
まとまった教育資金が必要な方へ。
毎月一定額のご返済で計画的。
在学期間中の元金返済据置も可能です。
パソコン・スマホから「ご来店不要型」をお申し込みいただくこともできます。

専用カードで必要な時に必要な分だけATMからお借り入れできます。
突然の費用にも対応できて安心。
在学期間中はお利息のみのお支払いで家計にもやさしい。

お子さまの輝く未来を応援します！お子さまの輝く未来を応援します！

夢に向かって

希望あふれる
将来のために

www.takashin-net.co.jp

たかしん 検 索 平成28年10月3日現在

※裏面もご覧ください

教育関連資金は、身近な　　　　で。

（変動金利・保証料込み）（変動金利・保証料込み）

（変動金利・保証料込み）（変動金利・保証料込み）

〈店頭金利〉〈店頭金利〉

〈最大引下げ後の適用金利〉〈最大引下げ後の適用金利〉 〈最大引下げ後の適用金利〉〈最大引下げ後の適用金利〉

〈店頭金利〉〈店頭金利〉

年2.7％

年4.7％

平成28年10月3日(月)～平成29年5月31日(水)

教育プラン教育プラン 教育カードローン教育カードローン

最大引下げ幅：最大引下げ幅：

▲年2.0％
最大引下げ幅：最大引下げ幅：

▲年2.0％

年2.7％

年4.7％

年2.48％
変動金利
（保証料込み）

年5.28％
固定金利
（保証料込み）

年2.48％ 年5.28％

年7.28％
変動金利変動金利
（保証料込み）

固定金利固定金利
（保証料込み）

年4.48％ 年7.28％年4.48％

教育ローンキャンペーン教育ローンキャンペーン
お取扱期間

①受験料の目安
受験種類 受験料

センター試験 (3教科以上受験） 18,000
センター試験 (2教科以下受験） 12,000
国公立大学二次試験 17,000
私立大学 (一般型 ) 30,000 ～ 35,000
私立大学 (医学部 ) 50,000 ～ 60,000
私立大学 (センター利用型 ) 10,000 ～ 20,000
私立大学 (医学部センター利用型 ) 30,000 ～ 45,000

（単位：円）

②入学時にかかるお金の目安
国公私立 年間授業料

（単位：円）
入学料 施設設備費 実験実習料 その他 総計

国立大学 (昼間部 ) 535,800 282,000 ー ー ー 817,800
公立大学 (昼間部 ) 537,857 397,721 ー ー ー 935,578
私立大学 (全平均 ) 860,072 264,390 188,063 34,903 86,753 1,434,182
　文学部・教育学部 758,724 251,225 174,224 12,859 70,661 1,267,694
　法学部・商学部・経済学部 731,934 245,457 147,469 8,530 61,131 1,194,522
　理学部・工学部 997,571 252,338 167,825 68,013 65,967 1,551,713
　農学部・獣医学部 877,860 256,268 203,718 108,804 87,412 1,534,062
　医学部・歯学部 2,764,631 1,036,391 863,538 179,439 1,677,099 6,521,098
　薬学部 1,428,922 350,424 290,255 34,654 69,871 2,174,126
　芸術学部 1,112,178 258,431 286,364 41,001 82,320 1,780,294

（金額はあくまで目安ですので、実際の金額は各大学にお問い合わせください。）

合格(五角)鉛筆プレゼント!!合格(五角)鉛筆プレゼント!!
先着2,000名様に先着2,000名様に

がんばっている
受験生を応援します！

窓口で受験料を納付されたお客さま
または

当該ローンをお申込みいただいたお客さま

は 大学受験にかかるお金の目安
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●ご利用に際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。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
●『　　　　教育プラン』および『　　　　教育カードローン』証書貸付期間中の繰上げ完済・一部繰上げ返済、ご返済条件等を変更される場合には、
　当金庫所定の手数料がかかります
●詳しい内容、ご融資利率やご返済の試算につきましては本支店窓口、営業担当者、　　　　相談プラザにお問い合わせください
●店頭に商品概要説明書をご用意しております

金利引下げ対象項目 引下げ幅 金利引下げ対象項目 引下げ幅

①「ぐーちょきパスポート」提示
②給与振込み
③当金庫で既にローンをご利用の方
④定期預金（10万円以上を3ヵ月以上お預け入れの方）
⑤定期積金（毎月1万円以上を3ヵ月以上掛け込みの方）

⑥財形貯蓄をご契約の方
⑦公共料金自動引落し（2種目以上）
⑧インターネットバンキングご契約
⑨しんきんカードご契約
⑩「健康事業所宣言」事業に参加する事業所の従業員の方

年▲0.5％
年▲0.5％
年▲0.5％
年▲0.1％
年▲0.1％

年▲0.1％
年▲0.1％
年▲0.1％
年▲0.1％
年▲0.2％

※上記項目はお申込人ご本人様のお取引が対象となります。以上①～⑩合計で最大 年▲2.0％

教育カードローンのご融資金利引下げ対象項目教育プラン・

商品名

ご利用
いただける方

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率

ご返済方法

保証人・担保

保証会社
保証料
お申込み時に
ご用意いただくもの
(仮審査時は不要です)

手数料
(消費税込)

