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お問合せ

お申込み書類 確認シート

受付時間/月～金9：00～18：00 （土日祝日、12/30～1/4を除く）

投資用マンションローン専用サイト

https://www.aeonbank.co.jp/
housing_loan/apartment_loan/

イオン銀行がサポートする専用ローン
投資用マンションのご購入にあたって、ローンの利用を希望される方は少なくありません。

しかし、仕組みが少々わかりづらいため、二の足を踏む方も多くいらっしゃるようです。

賢く使えば大変便利な、イオン銀行の「投資用マンションローン」。

お申込み前に必ずお読みください。

LN231［2023/05］13YP

投資用
マンションローン

総合案内

投資用マンションを
ご検討の方へ

投資用マンションローン専用ダイヤル

03-6636-8005

イオン銀行投資用マンションローン申込書

団体信用生命保険加入申込書兼告知書

抵当権設定契約証書

ご本人確認書類
｢運転免許証｣、｢パスポート｣、顔写真付の｢住民基本台帳カード｣、「個人番号カー
ド」、｢在留カード｣または「特別永住者証明書｣のいずれか１点（いずれもコピー）
※有効期限内のもの

お申込みご本人さまがご記入ください。
ご印鑑（実印）の押印をお願いします。
※記入箇所を訂正された場合は訂正印（実印）の押印をお願いします。

お申込みご本人さまおよび連帯保証人さま（該当時）
◯個人番号カードでのご提出の場合、裏面コピーは不要です。
◯パスポートでのご提出の場合、外務大臣印ページ、顔写真ページ、所持人
　記入欄（現住所記載ページ）ページのコピーが必要です。

今回ご購入する物件のもの。

発行が最新のもの。

借入希望日から3ヶ月以内。

借入希望日から3ヶ月以内。購入物件以外に所有不動産（家族所有物件で
持ち分所有物件を含む）を所有している場合、ご提出ください。

いずれも直近3年分。
○確定申告書は、所管の税務署の受付印のあるもの
　「電子申告・納税システム（e-tax）」を利用した場合は、申告したデータ
および申告が受理されたことがわかる証明書を出力したものをご提出
願います。

○付表・収支内訳書・青色申告決算書・法人の決算報告書など付属の税務
署宛提出資料がある場合には当該資料をご提出願います。

健康保険証（コピー） 有効期限内のもの。※現住所が記入されているかご確認ください。

直近の支払が記帳されたもの。

登記費用の見積は販売（仲介）不動産業者を通じて行います。

ご融資金額を決定するために必要になります。

直近6カ月分のご返済が記載されたもの※通帳の表紙（表・裏）のコピーも必要となります。

印鑑登録証明書（原本）

住民票の写し（原本）

売買契約書（コピー）

重要事項説明書（コピー）

購入物件の不動産登記簿謄本「全部事項証明書」

購入物件パンフレット等（物件の間取りがわかるもの・コピー）

【給与所得者の方】
①給与所得の源泉徴収票（コピー）
②住民税の課税（所得）証明書（原本）または住民税課税決定通知書（原本）
【給与所得者の方で確定申告をされている場合】
①確定申告書および付属明細（コピー）いずれも直近3年分
②所得税の納税証明書「その1/その2」（原本）を直近3年分ご提出ください。
※医療費控除、寄付金控除等の税金還付のための確定申告の場合は、ご提出は不要です。　

【個人事業主の方】
①確定申告書および付属明細（コピー）
②所得税の納税証明書「その1/その２」（原本）
③個人事業税の納税証明書（原本）

【同族会社の役員および親族が経営者である同族会社の従業員の方】
①給与所得の源泉徴収票（コピー）
②住民税の課税（所得）証明書（原本）または住民税課税決定通知書（原本）
③法人の決算報告書「法人税の確定申告書を含む」（コピー）
④所得税の納税証明書「その１/その２」（コピー）

1.ローン申込必要書類

委任状（所有権移転用、抵当権設定用）

書類 通数 備考(ご注意事項) チェック欄

1
1

1
各1

1
1
1
1

所有不動産登記簿謄本（コピー）

所有不動産賃貸借契約書（コピー）

返済用預金口座（コピー）

その他借入返済予定表（コピー）

1

1
1

1

お借換物件の売買契約書・重要事項説明書・物件パンフレット（物件概要書）

管理費・積立金の支払口座の通帳（コピー） 1
1

お借換金融機関が発行した一括費用概算計算書または完済計算書

火災保険証券（コピー）または火災保険加入証明（コピー）

ご融資金確認シート（お借換専用）

登記費用の見積書または請求書

1
1
1

1

1

1

3

3

ー

ー

ー

書類のご提出先：株式会社ジャックス

お借換の場合、次の書類もご用意ください。

借入希望日から３カ月以内に発行された原本。
※連帯保証人さま（該当時）は１通ご用意ください。

借入希望日から３カ月以内に発行された原本。
お申込みご本人さまのみの記載とし、本籍地およびマイナンバー（個人番号）の
記載がないものをご提出ください。
※連帯保証人さま（該当時）は１通ご用意ください。

連帯保証人さまがいる場合は、連帯保証人の方もご提出ください。
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P01～P02 2023.04.10

申込み前に確認することや
知っておくことはあるの？

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A
投資用マンションご購入後、想定外のリスクや費用が発
生する場合があります。投資用マンションの保有経験の
ある方、ない方にかかわらず、お申込み前に以下の内容
をご確認ください。

