
厚生労働大臣登録福利厚生会社 財形住宅金融による無料相談会！

住宅資金に関する「個別相談会」開催のお知らせ

土

完全予約制 参加無料

長野駅前開催
会場 相鉄フレッサイン

長野駅善光寺口
５階 部屋名「銀扇」

JR長野駅善光寺口徒歩2分
駐車場完備（無料）

松本駅前開催
会場 ホテル

モンターニュ松本
１階 部屋名「ソネット」
JR松本駅西口徒歩2分
駐車場完備（無料）

上田駅前開催
会場 上田東急ＲＥＩ

ホテル
３階 部屋名「こまくさ」
JR上田駅前温泉口徒歩1分

駐車場完備（無料）

財形住宅金融

はどういう

会社？

財形住宅金融（以下「財住金」という）は、住宅金融支援機
構が提供する「フラット３５」・財形貯蓄者限定の公的住宅
ローン「財形住宅融資」を取り扱う全国で唯一の厚生労働大
臣登録福利厚生会社です。
昭和５７年の設立以降、住宅ローン専業で事業を行っており、
住宅ローンのプロとしてマイホーム取得の疑問や不安を解決
し、夢のマイホーム取得をサポートしています。

個別相談会は

どういうことが

相談できるの？

個別相談会では、資金計画の立て方や住宅ローンを組む際の注
意点など、ポイントを絞ってわかりやすくご説明致します。
経験豊富な担当者がマイホーム取得に関する基礎知識のご案内
やお客様に最適な資金計画のご提案など、ご要望に応じてご相
談を承ります。マイホーム取得を具体的に検討中の方はもちろ
ん、将来マイホームを取得したい方にもオススメです。
※個別相談会は感染予防対策を徹底の上、実施しております。

個別相談会の

予約方法は？

【ご予約方法】
ＨＰ http://www.zaijukin.co.jp 「財住金」と検索ください。
ＦＡＸ・メール 裏面の参加申込表をご利用ください。

ＴＥＬ ０１２０－８８２－８６６ へお電話ください。

厚生労働大臣登録福利厚生会社 貸金業登録番号：関東財務局長（8）第01157号

財形住宅金融株式会社
〒102-8650 東京都千代田区麹町５－１（ＮＫ真和ビル３階）

TEL ０１２０－８８２－８６６
FAX ０３－３２６３－４７３４

ZAITOK20210720



財形住宅金融 9/4 個別相談会 参加申込表

フリガナ

名前

勤務先

（出向元）

※勤務先を必ずご記入ください。

住所

〒

参加人数

人

(うち子供 人)

電話番号

(日中の連絡先)
( ) メールアドレス ＠

検討内容
□住宅建設 □新築戸建購入 □新築マンション購入 □中古戸建購入

□中古マンション購入 □リフォーム □住宅ローンのお借換え

購入時期
□契約済 □半年以内 □半年～１年以内 □１年～３年以内

□５年以内 □未定

資料送付希望 □希望しない □希望する⇒ （ □財形住宅融資 □フラット３５ □両方とも ）

◆ご記入いただいた個人情報は、資料送付および申込みに関する確認の連絡、当社商品の案内、統計資料作成
の際の資料として利用させて頂きますので、かかる利用についてご承諾の上ご記入ください。

