
Q1 住宅ローンを選ぶポイントは？

A まずは『金利の種類』と『返済方法』を選びましょう。
金利の種類と返済方法を決めると、どの金融機関から借り入れしたらいいかが分かります。

種類 特徴 こんな人におすすめ

主

な

金

利

の

種

類

変動金利

⚫半年ごとに金利が見直され、5年ごとに返済額が見直されるプラン※

⚫金利上昇局面でも返済額の見直しは125％までと上限が決められている※

⚫現在は金利の優遇幅が広く、低金利の大きな恩恵を受けることができる

※ 一部金融機関で例外があります。

⚫金利の動向を日ごろからしっかりチェックできる人

⚫返済額に比較的余裕がある人

⚫一部繰り上げ返済を積極的に行って変動リスクを抑えられる人

固定金利
（全期間固定）

⚫ 『フラット35』に代表される、返済額がずっと変わらないプラン

⚫金利変動の影響を受けないため、返済計画を明確に立てやすくなる

⚫金利の動きを気にすることなく住宅ローンを返済したい人

⚫借入期間中は繰り上げ返済を行わずゆっくり支払いたい人

固定金利
（固定期間選択型）

⚫ 3年・5年・7年・10年など固定金利の期間を自分で選択できるプラン

⚫一般的には固定期間が短いほど金利が低くなる

※ 固定期間終了後は、原則変動金利となりますが、再度固定期間選択型を選ぶ
こともできます。

⚫自分で返済計画をコントロールしたい人

⚫子どもの教育費がかかる期間中は返済額を抑えたい人

金利ミックス型
⚫変動金利と固定金利を組み合わせ、その割合を自由に決めるプラン

⚫それぞれの金利メリットを得ながらリスクを分散することができる

※ 実質的に2種類のローンを借り入れるため諸経費が多くかかる場合があります。

⚫早期の繰り上げ返済を予定している人

⚫綿密な返済プランを自分で立てられる人

返

済

方

法

元利均等

⚫返済額（元金＋利息）が一定のため、
今後の返済計画が立てやすくい

⚫返済開始当初の返済額を少なくすること
ができる

⚫当初の返済額を減らしたい人

⚫返済額を一定にして毎月の家計管理を安定させたい人

元金均等

⚫返済額（元金＋利息）は返済が進む
につれて少なくなっていく

⚫同じ借入期間の場合、元利均等返済
より総返済額が少なくなる

⚫教育費がピークを迎える前に住宅ローンを減らしたい人

⚫老後に向けて返済額の負担を徐々に減らしたい人

⚫数年後に買い替えを検討している人

元利均等返済
（返済額が変わらない）

返
済
額

返済期間

元金

利息

元金均等返済
（返済額が減っていく）

返
済
額

返済期間

元金

利息

Q2 金融機関は、どうやって選べばいいの？

A まずは不動産会社の提携ローンを利用するか検討しましょう。
下表からも分かるように、不動産会社の提携ローンには数多くのメリットがありますので、
初めての住宅購入にはお勧めです。

金融機関 メリット デメリット

提携ローン
（不動産会社と提携する
金融機関の住宅ローン）

⚫物件引渡しまでの手続きがスムーズ

⚫提携不動産会社ごとに決められた金利優遇があり、返済額を抑えやすい

⚫ローン審査が通らなかった時のローン特約がついている

⚫不動産会社と提携していない金融機関は利用できない

⚫不動産会社への事務手数料が発生する（数万円程度）

パーソナルローン
（自分で借入先を探して
融資を受ける住宅ローン）

⚫勤務先を通して利用する融資や仕事上取引のある金融機関からの借入が
可能

⚫審査書類の用意などに手間がかかりやすい

⚫引渡しまでのスケジュール管理が必要

⚫ローン特約は適用されないケースが多い

一般的な銀行
⚫金利種類や優遇金利の種類が豊富なことが多い

⚫給与振込口座など開設済みの口座を利用できる

⚫手続きを対面で行う場合、具体的な相談をしやすい

⚫保証料型の場合、ネット銀行ほど金利が低くない傾向がある

⚫手続きは原則対面で行うため、出向く必要がある

※一部金融機関では非対面での手続きも可能です。

インターネット銀行 ⚫金利が低い傾向にあるため返済額を抑えやすい

⚫対面での手続きが不要

⚫審査基準が厳しい傾向がある

⚫対面手続きがないため、相談は別途行う必要がある

⚫引渡しまでの手続きに時間がかかりやすくスケジュール管理が難しい

⚫事務手数料が割高な傾向がある（融資額の数％程度）

Q3 今、住宅ローンの借り時って本当？

A 超低金利時代の今、まさに住宅ローンの借り時です。
超低金利によって「月々の返済額」「総返済額」が減り、支払いに余裕ができるため、予算を上げて幅広く
購入検討できるようになっています。