［ご確認事項］

上記の知識および投資用マンションの保有経験がない方、本商品のお申込みに不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

お問合せ

投資用マンションローン専用ダイヤル

03-6636-8005 受付時間/月～金9：00～18：00
（土日祝日、12/30～1/4を除く）

●本商品のお申込み前に今後のライフプラン見直しをお願いします。　
・人生の３大費用として、お子さまの教育費、住宅購入費、老後の生活費など大きなお金が必要となる場合があります。
・本商品のお借入期間は長期にわたりますので、想定外の支出や定年退職による収入減少に備えておく必要があります。
・本商品のお借入残高が住宅ローンや教育ローン、その他ローンのお借り入れ時の審査に影響することがあります。　

●投資用マンションご購入にはさまざまリスクがあります。　
・将来、賃貸収入が減少する可能性があり、賃貸収入が返済額を下回ることがあります。　
・空室や賃料の滞納により、賃貸収入が得られないリスクがあります。　
・天災や火災発生により、想定外の費用がかかることがあります。　
・家賃保証（サブリース）契約は、一定期間毎に賃料の見直しがあり、賃貸収入が本商品の返済額を下回ることがあります。

●投資用マンションご購入後、さまざま費用がかかり、また物件価格は変動することがあります。
・経年により想定外の補修費用がかかることがあります。　
・ライフプランの見直し（家族構成の変化、親の介護など）により物件を売却する際、物件価格がローン残高を下回る場合があります。

●本商品の金利は変動金利です。　
・金利の変動により将来の返済額が増えることがあります。　
・金利の変動によりローン残高の推移が変わることがあります。
・将来の金利上昇リスクに備えて、余裕資金が増えた場合などは一部繰上返済をお勧めします。

借りる前に考えておくことはあるの？

［ライフプランシミュレーションについて］

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A
きちんとしたライフプランを考えることが重要です。
思い描いている理想の将来をご利用前に考えておきま
しょう。

賃貸収入の変動や物件の維持管理費増加等に関係なく、月々のローン返済は継続します。
その結果、家計の収支に影響を与える可能性があります。

◆ライフプランシミュレーションとは、将来どのタイミングで、いくらお金が必要になるのかをはっきりしてくれる人生の設計図のようなものです。
人生の3大費用である、お子さまの教育費・住宅購入費・老後の生活費、その他にはご結婚を控えている方であれば結婚資金、お車の購入資金など長い
人生のなかで、とても大きなお金が必要になるライフイベントがあります。本商品のお借入期間と同じ期間以上のライフプランを一度お考えください。

第一子
誕生 車購入

マイホーム
購入 車購入

定年
退職

年金
スタート

￥ 25,000,000

￥ 20,000,000

￥ 15,000,000

￥ 10,000,000

￥ 5,000,000

￥ 0
0年 5年 10年 15年 20年 25年 30年 35年

お客さま 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳

↑ 

お
借
入
残
高 

↓

← お借入期間 →

ライフ
イベント

■残高推移比較
融資期間／経過年数 10年

¥19,823,950 ¥13,265,146 ¥4,954,187

借入期間35年
借入期間30年
借入期間25年

¥0

20年 30年 35年

35年
¥18,544,756 ¥10,365,034 ¥0 ¥030年
¥16,728,728 ¥6,427,824 ¥0 ¥025年

申込時年齢 27歳 37歳 47歳 57歳 62歳

申込時年齢  27歳
【前提条件】  融資金額　2,500万円
【金　　利】  25年 30年 35年 ： 年2.37％※
【返済方法】  元利均等返済
※記載金利は2023年5月8日時点です。
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P03～P04 2023.04.04

口座を持っていないけど、
口座開設はどうやってするの？

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A
ホームページからいつでも口座開設ができます。
本人確認書類 をアップロードすれば書類を郵送する
手間もかかりません。本商品をお申込み時に口座開設
の手続きをお願いします。