参加を希望される個別相談会場・時間帯に〇印をつけてください。

長野駅前 10:00～10:50 11:00～11:50 12:00～12:50

松本駅前 10:00～10:50 11:00～11:50 12:00～12:50

上田駅前 10:00～10:50 11:00～11:50 12:00～12:50

９月１日（水）までにお申込下さい。

【参加申込表でのお申込み】

E-mail zaitok@zaijukin.co.jp

FAX 03-3263-4734
【お電話でのお申込み】

TEL 0120-882-866
【ＨＰでのお申込み】

「財住金」と検索ください。
http://www.zaijukin.co.jp

長野駅前 会場：相鉄フレッサイン長野駅善光寺口
住所：長野市末広町１３５６

松本駅前 会場：ホテルモンターニュ松本
住所：松本市巾上３－２

上田駅前 会場：上田東急ＲＥＩホテル
住所：上田市天神４－２４－１

mailto:zaitok@zaijukin.co.jp


１８：００～１８：４０

■内容 「住宅取得のスケジュール」 「住宅ローンの選び方」

「借入限度額と無理のない借入金額について」 等

①１７：５０～１８：４０

お申込みは
メールで

ご連絡ください。

厚生労働大臣登録福利厚生会社

財形住宅金融株式会社 東京支社
貸金業登録番号：関東財務局長（8）第01157号
〒102-8650 東京都千代田区麹町５－１（ＮＫ真和ビル３階）

☎０１２０－８８２－８６６

※メール予約の場合は下記項目を入力ください

①8/19 オンラインセミナー・相談会
②参加項目（ｾﾐﾅｰor個別相談会or両方）
③個別相談希望時の参加時間帯

17：50～ 又は 18：50～
④ご勤務先名
⑤氏名
⑥携帯電話番号

E-mail zaitok@zaijukin.co.jp

□メールご予約□

▼▼▼ セミナー・相談会事務局 セミナー・相談会の申込方法 ▼▼▼

参加無料 セミナーのみ、相談会のみの参加もOK

事前準備は『Ｚｏｏｍ』アプリのインストールのみ

■『Ｚｏｏｍ』を利用して簡単に、気軽に参加可能
■物件未定の方でもお役に立つ情報が満載
■住宅ローンの基礎知識や住宅取得のスケジュールを解説

■住宅ローンに精通したスタッフが各種ご質問にお答えし、

お客様にあった最適なプランをご案内致します
■全国どこからでも、ご家族一緒にご相談が可能

■インターネットに接続可能なＰＣ等をご用意ください
■事前に『Ｚｏｏｍ』アプリのインストールをお願い致します
⇒https://zoom.us/

セミナーの
メリット

個別相談会の
メリット

オンラインの
事前準備

□簡単メールご予約□
下記マークをクリック

※定員：１００名
※お申込期限：8月18日(水)

※先着順
※お申込期限：8月18日(水)

②１８：５０～１９：４０

mailto:zaitok@zaijukin.co.jp
mailto:zaitok@zaijukin.co.jp?subject=%E3%80%902021%E5%B9%B48%E6%9C%8819%E6%97%A5%E3%80%91%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%BB%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E8%BE%BC&body=%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%94%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0D%0A%E3%80%90%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9C%9F%E9%99%90%EF%BC%9A8%E6%9C%8818%E6%97%A5(%E6%B0%B4)%E3%80%91%0D%0A%0D%0A%E2%91%A08%2F19%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%BB%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9A%0D%0A%E2%91%A1%E5%8F%82%E5%8A%A0%E9%A0%85%E7%9B%AE%EF%BC%88%EF%BD%BE%EF%BE%90%EF%BE%85%EF%BD%B0or%E5%80%8B%E5%88%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E4%BC%9Aor%E4%B8%A1%E6%96%B9%EF%BC%89%0D%0A%E2%91%A2%E5%80%8B%E5%88%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%99%82%E3%81%AE%E5%8F%82%E5%8A%A0%E6%99%82%E9%96%93%E5%B8%AF%0D%0A%E3%80%80%EF%BC%8817%3A50%EF%BD%9Eor18%3A50%EF%BD%9E%EF%BC%89%0D%0A%E2%91%A3%E3%81%94%E5%8B%A4%E5%8B%99%E5%85%88%E5%90%8D%0D%0A%E2%91%A4%E6%B0%8F%E5%90%8D%0D%0A%E2%91%A5%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【お問合せ】お気軽にご相談ください！  
 

HPから  http://www.zaijukin.co.jp/ 
猿子メールアドレス k.mashiko@zaijukin.co.jp  

【メール相談・オンライン相談実施中、お気軽に申しつけください】 

提携公法人団体担当東京支社：猿子
ま し こ

・吉村
よしむら

 

オンラインによるご相談も受付中です！ 
【面談による相談は、コロナ対策徹底実施中です！】 

厚生労働大臣登録福利厚生会社 

財形住宅金融株式会社  
貸金業登録番号 関東財務局長（8）第 01157 号 

住所 
〒102-8650 東京都千代田区麹町５－１ NK真和ビル 
アクセス （ご相談ブース完備） 
東京メトロ有楽町線 麹町駅      徒歩３分 
JR・東京メトロ丸の内線 四ツ谷駅 徒歩６分 
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅    徒歩８分 
 

2021年 8月 融資実行金利（全期間固定金利）   【団体信用生命保険料込みの金利です！】 
 

 融資率（※1） ・ 融資金利  フラット３５S（金利Ａプラン）の場合 

 

