
▼△住宅金融支援機構提携　長期固定金利の住宅ローン△▼

適用金利のお知らせ(団信加入)

下記3つのメニューごとに適用されるポイントの合計で、金利の引下げ率と期間が決まります。ポイントは物件ごとに異なります。
注)各メニューごとに１つのみ適用可

フラットS(ZEH)※② P P P 長期優良住宅※② P 地方移住支援型※③ P P
フラットS(Aプラン)※② P P 予備認定マンション P 地域連携型(子育て支援） P P
フラットS(Bプラン） P 安心R住宅 P 地域連携型(地域活性化） P
リノベ(Aプラン） P P P P インスペクション実施住宅 P
リノベ(Bプラン） P P 管理計画認定マンション P

既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 P
※①　(1)住宅性能に関するメニューでリノベ(Aプラン・Bプラン)を選択された場合、(2)維持保全に関するメニューの項目について併用はできません。

※②　長期優良住宅の認定を受けている場合、(1)住宅性能に関するメニュー(2)維持保全に関するメニューのそれぞれ該当するポイントの合計になります。

※③　単独利用時は下記の合計ポイント数での金利引下げによらず、地方公共団体による移住支援金の交付とセットで当初10年間年▲0.3%の引下げになります。

P P P P

お借入期間

P P P

お借入期間

P P

お借入期間

P

お借入期間

※1　融資率とは、建設費・購入代金に対してオリックス・フラット35によるお借入れ額の占める割合になります。

※2　融資実行日時点での消費税率が適用になります。

《ご注意点》

◆ 表示した金利は にお借り入れいただく場合の適用金利であり、金利は毎月見直します。また、お申し込み時ではなく、実際にお借入れいただく月の実行金利が適用されます。

◆ 融資事務手数料は融資額×0.495％(税込)以内となります。

◆ ご融資の場合の実質金利(融資事務手数料も含めた金利です)

◆ 上記のオリックス・フラット35の金利は、新機構団体信用生命保険（新機構団信）付きの借入金利を表示しています。加入する団体信用生命保険の種類に応じて、借入金利は異なります。

健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合は、新機構団信付きオリックス・フラット35の「借入金利▲年0.20％」でご利用いただけます。

実質金利も同様に新機構団信付きオリックス・フラット35の「実質金利▲年0.20％」となります。

◆ フラット35 ONEご利用時に団体信用生命保険に加入されない場合、フラット35 ONEの「借入金利▲年0.20％」になります。

実質金利も同様にフラット35 ONEの「実質金利▲年0.20％」となります。

◆ その他、商品内容に関するご案内を裏面に記載しておりますので、併せてご覧ください。

オリックス・クレジットの住宅ローン

【オリックス・フラット35】
▼▼△住宅金融支援機構提携　長期固定金利の住宅ローン△▼ 2023年5月1日 現在

2023年5月

21年～35年 年

オリックス・フラット35ONE

<変動金利>

ご融資期間 ご融資期間 金利（団信有り）

20年以下 年

10年～35年 年 2.80%

【オリックス・フラット35】(融資率※1：9割以下)

<全期間固定金利>

ご融資金利

1.40%
1.83%

住宅性能や長く住む為の配慮の状況等に応じて、【オリックス・フラット35】は上記の金利から一定期間金利の引下げが適用となる場合があります

(1)住宅性能に関するメニュー (2)維持保全に関するメニュー※① (3)地域連携に関するメニュー

3ポイント 1ポイント 2ポイント

2ポイント 1ポイント 2ポイント

1ポイント 1ポイント 1ポイント

3ポイント

4ポイント 1ポイント

2ポイント 1ポイント

1ポイント

4ポイント以上

当初10年間

年▲0.5%
【オリックス・フラット35】ご融資金利より

当初10年間 年▲0.5%引下げ

当初5年間

年▲0.5%

6年目～10年目

年▲0.25%【オリックス・フラット35】ご融資金利より

当初5年間 年▲0.5%引下げ

【オリックス・フラット35】ご融資金利より

6年目～10年目 年▲0.25%引下げ

〔オリックス・フラット35〕　 〔オリックス・フラット35 ONE〕

2ポイント
当初10年間

年▲0.25%
【オリックス・フラット35】ご融資金利より

当初10年間 年▲0.25%引下げ

1ポイント
当初5年間

年▲0.25%
【オリックス・フラット35】ご融資金利より

当初5年間 年▲0.25%引下げ

令和5年5月

新3大疾病付機構団信 新機構団信付きオリックス・フラット35の借入金利 ＋年0.24％ 新機構団信付きオリックス・フラット35の実質金利 ＋年0.24％

15.0%以下 15.0%以下

保険種類 借入金利 実質金利

新機構団信(デュエット(夫婦連生団信)) 新機構団信付きオリックス・フラット35の借入金利 ＋年0.18％ 新機構団信付きオリックス・フラット35の実質金利 ＋年0.18％

【オリックス・フラット35】で10割融資をご希望の方へ



【商品概要】

商品名 オリックス・フラット３５ オリックス・フラット３５ ＯＮＥ

ご利用いただける方

・オリックス・フラット３５とその他の借入金を合わせたすべ
ての借入金の年間返済額のお申し込みご本人の年収に占め
る割合が、下表の基準を満たしている方

・お申込時の年齢が７０歳未満の方
・日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住
者の方

・オリックス・フラット３５のご利用要件を満たし、同時に利用
する方
・住宅金融支援機構の住宅融資保険の利用が可能な方

資金使途

借入金額
100万円以上8,000万円以下（1万円単位）
建設・購入金額（消費税、地方消費税含む、非住宅部分の工
事費を除く）の100％以内までご利用いただけます。

50万円以上800万円以下（1万円単位）
建設・購入金額（消費税、地方消費税含む、非住宅部分の工
事費を除く）の10％以内までご利用いただけます。
フラット35との合計で8,000万円以内。

返済期間

15年(※)以上で、かつ次の1または2のいずれか短い年数
（1年単位）が上限となります。　※申込ご本人が60歳以上
の場合は10年。
　1.　「80歳」－「お申込時の年齢（1歳未満切り上げ）」の年
数
　2.　35年

15年(※)以上で、かつ次の1または2のいずれか短い年数
（1年単位）が上限となります。　※申込ご本人が60歳以上
の場合は10年。
　1.　「80歳」－「お申込時の年齢（1歳未満切り上げ）」の年
数
　2.　35年

返済回数
180回(※)～420回
（返済回数は、返済期間に応じた回数で、上記範囲内となり
ます。）　※60歳以上の場合は120回～

180回(※)～420回
（返済回数は、返済期間に応じた回数で、上記範囲内となり
ます。）　※60歳以上の場合は120回～

融資金利 固定金利（融資金お受け取り時点の金利が適用されます。） 変動金利（融資金お受け取り時点の金利が適用されます。）

融資手数料 融資額×0.495%(税込)以内となります。 融資額×0.495%(税込)以内となります。

保証料・繰上返済手数料
必要ありません。一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月
の返済日、返済できる元金額は100万円以上（電話）となり
ます。

必要ありません。一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月
の返済日、返済できる元金額は10万円以上（電話）となりま
す。

返済方法
元利均等返済毎月払いまたは元金均等返済毎月払い
※6ヶ月毎のボーナス払い（ご融資金額の40％以内）も併
用可能。

元利均等返済毎月払い
※6ヶ月毎のボーナス払い（ご融資金額の40％以内）も併
用可能。

担保

融資対象となる物件（住宅およびその敷地）に独立行政法人
住宅金融支援機構を抵当権者とする第１順位の抵当権を設
定していただきます。（注）抵当権の設定費用（登録免許税、
司法書士報酬等）はお客さまのご負担となります。