キャッシュ＋デビットカード キャッシュカード

キャッシュカード

クレジットカード

デビットカード

電子マネー WAON

カードローン

○

－

○

○

△追加可能

無料

無料

無料

オートチャージ設定＋ご利用で

200 円ごとに　　　　プレゼント

最大月 5 回無料
※イオン銀行Myステージの適用ステージ（合計イオン銀行スコア）により毎月変動します。

※特典には所定の条件がございます。

最大月 5 回無料
※イオン銀行Myステージの適用ステージ（合計イオン銀行スコア）により毎月変動します。

※特典には所定の条件がございます。

1,100円（税込）

○

－

－

○

△追加可能

無料

無料

－WAON オートチャージ

他行 ATM 入出金利用手数料

他行宛振込手数料

年会費

WAON 発行手数料

カード再発行手数料
（紛失・暗証番号忘れなど）

機

　能

イオン銀行

キャッシュ＋デビットカード

キャッシュカード

の機能・特典

イオン銀行のキャッシュカードはいろいろな機能・特典があります。
用途に合わせてお選びください。
詳しくは当行ホームページをご覧ください。

※1

※1 対象となる本人確認書類はホームページをご確認願います。

※2 ※2

※2 別途カードローンの申込が必要です。

申込みから契約、融資まで
いろいろと面倒なんじゃない？

お客さまのお手間は、契約書類の
1回の返送だけ。必要なやりとりは、
イオン銀行からご連絡いたします。

［融資のご契約、資金交付の流れ］
ご利用にあたっては、以下の流れに沿って、ご契約・資金交付等の

お手続きを進めさせていただきます。

【注意事項】
○上記スケジュールは、販売（仲介）不動産会社の売買スケジュールに合わせて設定するため、ご融資物件の引渡しの関係でご融資（資金交付）までの日数が短くな
る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○ご契約書類（投資用マンションローン契約書、振込依頼書兼払戻請求書)の誤記入等による不備の場合、再記入が必要となる場合があります。
　※再記入は、事前に郵送しましたローン契約書類に同封している予備分の書類をご利用ください。
○ご記入いただいたローン契約書類のご提出は、同封のレターパックライトをご利用いただき、郵便局のポストへご投函ください。

お
客
さ
ま

●審査結果のご連絡

●融資金額・
　実行日等の確認

●ローン契約日の
　スケジュール確定

本ご案内書面ならびに「投資用マンションローン
規定」の内容をご確認ください。

ご契約書類をご郵送
いたします。

当行からローンの
ご契約の説明を
いたします。

契約書類を
ご提出
ください。

ご融資実行の準備
ご融資・
資金交付

ローン契約の締結

●購入代金の
　お支払い

●物件の引渡し

イ
オ
ン
銀
行

◆投資用マンションローンご契約は、当行普通預金口座開設が必要となります。すみやかに当行普通預金口座の開設を
お願いいたします。
◆お引渡し日（資金交付日）を念頭に、販売（仲介）不動産会社とローン契約スケジュールのお打ち合わせをお願いいたし
ます。
◆投資用マンションローンご融資に際し、以下のお手続き以外に、購入物件の所有権保存または移転ならびに抵当権設
定に関するお手続きが必要となります。このお手続きは、担当販売（仲介）不動産会社からのご案内となりますので、併
せてご対応のほどお願いいたします。

申込書類のご記入

抵当権設定
書類のご記入

販売（仲介）
不動産会社

イオン銀行へ郵送

審
査
・
口
座
開
設

総合口座開設

こ
こ
が

知り
たい!

契
約

書
類

Q

A

［2023年5月8日時点］
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P05～P06 2022.01.06

●お借入れ後の借入利率は、5月1日・11月1日を基準日として、「基準日の基準金利」と「前回基準日の基準金利」の差を
もって、毎年2回見直し（引き上げ、もしくは引き下げ）をいたします。
●見直し後の利率は、6月・12月の約定返済日の翌日から適用されます。

●ご返済額の見直しは11月1日を5回経過するまで変更されないため、
その間に借入利率の大幅な上昇があった場合、利息が返済額を上回る
ことにより、未払利息が発生する場合があります。
●未払利息は次回以降の返済に繰り延べられ、元金と利息に優先して返
済いただきます。従いまして、未払利息がゼロになるまで、毎回の返済
で元金部分が減ることはありません。

借入利率の
見直し

●借入利率および返済額が見直された都度、見直し後の借入利率および
返済額を銀行から書面にて通知します。お知らせ

●お借入れ後、11月1日を5回経過するごとに再計算を行い、新しい返済額を決定します。
●１１月1日を5回経過するまでの間に借入利率の変動があった場合は、返済元金と利息の割合で調整を行い、返済額の
見直しはいたしません。
●万一、利率が大幅に上昇した場合でも、新しい返済額は前回返済額の1.25倍を上限とし、それを超えることはありませ
ん（1.25倍を超える分は元金と利息の割合で調整を行います）。また、返済額が減額する場合の下限はありません。
●最終返済日に未払利息および元金の一部が残っている場合は、残存元金額ならびに未払利息を最終返済日に一括して
お支払いいただきます。

ご返済額の
見直し

未払利息

毎
回
返
済
額

未払利息に
ついて

※インターネットバンキングで一部繰上返済をされた方は除きます。 ＜未払利息イメージ図＞

元金分 利息分

5/1と11/1は基準金利の見直し基準日
※実際には毎月のご返済に伴い、残元金が減るので、少しずつ元金と利息の割合が変化（元金が増加・利息分が減少）します。
※5年目の借入利率変更時に返済額を見直し、以降同様となります （ただし、見直し後の返済額は見直し前の返済額の1.25倍以内）。

（利率）

毎月
返済額

元金分

利息分

借入利率

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

借入利率が見直されても元利返済額は１１月1日を5回経過するまでは変わりません。借入利率が見直されても元利返済額は１１月1日を5回経過するまでは変わりません。

1 1 / 1 5 / 1 1 1 / 1 5 / 1 1 1 / 1 5 / 1 1 1 / 1 5 / 1 1 1 / 1 5 / 1 1 1 / 1 5 / 1

＜借入利率と返済額のイメージ図＞

元金と利息の内訳を変更

変動金利だと、どうなるの？

長期にわたるお借入れ期間中には、
金融情勢等によって借入利率が上昇し、
返済額が増加する可能性があります。

［お借入金利ならびにご返済について］ ［お借入金利の変動による借入残高の推移について］
本商品は、変動金利でのお取扱いとなりますので、
金利はご融資内容に基づき定期的に見直します。

