
マイカーローン
（別途保証料）年1.0%基準金利

3.475%
[変動金利]

団体信用
生命共済にも
加入できます

JAネットローン三大疾病付
教育ローン
年2.75%基準金利

4.475%
[変動金利]

団体信用
生命共済にも
加入できます

（保証料込）

JA三大疾病付
教育ローン

（別途保証料）年1.85%基準金利
3.475%
[変動金利]

団体信用
生命共済にも
加入できます

お客様のニーズに
お応えする商品で生活をサポート

JAネット
ローン カードローン

年7.625%～年10.425%
（保証料込）

募集期間

に

多目的ローンJAネット
ローン

年6.750%～年7.355%
（保証料込）

団体信用
生命共済にも
加入できます

アグリマイティー資金

年0%変動
金利

（別途保証料）

JAネットローン
マイカーローン
年1.69%基準金利

4.265%
[変動金利]

団体信用
生命共済にも
加入できます

（保証料込）

最大軽減後
金利 最大軽減後

金利

最大軽減後
金利 最大軽減後

金利

令和4年10月3日㈪～令和5年3月31日㈮
※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります（令和4年10月3日現在）
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※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります
（令和4年10月3日現在）

※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります
（令和4年10月3日現在）

※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります
（令和4年10月3日現在）

商品名　アグリマイティー資金

お使いみち

ご　利　用
いただける方

当JAの正組合員の方、もしくはJAが定
めた農業者の方

◎農舎・畜舎・その他施設建築資金
◎農機具等購入資金
◎農村環境設備に要する資金
◎農地の取得・改良・造成に要する資金
◎果樹・花木・家畜・家禽の導入、育成に
要する資金

◎その他農業資金
※資金使途により0%が使えない場合
　もあります

ご融資額 必要資金額の範囲内で、融資残高の合
計金額が5,000万円(個人)以内

ご融資期間
17年以内かつ法定耐用年数等を勘案
し、資金使途ごとに設定
※据置期間3年以内を含む

担保・保証 兵庫県農業信用基金協会の保証を受け
られる方に限ります（要保証料）

分割返済または一括返済

ご融資利率

ご返済方法

基準金利（変動金利型）　年2.100％
融資実行から最長3年間JAバンク及び
JA兵庫南から利子補給を行います
JAバンクの利子補給制度は当初の借
入金額が100万円以上かつ借入期間が
10年以内であるものが対象となります

お使いみち
ご　利　用
いただける方

自動車・バイク購入（中古車を含む）、修理、車検費用、借換等
お借入時年齢が18歳以上75歳未満の方で継続して安定した収入があること、
パートタイムの方も審査可能です

ご融資額
1,000万円以内
※ただし貸付時年齢が満20歳未満または満71歳以上の場合については200万
円を上限とし、満20歳以上の新卒内定者の場合については300万円を上限と
する

ご融資利率
●基準金利（変動金利）　年4.265％
●JAとのお取引により最大軽減金利適用中
最大2.575％軽減（金利軽減項目についてはホームページでご確認ください）

ご返済方法 ●元利均等返済
●ボーナス時の増額返済もご利用いただけます

担保・保証人 ●三菱UFJニコス(株)の保証をご利用いただけますので原則として不要です

ご　用　意
いただく書類

①本人確認書類(運転免許証・健康保険証)
②所得を証明するもの(源泉徴収票・所得証明書、等)
③注文書または見積書
④現在のお借入れローンの返済予定表・残高証明書・返済用口座のお通帳（借換
　の場合）

ご融資期間 6ヶ月以上、10年以内（完済時80歳未満）

商品名　JAネットローン マイカーローン
お使いみち
ご　利　用
いただける方

自動車・バイク購入（中古車を含む）、修理、車検費用、借換等

18歳以上、勤続3ヶ月以上で、前年度税込年収が100万円以上の方

ご融資額
500万円以内
※ただし貸付時年齢が満71歳以上の場合については200万円を上限とし、新
卒内定者の場合については300万円を上限とする

ご融資利率
●基準金利(変動金利)　年3.475％
●JAとのお取引により最大軽減金利適用中
最大2.475％軽減

ご返済方法 ●元利均等返済
●ボーナス時の増額返済もご利用いただけます

担保・保証人 ●兵庫県農業信用基金協会の保証をご利用いただけますので原則として不要です

ご　用　意
いただく書類

①本人確認書類(運転免許証・健康保険証)
②所得を証明するもの(源泉徴収票・所得証明書、等)
③注文書または見積書
④現在のお借入れローンの返済予定表・残高証明書・返済用口座のお通帳（借
　換の場合）