Q3 変動金利の優遇金利って、何？

A 店頭金利から優遇金利を差し引いたものが、実際の金利となります。
現在の超低金利の秘密は、実は優遇金利の割引幅の拡大。下表のように、同じ金額を借りても
月々の返済額がとても低くなっていることが分かります。

●5000万円を借り入れた場合、毎月の支払額がどう変わる？

2000

～

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

店頭金利 2.375％ 2.475％

優遇金利 -0.3％ -1.5％ -1.4％ -1.5％ -1.6％ -1.7％ -1.75％ -1.975％

優遇金利適用後の
実際の金利

2.075％ 0.975％ 1.075％ 0.975％ 0.875％ 0.775％ 0.725％ 0.5％

月々支払い額 16万7562円 14万561円 14万2897円 14万561円 13万8249円 13万5961円 13万4826円 12万9793円

10年間で月々10,768円の差

※ 図内の優遇金利は各年ごとの主要金融機関の平均値を概算で表したもので、借り入れ金融機関・借り入れ時期によって優遇幅は多少異なります。

保証料とは？

住宅ローンを借り入れる時は、連帯保証人を立てる

代わりにローン保証会社を利用するのが一般的。

保証料は契約者が保証会社へ支払う料金で、

一括払い or 金利上乗せを選択できます。

三菱地所レジデンス（株）で利用できる提携ローン

●三菱UFJ銀行 ●三井住友銀行 ●みずほ銀行

●りそな・埼玉りそな銀行 ●三井住友信託銀行 ●横浜銀行

●auじぶん銀行 ●ソニー銀行 ●イオン銀行 ●新生銀行

●JA東京中央 ●クレディセゾン ●オリックス・クレジッ トなど。

詳しくは担当者におたずねください。

グラフから
分かるように

現在は超低金利
時代です。

この10年間で
月々支払い額は

1万768円軽減！
ここに優遇金利幅
拡大の効果が！

最近は、
半数以上の方が

変動金利を
選んでいます。

元利均等が
一般的によく

利用されている
返済方法です。

住宅購入をする際にほとんどの人が利用する「住宅ローン」ですが、パンフレットを見ても難しくて

よく分からないという声をよく聞きます。しかし、住宅は一生で一番大きな買い物。

住宅ローンをちゃんと理解して、賢く買いたいですよね。そこで、SUUMO等でも活躍されている

住宅ライター／住宅ローンアドバイザーの福岡由美さんに、

わかりやすく解説してもらいました。



Q5 今はマンションの買い時なの？

A 超低金利のおかげで、「良質なマンションが安く買える」時代です。
リーマンショック直後の2009年と比べて、マンションの設備仕様の向上や
建設費アップにより物件価格は上がっていますが、住宅ローンの総返済額は下がっています。

●2009年と2020年の平均価格・金利・返済額の違い

また、「賃貸」のままでは、住居費は消えていくだけ。一方で住宅ローンは、自分の資産がつくれます。
住宅ローンの借り入れセオリーは「一年でも早く借りて、一年でも早く返すこと」とされているので、
気に入った物件があれば「買い時」と判断しましょう。

首都圏マンション
平均価格

フラット35

平均金利
月々の返済額

2009年 4535万円 2.84 17万1000円

2020年 5980万円 1.04 17万円

※ フラット35  元利均等・返済期間35年で比較した場合 年間最低金利の平均値で算出（2020年分は団信金利を含まない）

Q6 住宅ローンは、もしもの時も安心って本当？

A 「団体信用生命保険」の加入で、万一の際は返済が免除されます。
住宅ローン契約者は、「団体信用生命保険（団信）」に加入できるので、死亡や高度障害など
万一のことがあった場合はローン返済が免除され、家族に大切な住まいを残せます。
今は、団信のオプションも充実し、生命保険を兼ねた住宅ローンを選ぶこともできます。