◆金利が変動するため、借入金利は半年に1回、返済額は5年に1回見直します。また、金利の上昇で返済額が増え
た場合、新しい返済額は前回の返済額の1.25倍が上限となります。お借入れに際しては、金利見直しの仕組みや
金利変動による返済額増加のリスクについて、十分ご認識いただきますようお願いいたします。

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

借入金利が上がったり、
下がったりしたら借入残高は
どうなるの？

お支払いただく利息の金額が変動します。
そのため、元金部分への充当金額が変動します。

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

＜イメージ図＞
お借入れ後の借入利率の見直しにより「金利」が下がった場合

＜イメージ図＞
お借入れ後の借入利率の見直しにより「金利」が上がった場合

毎月のご返済額に占めるお
利息の割合が小さくなります
ので、お客さまのお利息の負
担額が減ります。

毎月のご返済額に占めるお
利息の割合が大きくなります
ので、お客さまのお利息の負
担額が増えます。

年2 . 0 0%

年3 . 0 0%

↑
　お
借
入
残
高
　↓

←　お借入期間　→

金利の変動がない場合の
お借入残高推移（実線）

金利が下がった場合は
お借入残高の減少が
速くなります。

↑
　お
借
入
残
高
　↓

←　お借入期間　→

金利の変動がない場合の
お借入残高推移（実線）

金利が上がった場合は
お借入残高の減少が
遅くなります。
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［ご返済金額とご返済総額について］

月々の返済と返済総額は
いったいどれくらいになるの？

お借入期間やお借入金利によって、ご返済金額、
ご返済総額は大きく変わります。

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

■元利均等返済（ボーナス返済：なし、金利変更：なし） 金利：年2.37％で借入れした場合
ご融資金額／ご返済期間 20年 25年 30年 35年

¥52,359
¥12,567,091

¥78,538
¥18,850,751
¥104,718

¥25,134,354
¥130,898

¥31,417,962
¥157,077

¥37,701,621
¥183,257

¥43,985,220

¥44,209
¥13,263,816

¥66,314
¥19,895,769

¥88,419
¥26,527,754
¥110,524

¥33,159,736
¥132,629

¥39,791,697
¥154,734

¥46,423,671

¥38,839
¥13,983,022

¥58,259
¥20,974,613

¥77,679
¥27,966,201

¥97,098
¥34,957,942
¥116,518

¥41,949,551
¥135,938

¥48,941,136

¥35,056
¥14,724,528

¥52,584
¥22,086,981

¥70,113
¥29,449,194

¥87,641
¥36,811,639
¥105,169

¥44,174,089
¥122,697

¥51,536,526

¥10,000,000

¥15,000,000

¥20,000,000

¥25,000,000

¥30,000,000

¥35,000,000

借入利率／ご返済期間 20年 25年 30年 35年
¥121,789

¥29,229,381
¥124,116

¥29,789,776
¥125,290

¥30,071,564
¥126,470

¥30,355,061
¥130,898

¥31,417,962
¥138,649

¥33,278,978

¥101,162
¥30,348,768
¥103,546

¥31,065,656
¥104,750

¥31,427,110
¥105,963

¥31,791,102
¥110,524

¥33,159,736
¥118,552

¥35,569,002

¥77,776
¥32,665,992

¥80,272
¥33,716,378

¥81,538
¥34,247,950

¥82,815
¥34,784,573

¥87,641
¥36,811,639

¥96,212
¥40,412,343

年1.60％

年1.80％

年1.90％

年2.00％

年2.37％

年3.00％

お借入金額とお借入期間による違い（例）

■お借入金額　2,500万円　元利均等返済（ボーナス返済：なし、金利変更：なし）

お借入期間とお借入金利による違い（例）

注意1 ： 金利の上限を表したものではございません。また月々返済額およびご返済総額はあくまでも一例としてご確認ください。
注意2 ： ご融資金額、ご返済期間は審査結果によってはご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
注意3 ： 記載内容は2023年5月8日時点です。

例えば、お借入金額が2,500万円で、ご返済期間が30年から35年になると、月々のご返済額は9,457円減りますが、ご返済総額は1,853,697円増えます。

ご返済期間を30年から35年にすると月々のご返済額は4,669円減りますが、借入利率が年1.60％から年2.00％と高くなると、ご返済総額が3,290,221円増えます。

◆本商品の返済方法はご返済が安定的になるよう、「元利均等返済」としています。｢元利均等返済」とは、元金分と利息分を合計した
毎回のご返済額が一定となる返済方法です。お借入れ当初はご返済額にしめる利息の割合が高くなりますが、毎回のご返済額が一
定となるので、将来の見通しが立てやすく、長期間にわたる返済計画が立てやすいという特徴があります。

¥87,484
¥31,494,352

¥89,924
¥32,374,614

¥91,159
¥32,819,376

¥92,404
¥33,267,784

¥97,098
¥34,957,942
¥105,401

¥37,947,351

返済額 収 入

賃貸収入とローン返済のバランス

購入されたマンションの賃貸収入については、経済や市場
の情勢により変動が生じることが想定されます。また、賃貸
借の終了により、入居者募集期間中は空室になるなど、期待
した賃貸収入が得られないことがあります。

1
購入されたマンションが、経年により想定以上の補修費用
等がかかるケースも想定されます。3

月々のローン返済金額については、適用金利の変動により
定期的に見直しますが、金利動向によっては返済額の見直
しの度に返済金額が増加することがあります。
（P5「Q変動金利だと、どうなるの？」をご参照ください。）

