
住宅ローンについて
住宅ローンの基本をまとめた資料です。ご一読いただき、ご不明な点、ご質問ございましたら担当者までお問い合わせください。

ローンの種類

都市銀行や地方銀行、信託銀行やネット銀行など多くの⺠間⾦融機関が
貸し出す住宅ローンで、さまざまなタイプの商品があり選択できます。
また⾦融機関毎に⾦利優遇が設定されているなどの特徴があります。
⾦利や各種手数料、付帯サービスなどは⾦融機関によって異なります。
※提携商品の種類等については、裏面参照

⺠間⾦融機関と住宅⾦融⽀援機構が提携して融資する最⻑35年⻑期固定
⾦利の住宅ローン。対象となる住宅の広さ等、一定の基準を満たす住宅
を購入する際に利用できます。更に、省エネルギー性、耐震性など質の
高い住宅の場合は「フラット35S」が利用でき、一定期間⾦利が引き下
げられます。※提携商品の種類等については、裏面参照

⾦利の種類
【変動⾦利型】

市 場 金 利 の 動 向 に 合 わ せ て 金 利 が 変 動 す る
タイプ。半年ごとに金利が見直されます。

【一定期間固定⾦利型】
一定期間の金利が固定されるタイプ。固定期間
終了後はその時点の金利が適用される。

【全期間固定⾦利型】
全期間の金利が固定されるタイプ。

メリット
一般的に固定⾦利型より⾦利が低く、ゆとり
を持った返済計画を立てやすい。
固定⾦利への変更可能。

メリット
一定期間の返済額を確定できる。
一定周期で⾦利の見直しができる。
一般的に全期間固定⾦利型より⾦利が低い。

メリット
借入れ時に完済までの⾦利や総返済額が確定
する為、⻑期のライフプランが立てやすい。

デメリット
借入れ時に将来の返済額が確定しない。
⾦利変動リスクがある。

デメリット
借入れ時に将来の返済額が確定しない。
⾦利変動リスクがある。
固定期間中は変動⾦利への変更不可。

デメリット
一般的に変動⾦利や一定期間固定⾦利より
⾦利が高い。
変動⾦利への変更不可。

※住宅ローンの金利は、原則融資実行時（お引渡し時）の金利が適用となるため、現在の金利とは異なる場合がございます。

「元利均等返済」は、返済額が一定の為、
返済計画を立てやすく、当初返済額は元金均
等返済と比較し少ないが、総返済額は多くな
ります。
「元金均等返済」は元利均等返済と比較し、
総返済額は少なくなるが当初の返済負担が重
く、また借入時に必要な収入は高くなります。

返済方法
【元利均等返済】

毎月の返済額（元金と利息の合計額）が
一定となる返済方法です。

【元⾦均等返済】
毎月返済する元金が一定で、残元金に対する
利息を上乗せして支払う返済方法です。

元利均等返済と
元金均等返済の違い

団体信用生命保険
返済の途中で加入者が万一、死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残額が支払われる保険。
借入額相当の団体信用生命保険に加入する必要がありますが、保険料は銀行が負担します。

疾病特約
（オプション）

死亡や所定の高度障害状態に加え、がん・急性心筋梗塞・脳卒
中の疾病に罹患し、所定の状態となった場合に保険金が支払わ
れる特約です。対象となる疾病の種類、金利、加入年齢制限等
金融機関により内容・加入条件が異なります。※別途金利負担有。

一般の団信から引受範囲を広げた保険。通常の団信
にご加入できなかった方でも、ワイド団信であれば
ご加入いただける場合があります。※別途金利負担有。

保証料とは、住宅ローンを返済できなくなった契約者に代わって、保証会
社が借入先の金融機関に返済する「保証」を受けるために支払う費用です。
保証会社による返済後は、債権者（貸し手）が金融機関から保証会社に代
わるだけで、返済義務はなくなりません。保証料が必要な住宅ローンを
「保証料型」といいます。なお、保証料の支払い方法には、「外枠方式」
「内枠方式」の2種類があります。「外枠方式」は保証料を借入時に一括
で支払う方法で、繰上返済時や完済時に精算された保証料が返金されます。
一方「内枠方式」は、借入時に資金を用意する必要はなくなりますが、借
入金利は外枠方式に比べ高くなります。
融資手数料型と比較した際に、短期間の借入の場合等に向いています。

ワイド団信

「融資手数料型」と「保証料型」の違い

【保証料型】
融資手数料型は、「定率型」と「定額型」の2種類に分けられ、融資手数
料型の住宅ローンを取り扱っている金融機関の多くは、定率型を採用して
います。融資手数料とは、住宅ローンを借入れする際に金融機関に支払う、
融資に伴う事務手続きなどの手数料のことです。
融資手数料がかかり、保証料が不要の住宅ローンを「融資手数料型」とい
います。融資手数料は、保証料と異なり繰り上げ返済時に返済されること
はありませんが、保証料型より金利が低く設定されており、⻑期間の借り
入れをご検討の場合等に向いています。

【融資手数料型】

お⽀払い開始後
【繰り上げ返済】

繰り上げ返済とは、決められた毎月返済額とは別に返済を行うことで、ローン残高を予定より早く減らしていくことです。
住宅ローンの元金返済分を前倒しして返済していくので、早いうちに行うほど利息軽減効果が高くなり、返済期間を短縮する（期間短縮型）か、
返済額を軽減する（返済額軽減型）かを選択することができます。
※繰り上げ返済には、取扱金融機関の手数料が発生する場合があります。また、繰り上げ返済の額が少額の場合、手数料が割高になる場合がありますのでご注意ください。

