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＜当行が契約している指定紛争解決

一般社団法人全国銀行協会

           

ローン商品概要説明書                                            

商品名（愛称） 

証書貸付

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

返済資

融資対象者 

次の全ての条件を満たしている方

(1) お借り入れ時点の年齢が満

(2) 給与所得者は同一勤務先で

  但し、融資金額

(3) 前年度税込年収

(4) 原則、融資金を学校等へ振込できること

(5) 原則、当行と取引のある方

(6) ㈱ジャックスの保証が得られる方

10 万円以上

6 ケ月以上

但し、元金据置返済を利用しない場合は最長

(1) 金利区分

(2) 適用金利

(1) 毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

増額返済との併用もできます。

(2) 年

(3) 据置は、在学期間を上限とし最長

(4) 全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。

学校等への振込条件とします。

必要ありません。

原則、融資金額

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

 

（消費税込み） 
融資事務取扱手数料：

その他参考と

 

(1) 保証会社

(2) お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

(3) 店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。

(4) くわしくは本支店窓口でお問い合わせください。

＜当行が契約している指定紛争解決

一般社団法人全国銀行協会

連 絡 先：全国銀行協会相談室

           受 付 日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）

                                            

とやま教育ローン
証書貸付 

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

資金・投機資金等不健全な資金は除く）

次の全ての条件を満たしている方

お借り入れ時点の年齢が満

給与所得者は同一勤務先で

但し、融資金額

前年度税込年収

原則、融資金を学校等へ振込できること

原則、当行と取引のある方

㈱ジャックスの保証が得られる方

万円以上 500 万円以内（

ケ月以上 10 年以内（但し、

但し、元金据置返済を利用しない場合は最長

金利区分    

適用金利     

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

増額返済との併用もできます。

年 2 回増額返済は、融資金額の

据置は、在学期間を上限とし最長

全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。

学校等への振込条件とします。

必要ありません。 

原則、融資金額 200

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

融資事務取扱手数料：

保証会社 - ㈱ジャックス

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。

くわしくは本支店窓口でお問い合わせください。

＜当行が契約している指定紛争解決機関＞

一般社団法人全国銀行協会 

先：全国銀行協会相談室

電話番号 0570

日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）

                                            

とやま教育ローン

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

金・投機資金等不健全な資金は除く）

次の全ての条件を満たしている方

お借り入れ時点の年齢が満

給与所得者は同一勤務先で

但し、融資金額 300 万円以上の場合、同一勤務先・自立営業

前年度税込年収 200 万円以上（自営業者は所得

原則、融資金を学校等へ振込できること

原則、当行と取引のある方

㈱ジャックスの保証が得られる方

万円以内（1 万円単位）

年以内（但し、1

但し、元金据置返済を利用しない場合は最長

    変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

     ホームページもしくは本支店窓口でお問い合わせください。

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

増額返済との併用もできます。

回増額返済は、融資金額の

据置は、在学期間を上限とし最長

全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。

学校等への振込条件とします。

 

200 万円以上の場合は、連帯保証人を

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

融資事務取扱手数料：3,300 円

㈱ジャックス 

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。

くわしくは本支店窓口でお問い合わせください。

機関＞ 

先：全国銀行協会相談室  

0570-017109

日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）

                                            

とやま教育ローン

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

金・投機資金等不健全な資金は除く）

次の全ての条件を満たしている方 

お借り入れ時点の年齢が満 18 歳以上で

給与所得者は同一勤務先で 2 年以上勤務の方、自営業者は自立営業

万円以上の場合、同一勤務先・自立営業

万円以上（自営業者は所得

原則、融資金を学校等へ振込できること

原則、当行と取引のある方 

㈱ジャックスの保証が得られる方 

1 万円単位） 

1 ケ月単位） 

但し、元金据置返済を利用しない場合は最長

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

ホームページもしくは本支店窓口でお問い合わせください。

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

増額返済との併用もできます。 

回増額返済は、融資金額の 50%の範囲内となります。

据置は、在学期間を上限とし最長 4 年

全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。

学校等への振込条件とします。 

万円以上の場合は、連帯保証人を

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

円 

 

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。

くわしくは本支店窓口でお問い合わせください。

 

017109 または 03

日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く）

とやま教育ローン

                                            

とやま教育ローン 〈㈱ジャックス保証〉

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

金・投機資金等不健全な資金は除く） 

歳以上で 65 歳以下の方

年以上勤務の方、自営業者は自立営業

万円以上の場合、同一勤務先・自立営業

万円以上（自営業者は所得 400

原則、融資金を学校等へ振込できること 

 

 

但し、元金据置返済を利用しない場合は最長 7 年以内とします。

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

ホームページもしくは本支店窓口でお問い合わせください。

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

の範囲内となります。

年 6 ケ月以内、毎月利息のみ支払

全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。

万円以上の場合は、連帯保証人を

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。

くわしくは本支店窓口でお問い合わせください。 

03-5252-3772

日：月～金曜（祝日および銀行の休業日を除く） 、 

とやま教育ローン

 

                                            

〈㈱ジャックス保証〉

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

歳以下の方 

年以上勤務の方、自営業者は自立営業

万円以上の場合、同一勤務先・自立営業 5 年以上の方

400 万円以上）

年以内とします。 

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

ホームページもしくは本支店窓口でお問い合わせください。

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

の範囲内となります。 

ケ月以内、毎月利息のみ支払

全額繰上返済はできますが、一部繰上返済はできません。 

万円以上の場合は、連帯保証人を 1 名取り受けます。

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。

店頭やホームページでご返済額を試算いただけます。 

 

 受付時間：午前９時～午後５時

とやま教育ローン〈㈱ジャックス保証〉

                                               

〈㈱ジャックス保証〉 

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

年以上勤務の方、自営業者は自立営業 3 年以上の方

年以上の方 

万円以上） 

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

ホームページもしくは本支店窓口でお問い合わせください。 

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年

ケ月以内、毎月利息のみ支払 

名取り受けます。 

但し、㈱ジャックスが必要と認めた場合は連帯保証人を取り受けます。 

お申し込みにあたっては当行所定の審査をさせていただきます。 

受付時間：午前９時～午後５時

（2022 年

〈㈱ジャックス保証〉

        

 

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

年以上の方 

 

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。

 

毎月元利均等返済（毎回の元本と利息の返済合計額を一定にする返済方法です）、年 2

受付時間：午前９時～午後５時 

年 4 月 1 日現在）

〈㈱ジャックス保証〉 

大学、短大、専門学校等に関わる入学金、授業料、下宿代等の費用（但し、事業性資金・旧債

変動金利、固定金利のいずれかをお選びいただけます（変動金利の場合、

金利は当行の新長期プライムレート改定の都度、適用金利を見直します）。 

2 回

日現在） 