※金融情勢により、金利見直しを行う場合もあります（令和4年10月3日現在）
※ローンのお申込に際し、お客様のご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください

※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります（令和4年10月3日現在）
※ローンのお申込に際し、お客様のご希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください

ご融資期間 6ヶ月以上、10年以内（完済時80歳未満）

商品名　JAマイカーローン

お使いみち

ご　利　用
いただける方

教育施設に就学するご
子弟の入学金・授業料・
その他の学費に必要な
資金

満20歳以上71歳未満、
勤続1年以上で、前年度
税込年収が150万円以
上の方

ご融資額 500万円以内

ご融資利率

●基準金利（変動金利）
年3.475％

●JAとのお取引により
最大軽減金利適用中
最大1.975％軽減

●三大疾病保障特約付
団体信用生命共済　
ご加入時+0.35%

ご返済方法 元利均等返済

担保・保証人
兵庫県農業信用基金協
会の保証をご利用いた
だけますので原則とし
て不要です

ご融資期間

据置期間を含め最長15
年（在学期間+9年）以
内
※据置期間は、ご子弟
の卒業予定年月の末
日の6ヶ月後までの
範囲内

商品名　JA教育ローン

お使いみち

ご　利　用
いただける方

教育施設に就学するご
子弟の入学金・授業料・
その他の学費に必要な
資金

満20歳以上65歳未満
の方で継続して安定し
た収入があること

ご融資額 1,000万円以内

ご融資利率

●基準金利（変動金利）
年4.475％

●JAとのお取引により
最大軽減金利適用中
最大2.075％軽減

●三大疾病保障特約付
団体信用生命共済　
ご加入時+0.35%

ご返済方法 元利均等返済

担保・保証人
三菱UFJニコス(株)の
保証をご利用いただけ
ますので原則として不
要です

ご融資期間

6ヶ月以上据置期間を
含め15年以内（在学期
間を含む）
※据置期間は、初回ご
融資日からご融資対
象ご子弟またはご本
人の卒業予定年月の
末日の6ヶ月後まで
の範囲内

商品名　JAネットローン 教育ローン

商品名　JAネットローン 多目的ローン
お使いみち

ご　利　用
いただける方

見積書・注文書・契約書・領収書等に
よって資金使途が確認できる資金

お借入時年齢が満20歳以上75歳未
満の方で継続して安定した収入がある
こと

ご融資額 10万円以上500万円以内、所要金額の
範囲内とする

ご融資利率 ●変動金利　年6.750％
●固定金利　年7.355％

ご返済方法
●元利均等返済
●ボーナス時の増額返済もご利用いた
だけます

担保・保証人 三菱UFJニコス(株)の保証をご利用い
ただけますので原則として不要です

ご融資期間 6ヶ月以上、10年以内

商品名　JAネットローン カードローン
お使いみち

ご　利　用
いただける方

生活に必要な一切の資金

ご契約時年齢が満20歳以上70歳未
満の方で継続して安定した収入がある
こと

ご融資額 10万円以上500万円以内、10万円単位
とする

ご融資利率 年7.625％～年10.425％

ご返済方法
毎月10日を約定返済日とし、前月約定
返済日現在のお借入残高に応じて返済
用貯金口座からの自動引落しによりご
返済いただきます

担保・保証人 三菱UFJニコス(株)の保証をご利用い
ただけますので原則として不要です

ご融資期間

ご契約から1年後の応答日の属する月
の定例返済日まで
※ただし、ご契約者から解約の意思表
示がなく、当JAがその信用状況につ
いて契約の更新に支障がないものと
判断した場合は、さらに1年間延長す
るものとする