融資対象となる物件（住宅およびその敷地）にオリックス・ク
レジット㈱を抵当権者とする第２順位の抵当権を設定してい
ただきます。（注）抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士
報酬等）はお客さまのご負担となります。

保証人 必要ありません。

団体信用生命保険
万一の場合に備え、「新機構団体信用生命保険」または「新3
大疾病保障付機構団体信用生命保険」をご利用ください。

万一の場合に備え、「団体信用生命保険」をご利用くださ
い。

火災保険

賠償額に関する事項

貸金業者登録番号

日本貸金業協会会員番号

貸付条件をご確認のうえ、ゆとりを持ったご返済計画を。

　　※実際の融資にあたっては当社および独立行政法人住宅金融支援機構所定の審査がございますので、予めご了承ください。

　　※その他住宅の建設等購入に付随する費用に関しては、販売会社様・建築業者様にご確認ください。

◆オリックス・フラット３５およびオリックス・フラット３５ ＯＮＥに関するご相談は◆

オリックス・クレジット株式会社　モーゲージバンク営業部

フリーダイヤル　：　0120-2662-35　　　【受付時間】　10：00～17：00（土日祝日および12/30～1/3休み）

詳しい契約条件はホームページで確認可能です。　　　【URL】　https://www.orixcredit.co.jp/flat35/

お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための物件（セカンドハウス含む）の建設・購入資金
（リフォームのための資金にはご利用いただけません。）

返済終了までの間、借入対象となる住宅建物に対して、保険金額が借入額以上となる火災保険に加入していただきます。

期限の利益を失った残元金の返済を怠ったとき、または毎回の元金の返済を怠ったときに要する損害金は、当該支払う
べき金額に返済すべき日の翌日から支払のあった日までの期間の日数に応じ、年１４.５％（年３６５日の日割計算）の割合
を乗じて算出した金額に相当する金額となります。

オリックス・クレジット株式会社　[登録番号：関東財務局長（１４）第００１７０号]

　　　日本貸金業協会会員　第003540号

ご返済等でお悩みの方は日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00～17:00 休 : 土、日、祝日、年末年始)

オリックス・フラット３５ 検索

年収 400万円未満 400万円以上

基準 30%以下 35%以下



三菱地所レジデンス株式会社の物件を購入されるお客様へ

■金利優遇制度　※金利優遇のメニュー毎にポイントを定め、合計ポイント数に応じて金利優遇の内容を決定します。

■フラット３５（買取型）融資金利　※金利優遇適用時

20年以下 0.90 ％ 1.15 ％ 1.40 ％

21年以上
35年以下 1.33 ％ 1.58 ％ 1.83 ％

20年以下 1.05 ％ 1.30 ％ 1.55 ％

21年以上
35年以下 1.48 ％ 1.73 ％ 1.98 ％

■フラット３５PLUS　融資金利　※団体信用生命保険の加入の有無及びその種類・年齢により、0.15%～0.90%上乗せになります。

※融資金利は、申込受付時ではなく融資実行日時点の金利が適用されます。
※消費税は、融資実行日時点での消費税が適用されます。
※フラット３５PLUSの金利は2023年4月1日～2024年3月31日のお申し込み分までが対象です。
※フラット３５（買取型）定率タイプの最低融資事務手数料の設定はございません。
※ 【フラット３５】Ｓとは、【フラット３５】をお申し込みのお客様が、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット３５】の融資金利を一定期間

　　引き下げる制度です。各基準の詳細および手続きなどの詳細は、フラット３５サイト（www.flat35.com） をご確認ください。

　　【フラット３５】Ｓには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

※1 融資率とは、住居の建設費（土地取得費を含む）または購入価格に対する住宅ローンの借入額の占める割合を言います。

　　適用されるフラット３５（買取型）の融資金利は、融資率に応じて異なります。買取型の融資率90％超の場合：融資率90％以下の金利＋0.14％

※2 適用されるフラット３５（買取型）の融資金利は、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて異なります。

　　新機構団信（一般）以外の団信種別等に係る融資金利は、以下の金利を加算または減算します。

　　夫婦連生新機構団信の場合：新機構団信（一般）の金利＋0.18％　　　新３大疾病付機構団信の場合：新機構団信（一般）の金利＋0.24％

　　セゾンの新機構団信プラスの場合：新機構団信（一般）の金利＋0.15％～0.60％　　　セゾンの新3大疾病付機構団信プラスの場合：新機構団信（一般）の金利＋0.35％　　　

　　新機構団信不加入の場合：新機構団信（一般）の金利▲0.20％

※3 融資事務手数料は、提携ローンとして「クレディセゾンのフラット３５」「フラット３５PLUS」をお申込みいただいた場合のものです。

※4 融資金額に対し一定の融資事務手数料率をかけたタイプです。　※5 融資事務手数料が固定金額のタイプです。

※6 対象のセゾン･アメリカン･エキスプレス®･カードは以下の3種類です。

　　セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード＜年会費11,000円（税込）／初年度年会費無料、年1回（1円）以上のカードご利用で翌年度も無料＞または

　　セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード＜年会費22,000円（税込）＞またはセゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード＜年会費22,000円（税込）＞