2

借りたあと、賃貸収入が減ったら、
ローンの返済はどうなるの？

賃貸収入の減少にかかわらず、
ローンの返済は継続します。

［月次収支イメージ］

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

◆家賃が下落した場合や空室となった場合でもご返済は継続します。本商品ご利用前にはしっかりとシミュレーションしましょう。

返済額 収 入

上段
下段

月々返済額
ご返済総額

上段
下段

月々返済額
ご返済総額

￥0￥80,000￥90,000￥95,000¥100,000月額賃料収入

¥ －102,641¥ －22,641¥ －12,641¥ －7,641¥ －2,641月次収支

¥101,448

¥ －116,448

¥101,448

¥ －36,448

¥101,448

¥ －26,448

¥101,448

¥ －21,448

¥101,448

¥ －16,448

ご融資返済

月次収支

お借入れ10年後に金利が年1%（3.37％）上昇した場合の月次収支イメージ

¥5,000

¥10,000

¥87,641

¥102,641

¥5,000

¥10,000

¥87,641

¥102,641

¥5,000

¥10,000

¥87,641

¥102,641

¥5,000

¥10,000

¥87,641

¥102,641

¥5,000

¥10,000

¥87,641

¥102,641

管理費

修繕積立金

ご融資返済

合計

費用

・お借入金額　2,500万円　金利年2.37％※１　融資期間35年　元利均等返済　ボーナス返済なし
・月次収支はあくまでも一例としてご確認ください。実際には入居者募集費用や入居者退去費用、固定資産税・都市計画税等、さまざまな
費用がかかる場合がございます。
　※１ 記載内容は2023年5月8日時点です。



●全額繰上返済には別途手数料が必要となります。またその他抵当権抹消費用などが発生いたしますのでご注意ください。

売却時のご注意

購入されたマンションを将来売却する場合、マンションの価
値は、耐用年数に基づく客観的価値だけではなく、さまざま
な環境の変化、地域の不動産市況を背景にした需給バラン
スの変化により、常に売却見込価格が変化します。結果、購
入価格に比べて売却価格が上回る場合もあれば、購入価格
を大きく下回る場合もあります。

購入されたマンションを売却する場合は、ローン残債を全
額繰上返済していただく必要があります。なお、物件の売却
価格がローン残債を下回るときは、不足金額を別途自己資
金でご用意いただき、全額繰上返済していただきます。

1 2

物件価格がお借入残高より低いため、
自己資金等が必要となります。

物件価格がお借入残高より高いため、
自己資金等が不要です。

物件価格

お借入残高

借りたあと、物件を売却する場合、
ローンの返済はどうなるの？

その時点のローン残金全額を繰上返済していただきます。
なお、物件の売却代金がローン残金を下回った場合、
その差額分を別途ご用意いただく必要がございます。

［物件価格と借入残高イメージ］

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

［団体信用生命保険（通称「団信」）について］
●団体信用生命保険（通称「団信」）とは、投資用マンションローンをご契約しているお客さま（被保険者さま）に万が一のことがあった場合、保険会社が投資用マン
ションローン残高に相当する保険金・給付金をイオン銀行へ支払うことで、お客さまに代わり、投資用マンションローンを返済する制度です。

●団体信用生命保険は、イオン銀行の投資用マンションローンをご契約しているお客さまに必ずご加入いただきます。なお、ご加入にあたって一定の要件を満たすお
客さまについては保険会社所定の診断書または健康診断結果証明書のご提出をお願いする場合があります。

●イオン銀行の投資用マンションローンにおける団体信用生命保険の引受保険会社は、日本生命保険相互会社（一般団信）またはイオン・アリアンツ生命保険株式
会社（がん団信・全疾病団信）です。

●ご加入にあたっては、「ご加入にあたって」もしくは「被保険者のしおり」を必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。「ご加入にあたって」「被保険者のし
おり」は団体信用生命保険にお申込みいただくお客さまがご加入する際に知っておく必要のある保険契約の内容（契約概要）、お申込みにあたり特にご注意いた
だきたい事項（注意喚起情報）および個人情報の取扱いについてなど、重要な事項を記載しています。

＜がん団信給付特約について＞ 
●上皮内がん・皮膚がん保障特約：上皮内がんまたは皮膚がんと診断されたとき、30万円をお支払します。治療費などの突然の出費に備えることができます。※上皮
内がん・皮膚がん保障特約の責任開始日以後の保険期間中に上皮内新生物（上皮内がん）に罹患、または皮膚のその他の悪性新生物（皮膚がん）に生まれて初め
て罹患し、医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定された場合に給付をお支払します。

●がん先進医療特約:がんを原因として先進医療の療養を受けたとき、先進医療の技術料を保障します。公的医療ではカバーできない高額な治療に備えることがで
きます。※がん先進医療特約の責任開始日以後の保険期間中に悪性新生物（がん）に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見（生検）により診断
確定され、所定の先進医療による療養を受けた場合に技術料と同額をお支払します（１回の療養につき500万円、通算1,000万円まで）。

＜団体信用生命就業不能保障特約について＞
●全疾病就業不能保障付きローン商品向け団体信用生命保険は、保障開始日以後の傷害または疾病を原因として、所定の就業不能状態に該当し、約定返済日にお
いて15日を超えてその就業不能状態が継続したとき、毎月の投資用マンションローン返済額を就業不能給付金としてお支払いします。加えて、その就業不能状態
が開始した日から起算して1年を超えて継続したとき、その時点の投資用マンションローン残高を就業不能保険金としてお支払いします。