●オプション団信の一例

金融機関 商品名・特約内容 保障内容 保険料（特約料） その他特徴

三菱UFJ銀行
7大疾病保障付

住宅ローン
ビッグ＆セブン〈Plus〉

悪性新生物(がん)・脳卒中・急性心筋梗塞の
三大疾病に加え、高血圧性疾患・糖尿病・慢
性腎不全・肝硬変の4つの生活習慣病で所定
の状態になったとき、住宅ローン残高が0円に。

【3大疾病保障充実タイプ】
金利上乗せ0.3%
【安心の保証料タイプ】
保険料を毎月口座より引き落とし

入院・就業障害も保障。介護・生活・
医療等の相談サービスも。

みずほ銀行
8大疾病補償プラス
がんサポートプラン

3大疾病および、5つの生活習慣病（高血圧
症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵
炎）で所定の状態になったとき、住宅ローン残
高が0円に。

金利上乗せではないため
いつでも中途解約可能

就業障害が30日を超えて継続した
場合、最長1年間、月々の返済額が
給付される。

三井住友
信託銀行

八大疾病保障
（20歳以上46歳未満)

がん・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿
病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎と診断され
所定の状態になったとき、住宅ローン残高が
0円に。

【ライトプラン】 100％給付型+0.2%
50％給付型+0.1%

【充実プラン】 100%給付型+0.3%
50％給付+0.15%

充実プランを選ぶと入院一時金10万
円など手厚い入院保障が（年齢制限
あり）。

りそな銀行
女性向け住宅ローン

凛next
3大疾病保障特約

3大疾病保障を選択すると、がん・脳卒中・急
性心筋梗塞の3大疾病で所定の状態になったと
き、住宅ローン残高が0円に。

金利上乗せ0.15%

凛nextオリジナル金利で新規借入の
場合、店頭金利より最大2.005%金
利引き下げ。その他、保険料無料で
ローン返済支援保険に加入できる。

auじぶん銀行 がん50％保障団信
死亡・所定の高度障害状態・余命6ヶ月以内と
判断された場合や、けが・病気で入院継続180
日以上となった場合、住宅ローン残高が0円に。

上乗せ金利なし

がんと診断された場合、住宅ローン残
高相当額の50％が支払われるほか、
入院31日以上になると月次返済保
障により返済額が給付される。

Q7 税金面でもメリットがあるって本当？

A 住宅ローンを借りると、最大455万円の減税が受けられます。
住宅ローン減税について、控除率、控除期間等を見直すとともに、
認定性能等に応じた借入額の上乗せ措置を講じた上で、適用期間を4年延長する。

入居年 2022年 2023年 2024年 2025年

借
入
限
度
額

新
築
住
宅
・

買
取
再
販

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

その他の住宅

既
存

住
宅

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

その他の住宅

控除期間
新築住宅・買取再販 13年（「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年）

既存住宅 10年

所得要件 2,000万円

床面積要件 50㎡（新築の場合、2023年までに建築確認：40㎡（所得要件：1,000万円））

●住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置（所得税・住民税）

※既存住宅の築年数要件（耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内）については、「昭和57年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和。
●認定住宅に係る投資型減税は、対象にZEH水準省エネ住宅を追加した上で、２年延長。

●住宅取得資金の贈与税非課税枠（2023年12月31日まで延長）

父母や祖父母から住宅購入資金の援助を
受けた場合、110万円の基礎控除に加え、
一定の贈与税が非課税となる制度。

贈与年 質の高い住宅※4 左記以外の一般住宅

2023年12月31日まで 1,000万円まで非課税 500万円まで非課税

※4：一定の耐震性能・省エネ性能またはバリアフリー性能を有する住宅のこと。
●築年数要件は廃止し、新耐震基準に適合する住宅を対象とする。なお、昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合するものとみなす。
●令和4年4月1日以降の贈与については18歳以上の受贈者も対象とする。
●既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和。