株式会社クレディセゾン　住宅ローンデスク

〒170-6073　東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　サンシャイン６０　５０階

TEL： 0120-235-551 営業時間：10:00 ～ 17:30

FAX： 03-5992-8684 土日・祝日除く

株式会社クレディセゾン　東京都豊島区東池袋３－１－１　サンシャイン60

登録番号：関東財務局長(14)第00085号　  　　日本貸金業協会会員　第002346号

お問い合わせ：

　https://finance.saisoncard.co.jp/flat35/

●　住宅金融支援機構提携　長期固定金利の住宅ローン　　　●　保証人が不要　　　　●　保証料0円、繰り上げ返済手数料0円

●　フラット３５(買取型)とフラット３５PLUSのあわせ融資で、購入価格の100％融資をご利用いただけます。

新機構団信付き※２（融資率※１  90％以内）

金利優遇終了後
金利優遇適用時

▲0.50％ ▲0.25％

三菱地所レジデンス
のお客様 33,000

0.330三菱地所レジデンス
のお客様

円

融資事務手数料※３(消費税込）

三菱地所レジデンス
のお客様 0.330 ％

2023年5月　融資金利

2.80

左記以外のお客様

％
定率
タイプ

※４

定額
タイプ

※５

％％

融資事務手数料※３(消費税込）

定率タイプ
※４

セゾン･アメリカン･エキスプレス®･
カード会員様（※６）

融資金利（当初5年間固定金利）
※当初固定期間終了後5年ごとに金利見直し

2.80

セゾンのフラット３５ 検索

セゾンのフラット３５（買取型）

住宅性能に関するメニュー

S(ZEH) ：３ポイント

S(Aプラン) ：２ポイント

S(Bプラン) ：１ポイント

リノベ(Aプラン) ：４ポイント

リノベ(Bプラン) ：２ポイント

維持保全に関するメニュー

長期優良住宅 ：１ポイント

予備認定マンション ：１ポイント

管理計画認定マンション ：１ポイント

安心R住宅 ：１ポイント

インスペクション実施住宅 ：１ポイント

既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 ：１ポイント

地域連携に関するメニュー

地域連携型(子育て支援) ：２ポイント

地域連携型(地域活性化) ：１ポイント

地域連携型（空き家対策） ：２ポイント

地域移住支援型 ：２ポイント

合計ポイント数 ： 金利引き下げ内容

１ポイント ： 当初５年間 ▲0.25％

２ポイント ： 当初１０年間 ▲0.25％

３ポイント ： 当初５年間 ▲0.50％

当初６～１０年間 ▲0.25％

４ポイント以上 ： 当初１０年間 ▲0.50％

※ 各メニューから適用できるのは１つのみです。【フラット３５】リノベは、維持保全に関するメニューの利用不可です。

※ 長期優良住宅は、3ポイントになります。（住宅性能に関するメニューS（Aプラン）2ポイント+維持保全に関するメニュー1ポイント）

※ 地域連携に関するメニュー(地方移住支援型)は単独利用時、当初10年▲0.3%です。

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年 年



(1)【フラット３５】申込時の年齢が満70歳未満で､約定完済時の年齢が満80歳未満の方　

    【フラット５０】申込時の年齢が満44歳未満で、約定完済時の年齢が満80歳未満の方

(2)日本国籍または永住許可を有する方　

(3)フラット３５(フラット３５PLUSをご利用の方は､フラット３５PLUSも含む）またはフラット５０と、その他の借入金を合わせたすべての年間返済額の年収に

占める割合が、右記の範囲内の方：・年収400万円未満の方：30%以内　・年収400万円以上の方：35%以内

(4)資金交付後、すみやかに借入対象である住宅に入居可能な方

本人が所有し、本人または親族が居住することを目的とした

(1)新築住宅の建設・購入資金　(2)中古住宅の購入資金（購入と併せて行うリフォーム工事資金を含む）

(3)セカンドハウスの建設・購入資金　(4)住宅ローンの借換え資金

●住宅の建設費（土地取得費を含む）または住宅購入価格の100％以内　●100万円以上 8,000万円以内（1万円単位）

※住宅建設費・購入価格には一部諸費用も含めます。

【フラット３５】●15年以上35年以内かつ最終返済時の年齢が満80歳未満となる年数（1年単位）　●支払回数 180回～420回

※申込者が60歳以上の場合、融資期間の下限は10年とします。支払回数は120回からとなります。

【フラット５０】●36年以上50年以内かつ最終返済時の年齢が満80歳未満となる年数（1年単位）　●支払回数 432回～600回

●全期間固定金利(申込受付時ではなく、融資実行日時点の金利が適用されます。）　

※現在の金利は当社ホームページでご確認ください

※融資期間・融資事務手数料タイプ・融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類・年齢に応じて金利が異なります

融資率90％以内の場合： （参考）2023年5月

<定率タイプ>1.63％～2.43％（21年以上35年以内、実質年率：1.744％～2.539％）/1.20％～2.00％(20年以下、実質年率：1.408％～2.203％）

<定額タイプ>1.78％～2.58％（21年以上35年以内、実質年率：1.789％～2.588％）/1.35％～2.15％(20年以下、実質年率：1.367％～2.166％）

融資率90％超の場合： （参考）2023年5月

<定率タイプ>1.77％～2.57％（21年以上35年以内、実質年率：1.883％～2.678％）/1.34％～2.14％(20年以下、実質年率：1.548％～2.342％）

<定額タイプ>1.92％～2.72％（21年以上35年以内、実質年率：1.929％～2.728％）/1.49％～2.29％(20年以下、実質年率：1.507％～2.306％）

実質年率は、融資金額3,000万円、融資期間35年（20年以下は20年）、元利均等返済（ボーナス併用なし）、融資事務手数料にて算出

元利均等返済または元金均等返済

●引落日 ： 毎月5日　※金融機関休業日の場合は翌営業日　●約定返済日 ： 毎月13日　●親子リレー返済 ： 可

●ボーナス併用払い ： 6ヵ月ごとの併用可（借入額の40％以内）

金融機関営業日（土・日・祝日・年末年始・毎月13日を除く）

不要

不要

融資対象となる土地・建物に住宅金融支援機構が第一順位の抵当権を設定させていただきます。

※別途、抵当権の設定費用（登録免許税・司法書士報酬など）をご負担いただきます。

原則として、機構団体信用生命保険にご加入いただきます。（保険料は、お客様にご負担いただきます。）

<定率タイプ>融資金額の2.2％以内 ※最低事務手数料：なし

<定額タイプ>55,000円以内　※定率タイプと定額タイプでは融資金利が異なります。※融資事務手数料は消費税込みで記載しています。消費税は

融資実行日の税率が適用されます。※なお、フラット５０については、定率タイプのみとなります。

(1)一部繰上返済（手数料無料）　　100万円以上(ただし､返済金の6ヵ月分以上),期間短縮型／支払額軽減型からお選びいただけます。

(2)全額繰上返済（手数料無料）

任意の火災保険または火災共済にご加入いただきます。　※保険期間は任意で、完済時まで付保していただきます。

年率14.5％（年365日の日割り計算）

ご利用いただけます。

(1)セゾンのフラット３５（買取型）をお申し込みいただいた方で､住宅金融支援機構の買取仮承認を取得された方　

(2)住宅金融支援機構の住宅融資保険のご利用が可能な方

本人が所有し、本人または親族が居住することを目的とした(1)新築住宅の建設・購入資金　(2)中古住宅の購入資金（購入と併せて行うリフォーム工事資金

を含む）　(3)セカンドハウスの建設・購入資金　

＜対象外となる案件＞ 

・住宅金融支援機構融資または機構財形住宅融資との併用 ・保留地 ・土地および建物に抵当権設定ができない案件・質権設定が必要な案件

●住宅の建設費（土地取得費を含む）または住宅購入価格の10％以内　●10万円以上 800万円以内（1万円単位）　●併せて融資するセゾンのフラット

３５（買取型）の融資金額との合計が8,000万円以内となる金額　●併せて融資するセゾンのフラット３５（買取型）の融資金額との合計が住宅の建設費または

購入価格の100％以内　※セゾンのフラット３５（買取型）の融資金額が100％または90％未満の場合はご利用いただけません。

●10年以上 35年以内かつ最終返済時の年齢が満80歳未満となる年数（1年単位）　●支払回数 119回～419回

長期プライムレート（みずほ銀行）＋2.3％以内／ 当初5年間固定金利（お申し込みの受付時ではなく、資金のお受け取り時の金利が適用されます）

※団体信用生命保険の加入の有無及びその種類・年齢に応じて金利が異なります

※（参考）2023年5月：3.70％～4.60％　（実質年率：3.803％～4.699％）

実質年率は、融資金額300万円、融資期間35年、元利均等返済、融資事務手数料にて算出

当初固定金利期間終了後、5年ごとに見直しを行います。

元利均等返済

●引落日：毎月4日　※金融機関休業日の場合は翌営業日　●約定返済日：毎月4日　●親子リレー返済：可　●ボーナス併用払い：不可

金融機関営業日（土・日・祝日・年末年始・毎月13日を除く）

不要

不要

融資対象となる土地・建物に株式会社クレディセゾンを第二順位とする抵当権を設定させていただきます。

※別途、抵当権の設定費用（登録免許税・司法書士報酬など）をご負担いただきます。

当社指定の団体信用生命保険にご加入いただけます。

ご利用にあたり、当社は住宅金融支援機構を保険者とする住宅融資保険を付保します。保険料は当社が負担いたします。

融資金額の2.2％以内　※融資事務手数料は消費税込みで記載しています。消費税は融資日の税率が適用されます。

（1）一部繰上返済（手数料無料）　10万円以上、期間短縮型のみのお取り扱いとなります。

（2）全額繰上返済（手数料無料）

任意の火災保険または火災共済にご加入いただきます。※保険期間は任意で、完済時まで付保していただきます

年率14.5％（年365日の日割り計算）

ご利用いただけます。

＊一部お取り扱いできないエリアがございます。詳しくは住宅ローンデスクへお問い合わせください。

＊融資金利については「セゾンのフラット３５」ホームページ（https://finance.saisoncard.co.jp/flat35/)でご確認ください。

＊貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。＊当社所定の審査がございます。審査によりご希望の意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。