【就業不能状態について】
　就業不能状態とは、次の状態を指します。①傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院をしている状態 ②傷害または疾病により以下の
いずれかに該当し、医師の指示による在宅医療をしている状態

　・身の回りのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50％以上は就床しており自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
　・身の回りのこともできず常に介助を必要とし、終日就床を強いられ活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
●就業不能保障特約はローンお借入れ後、免責期間はなくすぐに保障が開始されます。

【各団信の保障内容】　（2023年5月8日現在）
　各団信の保障内容は以下のとおりです。保障内容の詳細につきましては、「ご加入にあたって」もしくは
　「被保険者のしおり」を必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。

団体信用生命保険とは？こ
こ
が

知り
たい!

Q

A ローン返済期間中、お客さまに万一のことがあった
場合、保険会社よりローン残高相当額の保険金が金融
機関に支払われ、ローンが完済となる制度です。

死亡・所定の高度障害状態
余命６か月以内と判断された場合
所定のがん（※１）と診断された場合
所定の就業不能状態が１年を超えて継続した場合

一般団信
◎
×
×
×
×
×
×

投資用
マンションローン
残高相当
の保障

上記以外の
保障

所定の上皮内がん・皮膚がん（※１）と診断された場合（※２）（※３）
所定のがん（※１）を原因として先進医療の療養を受けたとき（※２）（※４）
毎月のローン返済日において所定の就業不能状態が15 日を超えて継続したとき

金利上乗せ
加入時の年齢
完済時年齢 85歳未満

がん団信
◎
◎
◎
×

◎（30万円）
◎（技術料と同額）
×

全疾病団信
◎
◎
×
◎
×
×

◎（毎月のローン返済額）

なし
65歳以下

0.10%
50歳未満

なし
50歳未満

（※１）がん、上皮内がん・皮膚がんの
保障開始日は、ローン実行日より91
日目となります。保障開始日前に罹
患したがん、上皮内がん・皮膚がんに
ついては、特約が無効となり、給付金
をお支払いしません。

（※２）同一被保険者につき、１口までの
申込みとなります。既にイオン・アリ
アンツ生命の「がん先進医療・上皮内
がん・皮膚がん」の特約にご加入の
場合は、特約加入のお申込みはでき
ません。「が ん先 進 医 療・上 皮 内が
ん・皮膚がん」の特約のない「がん団
信」のお申込みとなります。

（※３）上皮内がん・皮膚がんの保障は、
保険期間を通じて、１回のみのお支
払いとなり、お支払いしたときに上皮
内がん・皮膚がんの特約は消滅しま
す。

（※４）がん先進医療の保障は、１回の
療養につき500万円、通算1 , 0 0 0万
円を上限として、当該先進医療の技
術料をお支払いします。

9 10
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P11～P12 2023.04.10

一部繰上返済っておトクなの？

一部繰上返済を行うことで、当初の予定より早くお借入れ
残高が減ります。

［一部繰上返済について］

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

予定より早く返す場合は、
どうすればいい？

繰上返済は、
WEBサイトもしくはお電話で
受付けています。

［繰上返済について］
一部繰上返済ならびに全額繰上返済をご希望される場合は、以下の方法で
お手続きができます。（全額繰上返済の場合、所定の手数料がかかります）

インターネットバンキング お電話（専用ダイヤル）

受付時間／月～金　9：00～18：00
（土日祝日、12/30～1/4を除く）

●繰上返済希望日は、お申込みの翌日から１カ月先までの営業日を
ご指定いただけます。ただし、約定返済日の前日、お申込日から数
えて２回目の約定返済日以降の日付のご指定はいただけません。
●繰上返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」の場合
には、これらの日の翌日となります。
●全額繰上返済については、自己資金による完済のみとなります。
ご売却等の場合は、右記投資用マンションローン専用ダイヤルま
でご連絡ください。
●インターネットバンキングで繰上返済を行った場合、以降発送され
る返済予定表はございません。

※住宅ローン返済予定照会より返済予定表（PDF）でご確認ください。

※画面選択では、住宅ローンを選択してください。「お借入契約選択」画面で投
資用マンションローンが表示されます。

※繰上返済日の1カ月前までの受付となります。

※繰上返済日の15日前の到着を目途にご返送ください。

●ご本人さまからのお申出であることを確認させていただきます。
●一部繰上返済を行う日は、毎月の約定返済日（27日）となります。
●繰上返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」の場合
には、これらの日の翌日となります。

※繰上返済の受付は店舗でも可能です。（書類受付のみとなります。）

詳しいご利用方法は、ホームページのインターネット
バンキング「ご利用ガイド」でご確認ください。

繰上返済日

手続き依頼書の返送

繰上返済手数料

●一部繰上返済手数料 無料　●全額繰上返済手数料 55,000円（税込）

投資用マンションローン専用ダイヤル

03-6636-8005

繰上返済

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

イオン銀行では、「毎回のご返済額を変えずにご返済期間を短くする（期間短縮型）」、
「ご返済期間は変えずに毎回のご返済額を減らす（返済額軽減型）」の２つの方法があります。
今後のライフプランに合わせていずれかをお選びいただき、上手に返済していきましょう。