 

融資手数料 

借入金額×1.0％ 

     （税込 1.1％） 

 

 

 年1.15％  

 借入当初 10 年間 

年0.90％ 
 

 

 年1.23％  

借入当初 10 年間 

年0.98％ 
 

 

 
 

融資手数料 

20,000 円 

   （税込 22,000 円） 

 

 

 年1.25％  

 借入当初 10 年間 

年1.00％ 
 

 

 年1.33％  
 

借入当初 10 年間 

年1.08％ 
 

※1融資率とは、住宅の建設費（土地取得費を含む）・購入価額に対して、全てのお借入金額の占める割合です。 

※実質年率 1.196％～2.470％ ※金利は毎月 1日に変更され、融資実行時（資金のお受取時）の金利が適用されます。 
 
 
 

融資手数料 定率 型 

融資率 

８割以下 

融資手数料 定額 型 

フラット３５Ｓ受付中！ 
一定の基準を満たす住宅は 

当初 10年間（金利Ａプラン） 
または 
当初 5年間（金利Ｂプラン） 

金利が▲０.２５％！ 

融資率 
８割超９割 

以下 

融資率 

８割以下 

融資率 
８割超９割 

以下 

団体信用生命保険料０円 

 

７つの 
Ｐｏｉｎｔ フラット３５業界内で 

最低金利水準 
融資手数料がお得 保証料０円 

繰上返済手数料０円 制度導入企業限定 

 

先着順 

 

   

  

Ｐｏｉｎｔ 1  Ｐｏｉｎｔ 2 Ｐｏｉｎｔ 3 

Ｐｏｉｎｔ 6 Ｐｏｉｎｔ 7  Ｐｏｉｎｔ 4     Ｐｏｉｎｔ 5    

ＴＥＬ  ０１２０－８８２－８６６（直 通 ）  

提提携携公公法法人人団団体体ににおお勤勤めめのの皆皆様様へへ   

フフフラララッッットトト３３３５５５エエエーーーススス   
★★★ 「自己資金を 1割以上ご用意できる方」限定 ★★★ 

低金利の財住金フラット３５よりも、さらに有利な金利水準！ 

 

  

☆フラット３５エースの「夫婦連生団信（団体信用生命保険）」  
 ご夫婦で連帯債務の場合にお使いいただけます（年 0.18％の金利上乗せ）。 

☆「財住金の ３大疾病 ５つの重度慢性疾患補償付住宅ローン」   
  年 0.23％の金利上乗せ（45歳以下の場合）で、３大疾病（ガン・急性心筋梗塞・脳卒中）を中心とした病気に備えること 

ができます。くわしくは、融資申込書類に同封のパンフレットをご覧ください。(連帯債務の場合、主たる債務者のみご利用可能です) 

 

http://www.zaijukin.co.jp/
mailto:k.mashiko@zaijukin.co.jp


 

                    

フラット３５エース資料請求FAX送付表提携公法人団体担当 猿子行FAX ０３－３２６３－４７３４ 
ご記入いただいた個人情報は、資料送付及び申込みに関する確認の連絡、当社商品の案内、統計資料作成の際の資料として利用させて 
いただきますので、かかる利用についてご承諾の上ご記入ください。 

フリガナ 

お名前 

 勤務先名  
 
出向元 （                             ） 

書類送付先 自宅 ・ 勤務先 〒（      －        ） 

 

連絡先 自宅 ・ 勤務先       －      － 携帯        －       － 

E-mail                          ＠ 

ご計画内容 □ 住宅の建設・購入を検討している（下記にもマークしてください） 

□ 住宅の建設（注文住宅等）                       □ 建物のみ  （□ 土地購入を含む） 

□ 一戸建ての購入（建売住宅等）                    □ 新築      □ 中古（築後   年） 

□ マンション購入                              □ 新築      □ 中古（築後   年） 

契約（予定）日 20     年     月     日 住宅着工予定日 20     年     月     日 

建物完成予定日 20     年     月     日 入居予定日 20     年     月     日 
 

フラット３５エース（【フラット３５】保証型）の商品概要 

お申込みいただける方 

・お申込時の年齢が満 70歳未満の方（親子リレー返済利用の場合は、満 70歳以上の方もお申込みいただけます）。 

・ご勤務先が財形住宅金融㈱に出資している方。または公務員、公的団体にお勤めの方。 

（※地方公共団体・独立行政法人の職員の方も含みます） 

・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。   ・自己資金を 1割以上ご用意できる方。 

・年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済額の割合が、次の基準を満たしている方 

○税込年収 400万円未満：30％以下   ○税込年収 400 万円以上：35％以下 

・住宅金融支援機構の住宅融資保険のご利用が可能な方。 

資 金 使 途 
お申込みご本人が所有し、ご本人またはご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 (3)セカンドハウスの建設・購入資金（本人居住のみ）  