お支払のご相談は　　日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター　　0570-051-051　（受付時間9:00～17:00 休:土、日、祝日、年末年始）

融資事務手数料

繰上返済

火災保険

遅延損害金

つなぎ融資の利用

保証人

保証料

担保

団信信用生命保険

住宅融資保険

融資期間

融資金利

金利見直し

返済方法

融資実行可能日

セゾンのフラット３５ＰＬＵＳ 商品概要　※セゾンのフラット３５と併せて融資するローンに、住宅金融支援機構の住宅融資保険を付保する商品

つなぎ融資の利用

お申込みいただける方

資金使途など

融資金額

遅延損害金

保証人

保証料

セゾンのフラット３５（買取型）/ セゾンのフラット５０（買取型）商品概要

お申込みいただける方

担保

団信信用生命保険

融資事務手数料

繰上返済

火災保険

融資金額

融資期間

融資金利

返済方法

融資実行可能日

資金使途など



三菱地所レジデンス株式会社の物件を購入されるお客様へ

■金利優遇制度　※金利優遇のメニュー毎にポイントを定め、合計ポイント数に応じて金利優遇の内容を決定します。

■フラット３５（保証型）融資金利　※金利優遇適用時

プラン6.0 年 1.14 ％ 年 1.39 ％ 年 1.64 ％

プラン6.5 年 1.16 ％ 年 1.41 ％ 年 1.66 ％

プラン7.0 年 1.18 ％ 年 1.43 ％ 年 1.68 ％

プラン7.5 年 1.20 ％ 年 1.45 ％ 年 1.70 ％

プラン8.0 年 1.23 ％ 年 1.48 ％ 年 1.73 ％

プラン8.5 年 1.25 ％ 年 1.50 ％ 年 1.75 ％

プラン9.0 年 1.28 ％ 年 1.53 ％ 年 1.78 ％

％

※融資金利は、申込受付時ではなく融資実行日時点の金利が適用されます。
※消費税は、融資実行日時点での消費税が適用されます。
※フラット３５（保証型）定率タイプの最低融資事務手数料の設定はございません。
※【フラット３５】Ｓとは、【フラット３５】をお申し込みのお客様が、省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、【フラット３５】の融資金利を一定期間引き下げる

　　制度です。各基準の詳細および手続きなどの詳細は、フラット３５サイト（www.flat35.com） をご確認ください。

　   【フラット３５】Ｓには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

※1 融資率とは、住居の建設費（土地取得費を含む）または購入価格に対する住宅ローンの借入額の占める割合を言います。

※2 融資金額に対し一定の融資事務手数料率をかけたタイプです。提携ローンとして「セゾンのフラット３５(保証型)」をお申込みいただいた場合の融資事務手数料です。

【お問い合わせ】 株式会社クレディセゾン　住宅ローンデスク

〒170‐6073　東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　サンシャイン60　50階

TEL : 0120‐235‐551 営業時間：10:00　～　17:30　

FAX : 03‐5992-8684

https://finance.saisoncard.co.jp/flat35/

株式会社クレディセゾン　東京都豊島区東池袋3-1-1　サンシャイン60
登録番号：関東財務局長(14)第00085号　 　日本貸金業協会会員　第002346号

65％超70％以下

70％超75％以下

セゾンのフラット３５　(保証型）

定率タイプ※2 0.330

75%超80％以下

80%超85％以下

85%超90％以下

融資期間35年以下

●住宅金融支援機構提携　長期固定金利の住宅ローン　　　●保証人が不要　　　●保証料0円、繰り上げ返済手数料0円　※一部繰上返済は、各回10万円以上が対象

●既に買取型にて本申込済みの方は、再度申込書のご記入及び書類のご提出が必要となります。

●自己資金を10%～40％をご用意いただくことで、金利がお得になります。

融資事務手数料(税込)

60％以下

60％超65％以下

▲0.25%

《2023年5月融資金利》

一般団信に加入した場合

プラン名 融資率 ※1
金利優遇適用時

金利優遇終了時
▲0.50%

充実した団信保険でサポート！！

※ 団信不加入の場合は「一般団信－0.28％」となります。

セゾンのフラット３５ 検索

一般団信
がん75

一般団信＋年0.10％

全疾病付団信

一般団信＋年0.24％

がん100

一般団信＋年0.15％

住宅性能に関するメニュー

S(ZEH) ：３ポイント

S(Aプラン) ：２ポイント

S(Bプラン) ：１ポイント

リノベ(Aプラン) ：４ポイント

リノベ(Bプラン) ：２ポイント

維持保全に関するメニュー

長期優良住宅 ：１ポイント

予備認定マンション ：１ポイント

管理計画認定マンション ：１ポイント

安心R住宅 ：１ポイント

インスペクション実施住宅 ：１ポイント

既存住宅売買瑕疵保険付保住宅 ：１ポイント

地域連携に関するメニュー 合計ポイント数 ： 金利引き下げ内容

１ポイント ： 当初５年間 ▲0.25％

２ポイント ： 当初１０年間 ▲0.25％

３ポイント ： 当初５年間 ▲0.50％、

当初６～１０年間 ▲0.25％

４ポイント以上 ： 当初１０年間 ▲0.50％

※ 各メニューから適用できるのは１つのみです。【フラット３５】リノベは、維持保全に関するメニューの利用不可です。

※ 長期優良住宅は、3ポイントになります。（住宅性能に関するメニューS（Aプラン）2ポイント+維持保全に関するメニュー1ポイント）

※ 地域連携に関するメニュー(地方移住支援型)は単独利用時、当初10年▲0.3%です。

地域連携型(子育て支援) ：２ポイント

地域連携型(地域活性化) ：１ポイント

地域連携型（空き家対策） ：２ポイント

地域移住支援型 ：２ポイント



(1)申込時の年齢が満70歳未満で､約定完済時の年齢が満80歳未満の方　

(2)日本国籍または永住許可を有する方

(3)セゾンのフラット３５（保証型）と、その他の借入金を合わせたすべての年間返済額の年収に占める割合が、下記の範囲内の方

【セゾンのフラット３５（保証型）融資率80％以下／プラン6～8】／【セゾンのフラット３５（保証型）借換え】

・税込年収400万円未満の方 ： 30％以下　 ・税込年収400万円以上の方 ： 35％以下　　

【セゾンのフラット３５（保証型）融資率80％超90％以下／プラン8.5～9】　・20％以下

(4)住宅金融支援機構の特定住宅融資保険の付保承認を受けられる方

※セゾンのフラット３５（保証型）借換えの場合、原則として借換え対象となる住宅ローン債務者と借換え融資の申込人が同一であること。

ただし、借換えに伴い債務者を追加することができます。また、住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入日から借換え融資への申込日まで