その他

『　　　　教育プラン』 『　　　　教育カードローン』
●就学する子弟を持つ親権者、法律上の後見人および、実質的に就学子弟
　を扶養する親族の方
●当金庫の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方
●満20歳以上で安定継続した収入のある方
●（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方

●1万円以上1,000万円以内（1万円単位）
※ただし、付帯費用については100万円以内といたします。

●16年以内（卒業予定月までの元金据置を含む）

●店頭金利：変動金利 年4.48％　固定金利 年7.28％
　お取引状況等により最大年▲2.0％いたします
　（最大引下げ後 変動金利 年2.48％　固定金利 年5.28％）
●『リピートプラン』
　当金庫にてすべての基金保証付個人ローン（カーライフプランや教育
　プラン等）、すべての基金保証付住宅ローン、基金以外の保証付自動車
　関連ローンをご返済中で、ご返済実績が6ヵ月以上あり、かつ、直近の
　ご返済が行われている方または完済後3年以内の方は、『リピートプラ
　ン』がご利用いただけます。
　『リピートプラン』{教育関連資金}のご融資利率
　変動金利 年4.38％　固定金利 年7.18％
（最大引下げ後　変動金利 年2.38％　固定金利 年5.18％）となります。

●元金均等または元利均等分割毎月返済（ご融資金額の50％以内で年2回
　のボーナス返済もご利用可能です）

●不要です

●（一社）しんきん保証基金の保証をご利用いただきます。 ●（一社）しんきん保証基金の保証をご利用いただきます。

●ご印鑑（普通預金お届印）
●運転免許証、健康保険証
●所得を証明する書類・資金使途確認資料

●ご融資実行時に用紙代1通につき540円をお支払いいただきます。
●一部繰上げ返済、繰上げ完済およびご返済方法等の条件変更を行う場合
　には、1回につき3,240円をお支払いいただきます。

●お子さま等が学校等に就学中または就学予定である方
●当金庫の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方
●満20歳以上で安定継続した収入のある方
●（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方
※本商品は当座貸越と証書貸付を組合わせた商品です
※当座貸越期間中は専用カードによりATMでご利用できます

●就  学  中【当座貸越】貸越極度額50万円以上500万円以内（10万円単位）
●ご卒業後【証書貸付】500万円以内（1万円単位）
　※ただし、貸越契約期限日における当座貸越の貸越元金と最終利払日以
　　降の貸越利息の合計額を上限とします
●【当座貸越期間】5年以内（1年毎の自動更新）
　※ただし、お子さま等の卒業予定月の末日まで。
　　医学部、薬学部等の6年制大学等、在学予定期間が4年を超える場合は、
　　最長7年以内かつ卒業予定月の末日まで。また、お子さま等が進学する
　　際、引き続きこの教育カードローンのご利用を希望される場合は、進学
　　先を確認させていただき、進学先の卒業予定月の末日まで。
●【証書貸付期間】3ヵ月以上10年以内
  （卒業予定月の3ヵ月後の末日までに証書貸付に切替えていただきます）

●【当座貸越期間】元金返済は不要です。ただし、お利息については利息
　　支払い用預金口座から毎月お支払いいただきます。(毎月10日)
●【証書貸付期間】元金均等毎月返済または元利均等毎月返済
　（ご融資金額の50%以内で年2回のボーナス返済もご利用いただけます）
●不要です

●変動金利 年4.7％（当座貸越・証書貸付とも）
　お取引状況等により最大 年▲2.0％いたします
　（最大引下げ後 年2.7％）

●ご印鑑（普通預金お届印）
●運転免許証（お持ちでない場合は、パスポート・健康保険証・顔写真付
　住民基本台帳カードのいずれか）
　※日本国籍以外の方は、この他に在留カード・特別永住者証明書・外国
　　人登録証明書・住民票抄本（在留資格の記載のあるもの）のいずれか
　　をご用意ください　
●ご本人の年収を確認できる書類の写し
（例）公的所得証明書・源泉徴収票・税務署受付印のある確定申告書等
●お子さま等の就学が確認できる書類の写し
（例）合格通知書、学生証、在学証明書 等

●事務手数料：無料（印紙代は別途ご負担いただきます）

お使いみち ●入学金・授業料等、学校へ納付する資金、アパート家賃・教材費等の付
　帯費用等、教育関連資金
※①当座貸越（ATMでご利用できます）
　・入学金・授業料等の教育資金
　・アパート家賃・教材費等の教育関連資金
　②証書貸付
　・①の貸越元金残高および最終利払日以降の貸越利息

●入学金・授業料等、学校へ納付する資金、アパート家賃・教材費等の付
　帯費用等、教育関連資金
※学校納付金については、当金庫にてお振込ができるものに限ります
※支払済費用もしくは付帯費用については領収書・通帳等にて確認が必要
　となります

●別途保証料は不要です（毎月の金利に含まれています）●別途保証料は不要です（毎月の金利に含まれています）

平成28年10月3日現在

たかしん 検 索

お問合せ先　 相談プラザ　フリーダイヤル0120-603-796

iPhone、スマートフォンの方はこちらのコードから
専用ページにアクセスできます！

『　　　　教育プラン』『　　　　教育カードローン』は
　ホームページからインターネット仮審査申込ができます！

『　　　　教育プラン』はインターネットから“来店不要型”も
                                                                        お選びいただけます!

教育プラン
　　　　教育
カードローン

ホームページ  http://www.takashin-net.co.jp/
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