繰上返済前の毎月の返済額 繰上返済後の毎月の返済額

返済額
軽減型

毎回のご返済額を減らすことでお子さまの教育費
や老後費用を貯蓄したいなど将来のライフイベン
トに備えることができます。

ご返済期間は短縮せずに、毎回のご返済額を減らす方法です。
毎月の家計の収支をラクにしたい、将来の出費に備えて余裕を持ちたいなど、
毎回の返済負担を軽くしておきたい方へおすすめです。

「期間短縮型」に比べて、返済総額を減らす効果は
低くなります。

（注1）一部繰上返済は店舗またはイオン銀行ダイレクトからのお手続きが可能です。お手続き方法によりお取扱条件がございますので、イオン銀行投資用マンションローン専用ダイヤルまたは
コールセンターまでお問い合わせいただくか、イオン銀行ホームページをご確認ください。

メリット デメリット

繰上返済後の毎月の返済額

繰上返済前の毎月の返済額

期間
短縮型

「返済額軽減型」に比べて、返済総額を減らす効果
があります。

毎回のご返済額を変えずに、ご返済期間を短縮する方法です。
毎月の家計の収支に余裕のある方で、できるだけ早くお借り入れを減らしたいという方に
おすすめです。

お子さまの教育費などさまざまな出費により、毎月
の返済がきつくなった場合に短縮したご返済期間
を元に戻すことはできません。

繰上返済元金を数回分のご返済に充当することで
返済期間を短縮します。例えば、繰上返済を希望す
る元金が1年分の返済額合計に見合うなら、返済期
間は1年短縮されます。

メリット デメリット

繰上返済元金を毎回の返済元金に振り分けて充当
することで、毎回のご返済額を減らすことができます。
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投資用マンションローン商品概要説明書

投資用マンションローン
以下のすべての条件を満たす個人のお客さま。　　
●お借入れ時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、最終ご返済時の年齢が満85歳未満の方。なお最終ご返済時の年齢が80歳以上の方は所定の金利上乗
せがございます。ただし、がん保障付投資用マンションローンまたは全疾病就業不能保障付投資用マンションローンをお選びいただく場合は、お借入れ時
の年齢が満20歳以上満50歳未満で最終ご返済時の年齢が満85歳未満の方。なお最終ご返済時の年齢が80歳以上の方は所定の金利上乗せがござい
ます。
●当行所定の団体信用生命保険に加入できる方。
●安定かつ継続した収入のある方。
・勤続3年以上、前年度税込年収400万円以上の給与所得者の方。
・事業開始後3年以上、前年度所得400万円以上の個人事業主の方。
　※不動産関連事業者の方はご利用になれません（不動産会社に勤務する給与所得者は除く）。
　※会社経営者および個人事業主の方は、原則、直近期の決算において繰越損失および当期損失がないことが前提となります。
●日本国籍を有する方、または永住許可を受けている方。
●保証会社（株式会社ジャックス）の保証が受けられる方。

ご本人がマンションを所有することを条件とし、次のいずれかに該当する資金。
●賃貸を目的とするマンション（新築および中古）の購入資金（諸費用を含みます。）。●現在、お借入れ中の他金融機関の投資用マンションローンの借換資金（諸費用を含みます。）。

証書貸付

500万円以上1億円以下（10万円単位）
　※本ローンを複数お借入れされる場合は、その合計額の上限が1億円となります。※当行で住宅ローンなどその他にお借入れがある場合は、そのお借入残高を含めた合計額の上限が1億円となります。

1年以上35年以内(1か月単位)
　※お借換えの場合、原則としてお借換えの対象となる投資用マンションローンの残存期間の範囲内となります。

●変動金利型のみでのお取扱いとなります。
●借入利率の基準となる基準金利は当行所定の投資用マンションローン変動金利となります。
●新規借入利率は、原則、毎月決定します。ただし、金利環境が大幅に変動した場合などは、月中でも変更する場合があります。
●実際に適用される借入利率は、お申込み時点ではなく、お借入れ時点の基準金利により決定します。
　※基準金利は、資金コスト（貸出資金を当行が調達するために必要なコスト）や営業コストおよび収益を加味して決定されます。
　※投資用マンションローン変動金利の現在の金利水準は以下のURLの投資用マンションローン専用サイトまたは投資用マンションローン専用ダイヤルにてご確認ください。
　 URL:https://www.aeonbank.co.jp/housing_loan/apartment_loan/

●お借入れ後の借入利率は、5月1日・11月1日を基準日として、基準日の基準金利と前回基準日の基準金利の差をもって、毎年2回見直
し（引き上げ、もしくは引き下げ）ます。
●見直し後の利率は、6月・12月の約定返済日の翌日から適用されます。

●毎月元利均等返済
●特定月の増額返済方式はご利用いただけません。
●毎月のご返済は、当行のお客さま名義の指定預金口座からの自動引き落としとなります。
●約定返済日は、毎月27日です。
　※約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」および「国民の休日」の場合には、これらの日の翌日が自動引き落とし日となります。

●お借入れ後、11月1日を5回経過するごとに再計算を行い、新しいご返済額を決定します。
●その間に借入利率の変動があった場合は、返済元金と利息の割合で調整を行い、ご返済額の見直しはいたしません。
●ご返済額の見直しは、前回返済額の1.25倍を上限とし、それを超えることはありません。（1.25倍を超える分は元金と利息の割合で調整を行います。）
●最終約定返済日に未払利息および元金の一部が残存する場合は、最終約定返済日に一括してお支払いいただきます。

