2020 年 4 月 1 日 上智学院

上智学院 提携教育ローンのご案内
上智学院（上智大学、上智大学短期大学部、上智社会福祉専門学校）では、以下の金融機関と教育ローンの提携をしております。
いずれも一般の教育ローンより種々の点で優遇されておりますが、ご利用にあたっては、以下の点を十分ご留意ください。

【留意点】
① ご相談、お申込は、直接、金融機関にお申し出ください。 ※金融機関には、最初に「上智学院提携教育ローンの件」と述べてください。
② 金融機関における審査の結果、融資を受けられない場合がありますので、予めご了承ください。
③ 審査は一般的に１～２週間程度の期間を要しますので、事前に金融機関に融資予定日をご確認のうえ、納付期限に間に合うように申し込んでください。
④ 入学予定者の場合、合格発表日から入学手続締切日までに５営業日程度しか余裕がありませんので、受験前に融資の審査を済ませておくか、あるいは入学手続締切日には一旦
入学申込金のみを支払い、残金に対する借入を残金納入締切日までに行うなどの対応が必要となります（但し、２月の一般入試以外は２段階納入方式ではありません）。

【商品概要（銀行・組合系金融機関）】 ※商品の詳細については、金融機関に直接お問い合わせください
金融機関
みずほ銀行
三菱 UFJ 銀行
利用対象校
利用対象者

第一勧業信用組合

上智大学・大学院（含む法科大学院）、短期大学部、社会福祉専門

上智大学・大学院（含む法科大学院）、短期大学部、社会福祉専門

上智大学院（法科大学院限定）

学校

学校

入学予定者の親権者又は在校生の親権者等で、次の条件を満たす

入学予定者の親権者又は在校生の親権者等で、次の条件を満たす

入学予定者又は在校生で、次の条件を満たす東京都内在住者

国内居住者

国内居住者

・借入時に満 20 歳以上

・借入時に満 20 歳以上 66 歳未満で、完済時満 71 歳未満

・申込時に満 20 歳以上で、完済時満 70 歳以下

・年収条件なし

・勤続（営業）年数原則 2 年以上

・勤続（営業）年数 1 年以上

・組合指定の団体信用保険の加入が認められる方

・前年度税込収入 200 万円以上

・前年度税込収入 200 万円以上

・当行指定の保証会社の保証を受けられる方

・当行指定の保証会社の保証を受けられる方
・当行指定の団体信用保険の加入が認められる方

利用対象学費

入学金、授業料等の学納金

入学金、授業料等の学納金

入学金、授業料等の学納金

借入金額

10 万円以上 300 万円以下（1 万円単位）

10 万円以上 500 万円以下（1 万円単位）

10 万円以上 600 万円以下（1 万円単位）

借入期間

6 ヶ月以上 10 年以内（1 ヶ月単位）

1 年以上 10 年以内（6 ヶ月単位）

1 年以上 10 年以内

返済方法

毎月元利均等返済（融資額の 50%まで 6 ヶ月毎の増額加算返済及び

毎月元利均等返済（融資額の 50%まで 6 ヶ月毎の増額加算返済及び

・司法試験合格までは極度型ﾛｰﾝ（一定与信枠の中で借入可能）、か

就学期間ﾌﾟﾗｽ 1 年を限度に最長 5 年の元金返済猶予措置を認める）

在学中における借入時から最長 4 年間の元金返済猶予措置を認め

つ毎年極度額の見直しを行う。

※返済試算額等は下記先まで要確認

る）

・司法試験合格後は証書貸付型に切替え、返済期限までの約定返

※返済試算額等は下記先まで要確認

済を設定。
※返済試算額等は下記先まで要確認

保証人

不要（銀行指定の保証会社利用）

不要（銀行指定の保証会社利用）

１名（安定した収入のある方）又は保証会社

金利又は

・変動金利借入・・・3.375%（2020 年 1 月 1 日現在）

・変動金利借入・・・店頭表示金利より 0.5%優遇

変動金利借入のみ

3.975％（2020 年 1 月 28 日現在）

※連帯保証人の有無により適用金利が異なり、また、司法試験合格

・固定金利借入・・・4.975％（2020 年 1 月 28 日現在）

後の金利優遇制度有り。詳細については、下記先まで要確認

分割手数料

＜店頭表示金利より 0.1％優遇＞
・固定金利借入・・・4.100%（2020 年 1 月 1 日現在）
＜店頭表示金利より 0.1％優遇＞
※現在の店頭表示金利についてはＨＰご参照