期間短縮型繰り上げ返済イメージ 返済額軽減型繰り上げ返済イメージ

⺠間融資
提携商品あり
非提携

フラット35
提携商品あり
非提携

金利の差の影響って？

ちなみに、フラット35の約20年前の金利と比較すると…

金利が1.49%の場合
借入額 1,000万円 返済期間 35年
金利 1.49％ 月々返済額 30,569円

金利が3.35%の場合
借入額 1,000万円 返済期間 35年
金利 3.35％ 月々返済額 40,464円

※表示している金利は、フラット35（みずほ銀行）における2003年10月時点と2022年1月時点の店頭金利。
※本資料の内容は2022年1月時点の内容です。

現在 約20年前

例えば、1,000万円借入をした際の0.1％の金利差は約470円/月(35年返済の場合)

月々約9,895円の差
➔借入⾦額が4,000万円なら

約9,895円×4＝
約39,580円の差



【提携ローン】⾦融機関や商品を選ぶ際のポイントとご提案方法について
本資料は、⾦融機関や商品を選ぶ際のポイントになる点をまとめたものです。住宅ローンをご検討される際にご活用いただけますと幸いです。

尚、販売担当は下記内容を踏まえてローンのご提案をさせて頂きます。その他ご要望・ご質問などございましたら、お気軽に担当までお申し付けください。
提携ローンと非提携ローンの違い

非提携ローンとは
非提携ローンの場合は、お客様が直接金融機関と手続き・調整(スケジュールの管理・確認)を
する必要があります。
また、ローン特約は適用になりません。
登記についても原則現住所にて行う必要があり、後日住所変更登記を求められる場合があります。

希望条件
金利 ① 適用金利が低い

商品の種類

② 当初の支払いを抑えたい（変動金利）
③ 一定期間の支払いを固定し、その後再度判断したい（一定期間固定金利）
④ 支払額を確定させたい（全期間固定金利）
⑤ 支払を抑えたいが大幅な金利変動は不安（固定金利・変動金利のミックス）

諸費用
⑥ 当初の費用を減らしたいので、保証料を金利に上乗せ（内枠）にしたい
⑦ 保証料や手数料の安い商品にしたい

団体信用生命保険
⑧ 金利は変えたくない
⑨ 金利が高くても、保障内容を手厚くしたい（三大疾病、七大疾病、がん団信等）

金融機関の利便性

⑩ ATMが多いところにしたい
⑪ 給与口座と統一しておきたい
⑫ 生活圏内に支店がある
⑬本申込や金銭消費貸借契約等の手続きをオンラインやインターネットにて進めたい

⾦融機関や商品を選ぶ際のポイント

提携住宅ローン相談会のご案内（完全予約制）

当社では、金融機関担当者と個別にご相談いただける
機会（対面・オンライン）を設けています。
※ご検討物件により、開催場所、日時が異なりますのでご希望の際は、
担当者までお気軽にご相談ください。

【ご相談例】
借入金額や借入期間の変更を検討したい
団体信用生命保険について詳しく聞きたい
金利プランや融資商品のご案内 など

※本資料の内容は、2022年1月時点の内容です。

提携ローンとは

三菱地所レジデンスと提携する金融機関が、当社のあっせんにより融資するローン。
対象物件の審査が済んでおり、当社を窓口として審査を行います。

当社の提携ローンの特徴
ローン審査アプリをご利用の場合、手続きが簡単

※同時に複数の金融機関で審査が可能。

金利優遇幅が比較的大きい
ローン特約が適用
所有権保存、抵当権設定登記前に融資実行（当社代理受領）が可能

（当社が一定期間、債務を連帯して保証するため。）
融資取次手数料(当社宛 税込 33,000円)がかかる

【お手続きの流れ】
物件検討

住宅ローン事前審査 → 承認

物件の購入申込み → 契約

住宅ローン正式申込み → 承認
※ご契約後3ヵ月以内

金銭消費貸借契約

融資実行・鍵の引き渡し

登記

提携ローンをご利用のお客様に限り、下記①〜③のような事情により借入
の承認が得られない、もしくは取り消された場合、または申込金額満額の
借入が不可能となった場合において適用される特約のことです。
① 買主等（連帯債務者、連帯保証人を含む）が自らの責めによらず勤務

先より解雇された場合、退職勧奨により退職を余儀なくされた場合、
休職を命じられた場合

② 借入の内諾もしくは承認後に、買主の健康状態が悪化した場合
③ 借入の内諾もしくは承認後に、融資機関の規定が変更された場合

ローン特約とは

提携ローンをご利用の方は、お引渡し後2週間以内をめどに住⺠票の異動が必要です。

①〜⑬のうち、該当するご希望条件を選んでください。

※金融機関ごとに異なります。【⾦融機関審査条件】
年 齢 年 収 自己資金 勤務年数 勤務形態 その他のお借入れ 健康状態 永住権有無

（外国籍の場合） etc.

主要な提携⾦融機関 ※ご検討頂く物件によっては、利用できない⾦融機関もございます

• 三井住友銀行
• りそな銀行
• 三井住友信託銀行
• ソニー銀行
• 千葉銀行
• 京葉銀行

• 三菱UFJ銀行
• みずほ銀行
• 埼玉りそな銀行
• auじぶん銀行
• 横浜銀行
• 武蔵野銀行

【銀行ローン】 【フラット35】 • みずほ銀行
• りそな銀行
• 埼玉りそな銀行
• クレディセゾン
• オリックス・クレジット

⾦融機関ごとに審査条件が異なります。⾦融機関審査条件を踏まえ、お客様のご希望条件に沿ったご
提案をさせて頂きます。


