にお申し付けいただければ試算いたします。
なお、上記 6「借入利率（金利）」の変動に伴い返済額も変動しますが、将来上昇したと仮定した借入
利率（金利）による試算もいたします。
＜借入利率（金利）による返済額の例＞
借入金額 1,000 万円（ボーナス返済なし）、借入期間 10 年の毎月返済額
借入利率（金利）
元利均等返済(円)

1％
87,604

2％
92,013

3％
96,560

4％
101,245

5％
106,065

6％
111,020

7％
116,108

8％
121,327

元金均等返済(円)*

91,666

99,999

108,333

116,666

124,999

133,333

141,666

149,999

＊ 初回返済額を表示しています。

14．金利情報の入手方法

借入利率（金利）については原則として毎月見直しを行い、ホームページなどでお知らせいたしま
す。
なお、過去の借入利率（金利）の推移についてはローン相談室に資料をご用意しています。
15．照会窓口
ローン相談室
電話番号 0570-056-156（平日 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く））
16．当社が契約している
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
指定紛争解決機関
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
※ お申し込みに際しては、当社および保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合
がございます。なお、審査の内容についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
※ 不動産会社等との提携ローンについては提携条件により内容が異なる場合がございます。提携条件については提
携先またはローン相談室へお問い合わせください。

三菱ＵＦＪ信託銀行