1年以上経過し、かつ借換え融資への申込み前日までの直近12回分のご返済状況が良好な方。

本人が所有し、本人または親族が居住することを目的とした

(1)新築住宅の建設・購入資金　(2)中古住宅の購入資金（購入と併せて行うリフォーム工事資金を含む）

(3)セカンドハウスの建設・購入資金　(4)住宅ローンの借換え資金

※借地・保留地などのような融資実行時に抵当権を設定できない場合や買戻特約付き（登記ありの場合）かつ設定登記がセゾンのフラット３５

（保証型）借入時までに抹消できない場合は、ご利用いただけません。※セゾンのフラット３５（保証型）借換えの場合、住宅取得時に生じた諸費用

が含まれた住宅ローンについては、その住宅ローンの当初借入額または借換えの申込時点における残元金が住宅の取得費用以下である

場合に、借換え融資の対象となります。

●100万円以上 8,000万円以内（1万円単位）　

●住宅建設費（土地取得費を含む）または購入価格に対するセゾンのフラット３５（保証型）の融資率が以下の基準内であること。

【融資率60％以下/プラン6】借入額割合：60％

【融資率60％超65％以下/プラン6.5】借入額割合：60％超～65％以下

【融資率65％超70％以下/プラン7】借入額割合：65％超～70％以下

【融資率70％超75％以下/プラン7.5】借入額割合：70％超～75％以下

【融資率75％超80％以下/プラン8】借入額割合：75％超～80％以下

【融資率80％超85％以下/プラン8.5】借入額割合：80％超～85％以下

【融資率85％超90％以下/プラン9】借入額割合：85％超～90％以下

【借換え】借入額割合：100％以下

※セゾンのフラット３５（保証型）借換えの場合、現在借り入れ中の住宅ローン（1万円未満切り捨て）残高および、一部の諸費用（事務手数料、

ローン契約用印紙代、登記費用、完済手数料、経過利息など）の合計額または住宅金融支援機構の担保評価額の200%以内の額の

いずれか低い金額まで。

【新規借入れの場合】

●15年以上35年以内かつ最終返済時年齢満80歳未満となる年数（1年単位）　●支払回数 179回～419回

※申込者が60歳以上の場合、融資期間の下限は10年とします。支払回数は 119回からとなります。

【借換えの場合】

●15年以上で、「35年」―「当初の住宅ローンの経過年数（1年未満切り上げ）」（1年単位）(借入申込人が満60歳以上の場合は10年)

●支払回数 11回～407回

※ただし、「35年」―「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過年数（1年未満切り上げ）」が15年(借入申込人が満60歳以上の場合は10年）

未満となる場合はその年数を上限として設定可能(下限は1年)

※借入申込人が満70歳以上の場合は借換え融資をご利用できません(親子リレー返済利用の場合を除く）。

●全期間固定金利(申込受付時ではなく、融資実行日時点の金利が適用されます。）　

※融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びプランにより金利が異なります

※（参考）2023年5月

【融資率60％以下】1.36%～1.88％ （実質年率：1.475％～1.992％）

【融資率60％超65%以下】1.38%～1.90％ （実質年率：1.495％～2.012％）

【融資率65％超70%以下】1.40%～1.92％ （実質年率：1.515％～2.032％）

【融資率70％超75%以下】1.42%～1.94％ （実質年率：1.535％～2.052％）

【融資率75％超80%以下】1.45%～1.97％ （実質年率：1.565％～2.082％）

【融資率80％超85%以下】1.47%～1.99％ （実質年率：1.585％～2.102％）

【融資率85％超90%以下】1.50%～2.02％ （実質年率：1.615％～2.132％）

【借換え】1.50%～2.02％ （実質年率：1.615％～2.132％）

元利均等返済または元金均等返済

●引落日 ： 毎月4日　※金融機関休業日の場合は翌営業日　 ●約定返済日 ： 毎月4日　●親子リレー返済 ： 可

●ボーナス併用払い ： 6ヵ月ごとの併用可（借入額の40％以内）

融資実行可能日

保証人 不要

保証料 不要

融資対象となる土地・建物に株式会社クレディセゾンを第一順位とする抵当権を設定させていただきます。

※別途、抵当権設定費用（登録免許税・司法書士報酬など）をご負担いただきます。

当社指定の団体信用生命保険にご加入いただけます（任意）。加入の場合には、主債務者または連帯債務者のどちらかにご加入いただきます。

保障プランにより金利が異なります。また保険加入には審査があり、健康状態によりご加入できない場合があります。

特定住宅融資 保険 ご利用にあたり、当社は住宅金融支援機構を保険者とする特定住宅融資保険を付保します。保険料は当社が負担します。

融資金額の2.2％ ※最低事務手数料：なし

※融資事務手数料は、消費税込みで記載しています。消費税は、融資実行日の税率が適用されます。

(1)一部繰上返済（手数料無料）　 10万円以上、期間短縮型／支払額軽減型からお選びいただけます。

(2)全額繰上返済（手数料無料）　

火災保険 任意の火災保険または火災共済に加入いただきます。　※保険期間は任意で、完済時まで付保していただきます。

遅延損害金 年率14.5％（年365日の日割り計算）

その他 繰上返済以外の変更（ボーナス月の変更、ボーナス払い有無などを含む）は、できません。

実質年率とは下記ご融資条件における融資事務手数料も含めた金利です。

フラット３５（保証型）：融資金額3000万円、融資期間35年、元利均等返済の場合

＊現在の融資金利は「セゾンの住宅ローン」ＨＰ（https://finance.saisoncard.co.jp/flat35/)でご確認ください。

＊一部お取り扱いできないエリアがございます。詳しくは住宅ローンデスクへお問い合わせください。

＊貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。

＊当社所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございます。予めご了承ください。

団体信用生命 保険

セゾンのフラット３５（保証型）　商品概要

繰上返済

お支払のご相談は　　日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051　（受付時間9:00～17:00 休:土、日、祝日、年末年始）

お申し込み
いただける方

資金使途

返済方法

融資金額

融資期間

融資金利

金融機関営業日 （土・日・祝・年末年始・毎月13日を除く）

担保

融資事務手数料



　

1.58%
1.24% 1.67%

基準金利より年率▲0.1％

基準金利 1.59% 基準金利 2.02%

1.83%
1.49% 1.92%

1.40%
基準金利より年率▲0.1％

1.15%

基準金利 1.34%

三菱地所レジデンス株式会社 さまが販売するご自宅を購入されるお客さま

長期固定金利住宅ローン「フラット35」S

【団信の費用が含まれた金利となります】

（金利は年率表示）　（▲はマイナス） 手数料定額型 手数料定率型

15年以上20年以内 21年以上35年以内 15年以上20年以内 21年以上35年以内

（2023年5月1日現在）2023年5月にお借り入れいただく場合の適用金利 

1.38% 1.81%

基準金利 1.48% 基準金利 1.91%

基準金利より年率▲0.1％

共通
融資

手数料

当初期間経過後

～完済まで

90%超

100％以内

 

当初期間経過後

～完済まで

90%以内

金利

基準金利 1.77%

基準金利 1.73%

33,000円（消費税込）
基準手数料率より 年率▲1.375％

お借入金額×0.495％（消費税込）

1.54%
1.63% 2.06%

基準金利より年率▲0.1％

基準金利 2.16%

1.29% 1.72%

1.97%

※新規にお借入される場合のみに限ります。現在、他金融機関からお借入中の住宅ローン（公的機関・勤務先からのお借入も含む）の借換にはご利用できません。

住宅金融支援機構
フラット35ウェブサイト https://www.flat35.com/

〈 〉
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター 0120-0860-35 ご利用いただけない場合(国際電話等)は次の番号へおかけください。(048-615-0420)