※現在の店頭表示金利については HP 参照
URL：http://www.bk.mufg.jp/

URL：http://www.mizuhobank.co.jp
問い合わせ先

＜みずほ銀行四谷支店＞

＜三菱ＵＦＪ銀行四谷支店＞

＜第一勧業信用組合 業務推進部＞

電話番号：03-3351-6155

電話番号：03-3353-0177

電話番号：03-3358-0812

受付時間：9:00～17:00（平日のみ）

受付時間：9:00～17:00（平日のみ）

受付時間：9:00～17:00（平日のみ）

※手続きは全国の支店で対応可能

※手続きは全国の支店で対応可能

※手続きは本店営業部（四谷）で対応

【商品概要（信販会社）】 ※商品の詳細については、金融機関に直接お問い合わせください
オリエントコーポレーション
商品名

ジャックス

学費サポートプラン

悠裕プラン

利用対象校

上智大学・大学院、短期大学部、社会福祉専門学校

上智大学・大学院、短期大学部、社会福祉専門学校

利用対象者

入学予定者の親権者又は在校生の親権者※国内居住者に限る
※就職内定者のみ「学生本人」での申込が可能です。

入学予定者・在校生の親権者又は学生本人 ※国内居住者に限る
※「学生本人」とは、就職内定者を指し、分納二期又は秋学期学費に限り申込可能

利用対象学費

入学金、授業料等の学納金≪オリコが学院へ直接立替払いをする≫

入学金、授業料等の学納金≪ジャックスが学院へ直接立替払いをする≫

借入金額

10 万円以上 500 万円以下
（自己資金との併用はできません。納付書記載額でのご利用となります。）

10 万円以上 500 万円以下
（自己資金との併用はできません。納付書記載額でのご利用となります。）

借入期間

利用額に応じ最大 12 年まで
≪元本据置期間（最大 4 年間）含む≫

（6 回～180 回（6 ヶ月以上、最大 15 年）
≪元本据置期間（在学期間+6 ヶ月）含む≫

返済方法

月額指定払方式（一部繰上返済可能）
① 通常払い（利用金額の 50%以内で、ﾎﾞｰﾅｽ月に増額可能）
② ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ払い（在学中は分割払手数料のみ支払い、卒業後「通常払い」となる）
※ご卒業後にお支払いをお子様に引き継ぐ「親子リレー返済プラン」もご利用頂けます。
※追加のご利用時は前回までのご利用分を 1 本化してご返済いただけます。
【返済例】 ご利用金額：100 万円、通常払い 月々20,000 円で返済の場合
・・・・毎月の返済額 20,000 円（最終月 2,432 円） 返済総額 1,082,432 円
返済回数 55 回（支払期間 55 ヶ月）ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ払時（支払期間 103 ヶ月）

元金据置型残債方式（一部繰上返済可能）
①元利均等分割払い（ﾎﾞｰﾅｽ併用払い選択可能）
②在学中は元金据置（分割手数料のみ）、卒業後①の分割払いへ
※元金据置を在学期間+最大 6 ヶ月まで選択可能
※就職内定者専用プランあり
【返済例】 現金提供価格：100 万円、元金均等分割払いの場合
・・・・毎月の支払額 9,888 円（最終月 9,896 円） 支払総額 1,186,568 円
支払回数 120 回（支払期間 120 ヶ月）

保証人

原則不要

原則不要

金利又は
分割手数料率

・実質年率 3.5%（固定）
《在学生で今回追加利用する方は、上記より 0.3%優遇された手数料となる場合あり。
ただし、令和 2 年 4 月現在の情報であり、変更となる場合があります。》

・実質年率 3.5%（固定）
《在学生で今回追加利用する方は、上記より 0.2%優遇された手数料となる場合有り》

問い合わせ先

【在校生の方】 ※来店不要

【在校生の方】 ※来店不要

注：本学の学部生が大学院に進学する場合の入学手続金の借入申込については、下記【入学

注：本学の学部生が大学院に進学する場合の入学手続金の借入申込については、下記【入学予定者の

予定者の方】の手続きとなります

方】の手続きとなります

○郵送申込 電話番号：0120-517-325 受付時間：9:30～17:30
○WEB 申込 http://orico.jp/gakusapo 「オリコ 学費」の検索にて申し込み可能です
【在校生向け WEB 入力コード】※右記の QR コードからスマートフォンでお申し込みできます。

○郵送申込 電話番号：0120-338-817 受付時間：9:30～17:30（平日） 10:00～18:00（土日祝日）
○ＷＥＢ申込 http://www.jaccs.co.jp/yuyu/ （郵送申込より手続きが迅速です）
【在校生向け WEB 入力コード】

上智大学

短期
大学部

社会福祉
専門学校

短期
大学部

社会福祉
専門学校

学校コード

12947073

12947081

12947099

ＩＤコード

8514

8515

8516

申込コード

4552

4553

4554

パスワード

05803993

05807972

05807999

※審査結果については、WEB 申込の翌営業日に電話・メールにて連絡

※審査結果及び契約確認電話は、適宜実施します。

【入学予定者の方】 ※来店不要

【入学予定者の方】 ※来店不要

○WEB 申込 http://orico.jp/gakusapo
注：申込入力は、納付期限の５営業日前までとします
【入学予定者向け WEB 入力コード】※右記の QR コードからスマートフォンでお申し込みできます。

○WEB 申込 http://www.jaccs.co.jp/yuyu/
注：申込入力は、納付期限の５営業日前までとします
【入学予定者向け WEB 入力コード】

上智大学

短期
大学部

社会福祉
専門学校

上智大学

短期
大学部

社会福祉
専門学校

学校コード

13918875

13918883

13918891

ID コード

M022

8515

8516

申込コード

4552

4553

4554

パスワード

08212082

05807972

05807999

※審査結果については、WEB 申込の翌営業日に電話・メールにて連絡
注意事項

上智大学

入学予定者の方は、郵送申込の利用はできません

※審査結果及び契約確認電話は、適宜実施します。
入学予定者の方は、郵送申込の利用はできません