お借入対象となる住宅 

・住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅であること。 

・住宅の床面積 ○一戸建て住宅：70 ㎡以上  ○共同建て住宅：30 ㎡以上 

・敷地面積の要件はありません。 

 

お 借 入 金 額 100万円以上 8,000 万円以下（１万円単位）で、建設費（土地取得費を含む）購入価額の 90％以内（残りは手持金でのご用意が必要）。 

お 借 入 期 間 
15 年以上 35 年以内（1年単位）［返済回数 179 回～419 回］（ただし、お申込みご本人の年齢が 60歳以上の場合は 10年以上［返済回

数 119 回～］）で、かつ完済時の年齢が 80 歳未満となる期間。 

金 利 

・全期間固定金利(資金のお受取時の金利が適用されます)。最新の金利は当社ホームページにてご確認ください。 

・融資手数料定率型の金利は、融資手数料定額型の金利より 0.1%低く設定しています。 

・融資率※1（8割以下・8 割超 9 割以下）に応じて、お借入金利が異なります。 

※１融資率とは、建設費（土地取得費を含む）購入価額に対する、全ての借入金額の占める割合をいいます。 

融 資 手 数 料 

・お申込時に、次の支払いタイプから選択していただきます。 

融資手数料定額型：20,000円(税込 22,000 円) 

融資手数料定率型：お借入額×1.0%(税込 1.1%)  

ご 返 済 方 法 

・元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い 。 

・6 か月ごとのボーナス払い（お借入金額の 40％以内（1万円単位））も併用できます。 

・ご返済日：毎月 7 日（金融機関休業日の場合は翌営業日。約定返済日は 20 日) 

担 保 ・お借入れの対象となる住宅及びその敷地に、財形住宅金融株式会社を抵当権者とする第 1順位の抵当権を設定。 

保 証 人 ・ 保 証 料 ・必要ありません。 

団体信用生命保険 

・所定の団体信用生命保険への加入手続きをしていただきます（保険料は財住金負担です）。 

※「お申込時の年齢(1 年未満切上げ)」+お借入期間が 80歳以上の方は加入できません。 

・ご夫婦連帯債務の場合は、夫婦連生団信もご利用いただけます（年 0.18％上乗せ）。 

資 金 の お 受 取 日 ・毎月 10日～月末日までの金融機関営業日(但し毎月 20 日を除く)。 

繰 上 返 済 手 数 料 
・手数料無料。一部繰上返済は 100万円以上。 

 なお、住宅金融支援機構のインターネットサービス「住・My・Ｎote」はご利用いただけません。 

延 滞 損 害 金 ・年率 14.5％（年 365 日日割り計算） 

そ の 他 

・買戻権が住宅または敷地に設定されている場合はご利用できません。 

・保留地(区画整理事業地内)、借地等、ご融資と同時に敷地に抵当権設定登記ができない場合はご利用できません。 

・フラット３５エース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には受付、借入金額増額を終了させていただきます。 

・「疾病補償付住宅ローン」もご用意しています（年 0.13％上乗せ）。くわしくは、財住金までお問い合わせください。 

お手続きのながれ（郵送のみで手続きできます） 

1.資料のご請求 

 

 

 

 

3.正式申込み 

 

 

5.ご融資 

 

 

 

ﾒｰﾙ FAXや電話、HPよ
り資料をご請求くだ
さい。パンフレットと 
申込書を送付します。 

購入物件決定後、必要
書類を財住金へご提
出（ご郵送）。審査期
間は 1～2週間です。 

必要書類をご提出 
（ご郵送）いただく 
ことで資金をお受取
いただきます。 

2.ご相談 

 

 

 

 

ご不明点はお電話や
相談会等でご案内 
いたします。 

4.審査結果 

 

 

 

 

審査結果のご連絡。 
融資承認後、資金のお
受取に必要な書類を
送付します。 
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