営業時間 毎日9:00～17:00（12月31日～1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません）

〈 〉

・この商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客さまに対する住宅ローン債権はお借入後、直ちに住宅金融支援
機構に債権譲渡されます。また住宅金融支援機構は、みずほ銀行より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託＊する場合がございます。 ＊住宅金融支援
機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債券保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し管理を委託する行為です。 ・債権譲渡後は
住宅金融支援機構が債権者となるため、みずほ銀行に対する預金等の債権との相殺は認められなくなります。ただし、お客さまとの契約内容に変更はなく、お客さまの
通常の元利金返済や繰上返済に支障はございません。 ・この商品は、お借入後に住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、元利金の返済や各種届出等の諸手続き
は、みずほ銀行が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。(お客さまとの窓口は引き続きみずほ銀行が担当いたします)。

みずほ銀行のお得な割引プラン
※

融資率
（※1）

お借入期間

適用期間

金利Aプラン
▶当初10年間

金利Bプラン
▶当初 5 年間

金利Aプラン
▶当初10年間

金利Bプラン
▶当初 5 年間

「フラット35」Sとは、住宅金融支援機構が行う制度で、省エネルギー性等に優れ、一定の条件を満たす住宅を取得される場合に、「フラット35」の
お借入金利を一定期間引き下げ る制度です。

基準手数料 お借入金額 × 1.87%

フラット35お借入金額の割合が「90％以内」の場合は、「フラット35パッケージローン」を併用して、
住宅建設費または住宅購入価額の100%以内のお借入をいただくことも可能です。

受けることが必要となります。なお、物件検査に要する費用については、お客さまにご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

＊「フラット35パッケージローン」は「フラット35」の借入条件等とは異なります。
詳しくは「フラット35パッケージローン」のチラシまたは店舗、みずほ銀行ウェブサイトでご確認ください。

保証料不要。繰上返済時にも 建設費・購入価額の

　

　

担

担

上記の基準のほか、住宅の耐久性等の「フラット35」の技術基準に適合することが必要です。各基準の詳細や、「フラット35」および「フラット35」Sの商品性については、
フラット35ウェブサイトでご確認ください。また、店頭にパンフレットをご用意しております。返済額の試算については、店頭またはフラット35ウェブサイトにてご確認ください。

・この商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客さまに対する住宅ローン債権はお借入後、直ちに住宅金融支援
機構に債権譲渡されます。また住宅金融支援機構は、みずほ銀行より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託（※）する場合がございます。（※）住宅金
融支援機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債券の保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し管理を委託する行為です。
・債権譲渡後は住宅金融支援機構が債権者となるため、みずほ銀行に対する預金等の債権との相殺は認められなくなります。ただし、お客さまとの契約内容に変更
はなく、お客さまの通常の元利金返済や繰上返済に支障はございません。 ・この商品は、お借入後に住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、元利金の返済や
各種届出等の諸手続きは、みずほ銀行が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。 (お客さまとの窓口は引き続きみずほ銀行が担当いたします)

※割引プランの適用条件について 原則として給与振込のお取引がある方（予約扱いも含みます）。上記の適用条件に加え、みずほ銀行所定の条件があります。
※1 融資率とは、ご購入される物件の購入価格および建築される物件の建築請負価格の合計額の内、お借入金額が占める割合を指します。融資率により金利が
異なりますが、金利はお借入金額の全体に適用されます。○当初期間年率▲0.3％の金利の引下幅は、2017年9月30日までのお申込分について適用となります。
2017年10月1日以降のお申込分における金利の引下幅は当初期間年率▲0.25％となります。○デュエット（夫婦連生）の場合は、上記に0.18%加算した金利
となります。○3大疾病付の場合は、上記に0.24%加算した金利となります。○団信不加入の場合は、上記から0.20%低い金利となります。○旧団信（2017年
9月30日までのお申込）の場合は、上記から0.29%低い金利となります。また、旧団信に係る保険料（特約料）はお客さま負担になります。

お借入に関するご注意事項
〇金利は毎月見直しを行います。〇お申込時ではなく実際にお借入いただく日の金利が適用されます（お申込とお借入の関係につきましては、裏面「お借入までの

流れ」をご参照ください）。〇「フラット35」Ｓには募集金額があり、募集金額に達する見込みとなった場合は受付を終了させていただきます。受付終了日は、
終了する約3週間前にフラット35ウェブサイト（https://www.flat35.com/）でお知らせします。〇本商品は完済まで固定金利が適用されますので、市場金利
の動向によっては、結果として変動金利方式を適用するローン等に比べ、お支払いの総額が多くなることがございます。〇適用金利は金利情勢によっては月中に変わ

ることがございます。〇金利情勢等により、本金利プランの内容を見直す場合や、お取扱を中止する場合がございます。〇本商品のお借入にあたっては、所定の
融資手数料[最低融資手数料33,000円（消費税込）]をお支払いいただきます。また、お支払いいただいた融資手数料は繰上返済等を行っても原則として、

返戻金はございませんので、あらかじめご了承ください。〇審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
〇融資率が90％を超える場合は、融資率が90％以内の場合と比較して、より慎重に審査を行うとともに、お借入額全体の金利を一定程度高く設定しております。
〇長期固定金利住宅ローン「フラット35」Sをご利用いただくためには、住宅金融支援機構が定める技術水準に適合していることを証明する適合証明書の交付を
受けることが必要となります。なお、物件検査に要する費用については、お客さまにご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

以下の基準のほか、住宅の耐久性等の「フラット35」の技術基準に適合することが必要です。各基準の詳細は、フラット35ウェブサイト（https://www.flat35.com/)でご確認ください。

　「フラット35」S(金利Aプラン)新築住宅・中古住宅共通の基準　次の(1)～(4)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
　省エネルギー性 (1)次のア、イ、ウのいずれかの住宅

ア. 認定低炭素住宅（都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された
　 　住宅）または、同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅
イ. 一次エネルギー消費量等級5の住宅
ウ. 性能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）※1

  耐久性・可変性 (2)長期優良住宅 ※2
  耐震性 (3)耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）3の住宅
　バリアフリー性 (4)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅（共同住宅の専用部分は等級3でも可）
　※1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です。
　※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画について認定の通知を受けた住宅です。
 (注)(1)イ、(3)および(4)の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなく
  　　ても「フラット35」S(金利Aプラン)をご利用いただけます。
「フラット35」S(金利Bプラン)新築住宅・中古住宅共通の基準　次の(1)～(5)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
　省エネルギー性 (1)断熱等性能等級4の住宅かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
　耐久性・可変性 (2)劣化対策等級3の住宅でかつ維持管理対策等級2以上の住宅（共同住宅等については、一定の更新対策(躯体天井高の確保(2.5m以上)

および間取り変更の障害となる壁または柱がないこと)が必要）
 耐震性 (3)耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上の住宅　　　(4)免震建築物(住宅性能表示制度の評価方法基準1～3に適合しているもの)　　
 バリアフリー性 (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
(注)各技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても「フラット35」S
　　(金利Bプラン)をご利用いただけます。
「フラット35」S(金利Bプラン)中古タイプ基準　次の(1)～(4)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
 省エネルギー性 (1)二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅

(2)建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅（省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上 ※3）または中古マンションらくらく
フラット35の内【フラット35】S〔省エネルギー性（外壁等断熱）に適合するもの〕として登録された住宅

 バリアフリー性 (3)浴室および階段に手すりが設置された住宅　　　(4)屋内の段差が解消された住宅
　※3 断熱等性能等級2の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める等級2の基準に適合する住宅をいいます。

お借入対象となる住宅

ご購入物件
決定

お申込
（お申込書提出）

審査
お借入決定・

ご契約
お借入

（ご資金入金）

お借入日がお申込日の翌月以降となる場合は、みずほ銀行の
金利・手数料の見直しにより、表面の金利・手数料でお借り入れ
できないことがあります。お借り入れいただく際には必ずその時点
の金利・手数料をご確認ください。

この時点の金利・手数料が適用されますお借入までの流れ

ご利用いただける方 次の条件をすべて満たされる方にご利用いただけます。

・お申込時の年齢が満70歳未満の方で、完済時の年齢が満80歳未満の方（親子リレー返済をご利用いただければ、満70歳以上の方でもお申し込みいただけます。
ただし、親子リレー返済をご利用いただく場合には、条件がございます） ・日本国籍の方、または永住許可等を受けている外国人の方 ・年収に占める、本ローン
およびその他のお借入金を合わせたすべてのお借入金（※）にかかる年間元利返済額の割合が、次の基準以下であることが必要です（収入合算ができますが、条件が
ございます）。太陽光発電で得られる収入を一部、年収に加算することができます。 年収400万円未満の場合……30％ 年収400万円以上の場合……35％
(※)すべてのお借入金とは、本ローンによるお借入金のほか、本ローン以外の住宅ローン・自動車ローン・教育ローン・カードローン（クレジットカードによるキャッシングや

商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます）等のお借入をいいます。

・ご本人が所有し、ご本人または親族の方が居住される住宅の建築資金または新築住宅もしくは中古住宅の購入資金 ・仲介手数料、融資手数料、
金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代、抵当権設定費用（司法書士報酬等）、火災保険料（※）・ 地震保険料（※）等の諸費用

（※）掛け捨てのみ利用可。 その他の諸費用については＜住宅金融支援機構 フラット35ウェブサイト:https://www.flat35.com/＞をご参照。

100万円以上8,000万円以内（1万円単位）ただし、住宅建設費（土地取得についてのお借入がある場合は、土地の取得費を含む）または住宅
購入価額の100％（※）以内とします。（※）住宅建設費または住宅購入価額に対してお借入金額が占める割合が「90％以内」の場合と、「90％超

100％以内」の場合とで異なる金利が適用されます。フラット35のお借入金額の割合が「90％以内」の場合は、「フラット35パッケージローン」を併用して、住宅建設費
または住宅購入価額の100％以内のお借入をいただくことも可能です。詳しくは「フラット35パッケージローン」のチラシまたは店舗、みずほ銀行ウェブサイトでご確認ください。

フラット35のお借入日は銀行のすべての営業日よりお選びいただけます。

ご返済方法は、右記のどちらかをお選びいただけます。 ・毎月元利均等返済 ・毎月元金均等返済 ＊お借入金額の40％まで6ヵ月ごと の増額返済
もできます。住宅金融支援機構のインターネットサービス（「住・My Note」）で10万円以上から繰上返済可能（繰上返済手数料無料）

次のいずれか短い年数（1年単位）とします。
（１）15年以上、35年以内（お申込者が60歳以上の場合は10年以上） （２）お申込日より、80歳となるまでの年数

保証人:保証人は必要ございません。 担保:ご融資の対象である建物およびその敷地に、住宅ローン債権の譲受人である住宅金融支援機構
を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。なお、担保設定に要する費用については、お客さまにご負担いただくことになりますのでご

了承ください。ご融資の対象である建物の敷地が、住宅金融支援機構と覚書を締結した事業主体が施行する土地区画整理事業の保留地である場合の取扱は、
店舗にてご確認ください。 火災保険:ご返済を終了するまでの間、建物に火災保険をおかけいただきます。 団体信用生命保険:月々のお支払いに団体信用生命保険
の加入に必要な費用が含まれております。健康上の理由その他の事情で加入されない場合も「フラット35」をご利用いただけます。

資 金 使 途

お借入金額

お 借 入 日

ご返済方法

お借入期間

その他の条件



 お問い合わせ・ご相談は

　　みずほ銀行 東京住宅ローンセンター第二センター

　　担当：藤堂・松原・川嶋・柳生 TEL：03-3345-1581
(2023年5月1日現在)

住宅金融支援機構
フラット35ウェブサイト https://www.flat35.com/

〈 〉
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター 0120-0860-35 ご利用いただけない場合(国際電話等)は次の番号へおかけください。(048-615-0420)

営業時間 毎日9:00～17:00（12月31日～1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません）

〈 〉

・この商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客さまに対する住宅ローン債権はお借入後、直ちに住宅金融支援
機構に債権譲渡されます。また住宅金融支援機構は、みずほ銀行より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託＊する場合がございます。 ＊住宅金融支援
機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債券保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し管理を委託する行為です。 ・債権譲渡後は
住宅金融支援機構が債権者となるため、みずほ銀行に対する預金等の債権との相殺は認められなくなります。ただし、お客さまとの契約内容に変更はなく、お客さまの
通常の元利金返済や繰上返済に支障はございません。 ・この商品は、お借入後に住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、元利金の返済や各種届出等の諸手続き
は、みずほ銀行が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。(お客さまとの窓口は引き続きみずほ銀行が担当いたします)。

　

　

担

担

上記の基準のほか、住宅の耐久性等の「フラット35」の技術基準に適合することが必要です。各基準の詳細や、「フラット35」および「フラット35」Sの商品性については、
フラット35ウェブサイトでご確認ください。また、店頭にパンフレットをご用意しております。返済額の試算については、店頭またはフラット35ウェブサイトにてご確認ください。

・この商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客さまに対する住宅ローン債権はお借入後、直ちに住宅金融支援
機構に債権譲渡されます。また住宅金融支援機構は、みずほ銀行より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託（※）する場合がございます。（※）住宅金
融支援機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債券の保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し管理を委託する行為です。
・債権譲渡後は住宅金融支援機構が債権者となるため、みずほ銀行に対する預金等の債権との相殺は認められなくなります。ただし、お客さまとの契約内容に変更
はなく、お客さまの通常の元利金返済や繰上返済に支障はございません。 ・この商品は、お借入後に住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、元利金の返済や
各種届出等の諸手続きは、みずほ銀行が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。 (お客さまとの窓口は引き続きみずほ銀行が担当いたします)

以下の基準のほか、住宅の耐久性等の「フラット35」の技術基準に適合することが必要です。各基準の詳細は、フラット35ウェブサイト（https://www.flat35.com/)でご確認ください。

　「フラット35」S(金利Aプラン)新築住宅・中古住宅共通の基準　次の(1)～(4)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
　省エネルギー性 (1)次のア、イ、ウのいずれかの住宅

ア. 認定低炭素住宅（都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された
　 　住宅）または、同法の規定により集約都市開発事業計画が認定された住宅
イ. 一次エネルギー消費量等級5の住宅
ウ. 性能向上計画認定住宅（建築物省エネ法）※1