年利14.6% （年365日の日割計算。約定返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日の翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について計算されます。）

日本国内に所在する物件とさせていただきます。
　※物件の所在地や面積、状況等によりご利用いただけない場合があります。※建築基準法、その他の法令に合致している必要があります。
　※定期借地権付マンションにつきましては、お取り扱いしておりません。

ご融資対象物件に当行を抵当権者とする第一順位の抵当権をご設定いただきます。
　※抵当権設定費用はお客さまのご負担となります。

株式会社ジャックス

保証料は当行が負担いたします。

当行所定の団体信用生命保険にご加入いただきます。
※保険料は当行が負担いたします。
※団体信用生命保険にご加入される場合は、健康状態、年齢、お借入れ金額など引受保険会社の加入要件を満たすことが必要であり、
保険会社所定の診断書の提出をお願いする場合があります。

お借入れの対象となるマンションへの火災保険に加入いただきます。
　※保険料はお客さまのご負担となります。

●ローン取扱手数料
次の①②よりご選択いただけます。
①定額型　ご利用時に、110,000円（税込）のローン取扱手数料をお支払いいただきます。
②定率型　ご利用時にお借入れ金額の2.2％（税込）のローン取扱手数料をお支払いいただきます。（最低取扱手数料220,000円（税込））
　※別途、印紙代、抵当権設定にかかる登録免許税、司法書士宛報酬等が必要になります。
●一部繰上返済手数料　無料　　●全額繰上返済手数料　55,000円（税込）

●ご利用にあたっては、当行および保証会社所定の審査をさせていただきます。審査の結果によって、ご希望にそえない場合がございますので、ご了承ください。
●抵当権設定等登記手続きを行う司法書士は、株式会社ジャックス指定の司法書士に限定させていただきます。
●本商品の内容や、お申込みに必要な書類は、下記へお問い合わせください。

株式会社イオン銀行　投資用マンションローン担当
【電話番号】03-6636-8005　【受付日】月～金曜日（土日祝日および12/30～1/4を除く）　【受付時間】9:00～18:00

一般社団法人全国銀行協会
【連絡先】全国銀行協会相談室　【電話番号】0570‐017109または03‐5252‐3772
【受付日】月～金曜日（祝日および銀行法で定める銀行の休業日を除く）　【受付時間】9:00～17:00

商品名

ご利用になれる方

資金使途

お借入れ形態

お借入れ金額

お借入れ期間

金利

金利の見直し

返済方法

遅延損害金

融資対象物件

担保

保証会社

保証料

団体信用生命保険

火災保険

手数料

その他

お問合せ先

当行が契約している
指定紛争解決機関

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ご返済額の
見直し

ローン取扱手数料
・定率型2.20%（税込）　最低取扱融資手数料　22万円（税込）
・定額型110,000円（税込）

投資用マンションローンのご利用に際して、イオン銀行にお支払いいただく手数料は以下のとおりです。（2023年5月8日時点）1

投資用マンション購入時にかかる一般的な費用は以下のとおりです。2
建物や家財における保険などの保険料
※通常の火災保険に加えて任意で地震保険に加入することも可能です。なお、火災保険だけでは地震を原因とす
る火災の損害は補償されません。

中古物件等を購入の際に発生する売買者間での税金の精算金
※固定資産税は毎年1月1日現在で各市区町村の固定資産課税台帳に記載されている不動産所有者に課税されます。
※中古物件を購入する場合、前の物件所有者との間でその年の固定資産税等の精算が行われる場合があり、その場合の
清算金。（精算方法は月割り、日割りなど個々の契約により異なります。）

契約金額
100万円を超え、500万円以下のもの
500万円を超え、1,000万円以下のもの
1,000万円を超え、5,000万円以下のもの
5,000万円を超え、1億円以下のもの
1億円を超え、5億円以下のもの

印紙税額
2,000円
10,000円
20,000円
60,000円
100,000円

〈参考〉ローン契約書（金銭消費貸借契約書）に貼付する印紙税の額は下記の通りとなります。

火災保険料

印紙税
登録免許税
不動産取得税

固定資産税等清算金

登記手数料・司法書士手数料
不動産仲介手数料
各種証明書発行手数料
修繕積立金
振込手数料
※この一覧表はあくまでも一例です。

（2023年5月8日時点）

投資用マンション購入時にかかる
その他費用はどんなものがあるの？
またローン利用時の手数料は
どのくらいかかるの？

投資用マンションローンご契約にあたっての費用のほか、
一般的な諸費用は以下のようなものがあります。

［その他留意事項］

こ
こ
が

知り
たい!

Q

A

土地、建物など不動産の登記やローンの抵当権設定登記の際にかかる税金
土地、建物を取得した際にかかる地方税

登記手続きをした司法書士への報酬
不動産購入の際に仲介会社を利用した場合の手数料
住民票、印鑑登録証明書、謄本など住宅取得、ローンのお手続きに必要な各種証明書等の発行手数料
マンション取得の場合に将来の大規模修置などに備えた費用の一部として積み立てるもの
売買代金等の支払を振込する際に必要な手数料

売買契約書、建築請負契約書、ローン契約書等契約に必要な収入印紙代
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13 14