※満70歳の誕生日以降は契約の更新
は行いません

ご
加
入
に
つ
い
て

共
済
金
の
お
支
払
い

■年　　齢　ご加入時20歳から50歳まで
■告　　知　今までに、悪性新生物（上皮内がん、皮膚がんを含みます）と診断されたことがある場合に

はご加入いただくことはできません。健康状態を「団体信用生命共済 被共済者加入申込
書兼告知書」で告知していただきます。告知に際し事実を告知されなかったり、事実でな
いことを告知されますと、共済金が支払われない等不利益をこうむる場合がありますの
で、特にご注意ください。また、告知内容や全国共済農業協同組合連合会で保有する情報
等によって、ご加入をお断りすることがあります。

※上記以外の教育ローン商品もご用意しています。詳しくは窓口までお問い合わせください。　
※上記はあくまで概要です。ご加入にあたっては必ず「団体信用生命共済のご説明」、「申込書ご記入のご案内」およ
び「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のしおり」をご確認ください。

※JA三大疾病保障付教育ローンでご利用いただく団体信用生命共済は全国共済農業協同組合連合会の引受けとな
りますが、団体信用生命共済の内容の詳細やご不明な点についてはお借入予定のJA窓口にお問い合わせください。
※本「JA三大疾病保障付教育ローン」のご案内はJA三大疾病保証付教育ローンに付帯される共済の概要を説明した
ものであり、実際にお借入の際には「団体信用生命共済 被共済者加入申込書兼告知書」に添付されている「団体信用
生命共済のご説明」、「申込書ご記入のご案内」および「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のしおり」を必ずご確
認ください。

■保障期間　この共済契約における保障の開始時は、資金受取時（資金を分割して受け取られる場合に
は、初回資金受取時）となります。また、保障終了日は債務の弁済を完了した日となります
が、それ以前に所定の年齢になられた場合または所定の期間が経過した場合は、その月
の末日となります。

■被共済者が共済期間内に次のいずれかに該当した場合、共済契約者（JA）に共済金が支払われ、教育
ローンが全額返済されます。

※約定利息、延滞利息および遅延損害金について、ご負担いただく場合があります。
①死亡されたとき
②保障の開始時以後に生じた傷害または疾病により、所定の後遺障害の状態になられたとき
③三大疾病（悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中）に罹患し、以下の状態になられたとき
●悪性新生物（がん）…保障期間内に、初めて所定の悪性新生物（上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫
以外の皮膚がんを除く）に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保障の開始時の属する
日から90日以内に悪性新生物と診断された場合を除きます。

●急性心筋梗塞…保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の急性心筋梗塞を発病し、初診日から
60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

●脳卒中…保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語
障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

共
済
金
が
支
払
わ
れ
な
い
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■被共済者が次のいずれかに該当した場合、共済金のお支払いができません。
①保障の開始時の属する日から1年以内に自殺されたとき
②「団体信用生命共済 被共済者加入申込書兼告知書」に、告知日現在および過去の健康状態等につい
て事実を告げなかったか、または事実でないことを告げ契約が解除されたとき

　[ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。]
③被共済者の故意により所定の後遺障害の状態になられたとき
④保障の開始時前の疾病もしくは傷害が原因で所定の後遺障害の状態または疾病が原因で三大疾病
状態になられたとき

⑤契約関係者に詐欺等の行為があった場合や共済金を詐取する目的で事故を起こした場合、契約関係
者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、共済契約の全部または
一部が取り消され、または解除されたとき

商品名　三大疾病保障特約付団体信用生命共済

※金融情勢により、金利の見直しを行う場合もあります（令和4年10月3日現在）

くわしくは、各支店窓口までお問い合わせください。

http://www.ja-hyogominami.com/

魚 住 支 店
二 見 支 店
播 磨 支 店
かんき支店
加古川支店
ローンプラザオフィス加古川

TEL.078-947-2323
TEL.078-942-1924
TEL.079-435-1591
TEL.079-434-2200
TEL.079-422-3401
TEL.079-451-1200

TEL.079-438-0511
TEL.079-428-2153
TEL.079-452-0072
TEL.079-492-0048
TEL.079-495-0020
TEL.078-948-3711

TEL.079-492-1121
TEL.079-447-0824
TEL.079-443-3355
TEL.079-448-0001
TEL.079-432-3728
TEL.078-948-3715

神 野 支 店
加古川北支店
しかた支店
天 満 支 店
母 里 支 店
ローンプラザオフィス明石

加 古 支 店
伊 保 支 店
荒 井 支 店
高砂西支店
米 田 支 店
資産相談プラザ

00278704
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