Q8 夫婦で購入したい場合は？

A ご希望に応じて、いくつかの借入方法から選べます。
ご夫婦でマンションを購入する場合、住宅ローンの借入方法は下表のとおり４つのパターンがあります。
それぞれの収入状況などによって、おススメするプランが異なります。

●夫婦で購入する場合の住宅ローン借入方法

A.主債務者となる夫（または妻） B.相手方の妻（または夫）
借入金額分
に対する名義

こんな方におすすめ（おもな特徴）

借入名義
住宅ローン

減税
団信加入 借入名義

住宅ローン
減税

団信加入

単独
Bの収入を算入せず
一人で借入する方法

〇
主債務者

〇 〇 × × ×
Aのみ

※共同購入にする
場合はBの自己

資金が必要

相手方が無収入もしくは収入が不安定
で、借入の際にA単独で購入可能な資
金計画を立てたい方

収入合算①
Bの収入を算入し、

連帯保証人にする方法

〇
主債務者

〇 〇 〇
連帯保証人

× ×
Aのみ

※共同購入にする
場合はBの

自己資金が必要

借入可能額を増やしたい方
万一の保証を主債務者としたい方

収入合算②
Bの収入を算入し、

連帯債務者とする方法

〇
主債務者

〇
持分割合による

〇 〇
連帯債務者

〇
持分割合による

△
金融機関による

A・B
夫婦とも住宅ローン減税を受けたい方
万一の時の保証を主債務者としたい方

ペアローン
AとBがそれぞれ
借入する方法

〇
主債務者

〇
借入金額分

〇
借入金額分

〇
主債務者

〇
借入金額分

〇
借入金額分

A・B
※それぞれの
借入金額分

夫婦とも安定収入が見込める方
リスクを分散したい方

Q9 迷ったときは、どうしたらいいの？

A まずは物件の販売担当者に、気軽に相談しましょう。
無理のない返済のためには、世帯年収の25～35％が年間返済額の目安と言われています。
借入金融機関、返済期間や金利によって、返済計画が大きく変わるので、これからの人生設計に合う
住宅ローンプランを、物件担当者にシミュレーションしてもらいましょう。

住宅ローンを
完済すると

保障がなくなるので
老後の備えは別に

考えましょう。

平均価格は
1400万円以上も
高くなったのに、

返済額は逆転している！
超低金利って
スゴイですね

※ 加入には、年齢等各種制限があり、団信告知内容によっては加入できない場合があります。また、商品名・保障内容・特徴については2020年9月時点の内容であり変更となる場合があります。

詳しくは
国税庁ホームページ

で確認できます

人生の三大支出は「住宅資金」「教育資金」「老後資金」と言われますが、中でも人生の早い段階で計画的にコントロールできる唯一の資金が「住宅資

金」です。住宅ローンの借り入れによって、三大支出のひとつである「住宅資金」の返済計画をほぼ確定させることができれば、そのぶん「教育資金」や「老後

資金」への備えにもゆとりを持つことができますから、この機会にご自身の将来設計やマネープランと向き合ってみては？

低金利時代の今は、返済額に占める利息分が少なく、資産形成のチャンス

購入した場合の住居費

例えば、借入額5000万円、
変動金利0.525%（元利均等）
返済期間35年の場合

毎月返済額

毎月返済額
13万346円

元金
（自分の財産を得るための資金）

元金
10万8471円（約83％）

利息分
（自分のものにはならない）

利息分
2万1875円（約17％）

=

=

賃貸の場合と比較すると・・・ 月々の賃料 全額大家さんへ（自分のものにはならない）=

＋

＋

今なら低金利のための住宅費の8割以上を資産形成に充てられます。

同じように住居費を払っていても、その内容は全く異なります。

月々の家賃を大家さんへきっちり払い続けていても、絶対に「自分のもの」にはなりませんが、住宅ローンを毎月返済してマンションを買うということは
「分割払いで自分の資産をつくる」ことになります。上図からもわかる通り、低金利の今なら利息支払分が少なくなるため、その多くを「元金返済分=
自分の資産を得るのための資金」に充てられます。有意義な返済であることをイメージしてみましょう。

※減税・非課税枠拡大にあたっては、別途諸条件があります。
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0円（2023年までに新築の建築確認：2,000万円）
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控除率 一律0.7％