  耐久性・可変性 (2)長期優良住宅 ※2
  耐震性 (3)耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）3の住宅
　バリアフリー性 (4)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅（共同住宅の専用部分は等級3でも可）
　※1 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅です。
　※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画について認定の通知を受けた住宅です。
 (注)(1)イ、(3)および(4)の技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級と同じです。住宅性能評価書を取得しなく
  　　ても「フラット35」S(金利Aプラン)をご利用いただけます。
「フラット35」S(金利Bプラン)新築住宅・中古住宅共通の基準　次の(1)～(5)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
　省エネルギー性 (1)断熱等性能等級4の住宅かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
　耐久性・可変性 (2)劣化対策等級3の住宅でかつ維持管理対策等級2以上の住宅（共同住宅等については、一定の更新対策(躯体天井高の確保(2.5m以上)

および間取り変更の障害となる壁または柱がないこと)が必要）
 耐震性 (3)耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上の住宅　　　(4)免震建築物(住宅性能表示制度の評価方法基準1～3に適合しているもの)　　
 バリアフリー性 (5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
(注)各技術基準は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても「フラット35」S
　　(金利Bプラン)をご利用いただけます。
「フラット35」S(金利Bプラン)中古タイプ基準　次の(1)～(4)の内いずれか１つ以上の基準を満たす住宅であること。
 省エネルギー性 (1)二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅

(2)建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅（省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上 ※3）または中古マンションらくらく
フラット35の内【フラット35】S〔省エネルギー性（外壁等断熱）に適合するもの〕として登録された住宅

 バリアフリー性 (3)浴室および階段に手すりが設置された住宅　　　(4)屋内の段差が解消された住宅
　※3 断熱等性能等級2の住宅とは、評価方法基準の5-1に定める等級2の基準に適合する住宅をいいます。

お借入対象となる住宅

ご購入物件
決定

お申込
（お申込書提出）

審査
お借入決定・

ご契約
お借入

（ご資金入金）

お借入日がお申込日の翌月以降となる場合は、みずほ銀行の
金利・手数料の見直しにより、表面の金利・手数料でお借り入れ
できないことがあります。お借り入れいただく際には必ずその時点
の金利・手数料をご確認ください。

この時点の金利・手数料が適用されますお借入までの流れ

ご利用いただける方 次の条件をすべて満たされる方にご利用いただけます。

・お申込時の年齢が満70歳未満の方で、完済時の年齢が満80歳未満の方（親子リレー返済をご利用いただければ、満70歳以上の方でもお申し込みいただけます。
ただし、親子リレー返済をご利用いただく場合には、条件がございます） ・日本国籍の方、または永住許可等を受けている外国人の方 ・年収に占める、本ローン
およびその他のお借入金を合わせたすべてのお借入金（※）にかかる年間元利返済額の割合が、次の基準以下であることが必要です（収入合算ができますが、条件が
ございます）。太陽光発電で得られる収入を一部、年収に加算することができます。 年収400万円未満の場合……30％ 年収400万円以上の場合……35％
(※)すべてのお借入金とは、本ローンによるお借入金のほか、本ローン以外の住宅ローン・自動車ローン・教育ローン・カードローン（クレジットカードによるキャッシングや

商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます）等のお借入をいいます。

・ご本人が所有し、ご本人または親族の方が居住される住宅の建築資金または新築住宅もしくは中古住宅の購入資金 ・仲介手数料、融資手数料、
金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代、抵当権設定費用（司法書士報酬等）、火災保険料（※）・ 地震保険料（※）等の諸費用

（※）掛け捨てのみ利用可。 その他の諸費用については＜住宅金融支援機構 フラット35ウェブサイト:https://www.flat35.com/＞をご参照。

100万円以上8,000万円以内（1万円単位）ただし、住宅建設費（土地取得についてのお借入がある場合は、土地の取得費を含む）または住宅
購入価額の100％（※）以内とします。（※）住宅建設費または住宅購入価額に対してお借入金額が占める割合が「90％以内」の場合と、「90％超

100％以内」の場合とで異なる金利が適用されます。フラット35のお借入金額の割合が「90％以内」の場合は、「フラット35パッケージローン」を併用して、住宅建設費
または住宅購入価額の100％以内のお借入をいただくことも可能です。詳しくは「フラット35パッケージローン」のチラシまたは店舗、みずほ銀行ウェブサイトでご確認ください。

フラット35のお借入日は銀行のすべての営業日よりお選びいただけます。

ご返済方法は、右記のどちらかをお選びいただけます。 ・毎月元利均等返済 ・毎月元金均等返済 ＊お借入金額の40％まで6ヵ月ごと の増額返済
もできます。住宅金融支援機構のインターネットサービス（「住・My Note」）で10万円以上から繰上返済可能（繰上返済手数料無料）

次のいずれか短い年数（1年単位）とします。
（１）15年以上、35年以内（お申込者が60歳以上の場合は10年以上） （２）お申込日より、80歳となるまでの年数

保証人:保証人は必要ございません。 担保:ご融資の対象である建物およびその敷地に、住宅ローン債権の譲受人である住宅金融支援機構
を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。なお、担保設定に要する費用については、お客さまにご負担いただくことになりますのでご

了承ください。ご融資の対象である建物の敷地が、住宅金融支援機構と覚書を締結した事業主体が施行する土地区画整理事業の保留地である場合の取扱は、
店舗にてご確認ください。 火災保険:ご返済を終了するまでの間、建物に火災保険をおかけいただきます。 団体信用生命保険:月々のお支払いに団体信用生命保険
の加入に必要な費用が含まれております。健康上の理由その他の事情で加入されない場合も「フラット35」をご利用いただけます。

資 金 使 途

お借入金額

お 借 入 日

ご返済方法

お借入期間

その他の条件

上記の基準のほか、住宅の耐久性等の「フラット35」の技術基準に適合することが必要です。各基準の詳細や、「フラット35」および「フラット35」Sの商品性については、
フラット35ウェブサイトでご確認ください。また、店舗にパンフレットをご用意しております。返済額の試算については、店舗またはフラット35ウェブサイトにてご確認ください。

住宅金融支援機構
フラット35ウェブサイト https://www.flat35.com/

〈 〉
住宅金融支援機構
お客さまコールセンター 0120-0860-35 ご利用いただけない場合(国際電話等)は次の番号へおかけください。(048-615-0420)

営業時間 毎日9:00～17:00（12月31日～1月3日、祝日・振替休日はご利用いただけません）

〈 〉

・この商品は、住宅金融支援機構の証券化支援事業を利用した長期固定金利のローンのため、お客さまに対する住宅ローン債権はお借入後、直ちに住宅金融支援
機構に債権譲渡されます。また住宅金融支援機構は、みずほ銀行より債権譲渡を受けた後、さらに信託会社等に信託＊する場合がございます。 ＊住宅金融支援
機構が当該住宅ローン債権の証券化を行う際に、発行する債券保全のために、信託会社等に住宅ローン債権を移転し管理を委託する行為です。 ・債権譲渡後は
住宅金融支援機構が債権者となるため、みずほ銀行に対する預金等の債権との相殺は認められなくなります。ただし、お客さまとの契約内容に変更はなく、お客さまの
通常の元利金返済や繰上返済に支障はございません。 ・この商品は、お借入後に住宅金融支援機構に債権譲渡されますが、元利金の返済や各種届出等の諸手続き
は、みずほ銀行が住宅金融支援機構より委託を受け、引き続き行います。(お客さまとの窓口は引き続きみずほ銀行が担当いたします)。
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	みずほフラット35S 「90％以内」「90%超100%以内」2023年5月
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