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一部商品はWEB事前審査対象です。

ローンの相談は、職場の金融機関「都職信」へ

詳しくは
WEBで



東京都職員信用組合
当信用組合は、東京都・特別区職員及び教員の皆様の福利厚生の一翼を担うことを目的に、相互扶助・非営
利の協同組織金融機関として大正10年（1921年）に設立されました。
私たちは、設立の精神に則り、「一番身近な職場の金融機関」として、皆様のお役に立てるよう、魅力ある
金融サービスの提供と経営基盤の充実・強化に努めております。

各種ローン共通事項各種ローン共通事項

融資実行時の店頭金利を適用いたします。
お借入金利

■ 変動金利 ........ 年２回（４月１日、10月１日）見直しを行います。なお、見直し後の新利率は、それぞれ翌々月の約定返済
日の翌日から新利率を適用いたします。

■ 固定金利 ........ お借入時の金利を完済時まで適用いたします。

お借入期間中の変動金利について

ご返済を遅延された場合、年 14.6％の遅延損害金をお支払いいただきます。
遅延損害金　

ご融資には審査が必要です。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もあります。
また、WEB事前審査は仮審査申込であってご融資を確約するものではありません。実際にご利用いただくには、正式なお申
込が必要です。
実際のご利用にあたっては、『融資申込書』及び『説明事項確認書兼同意書』をお読みいただきご確認ください。

その他　

■ 返済開始 ........ 融資実行の翌月から開始いたします。
■ 返済方法 ........ 原則、給与控除での返済といたします（ご返済金額に千円未満の端数が生じる場合は、千円単位に切り上げ

た金額を給与控除いたします。）。
■ 返済日 ............ ご返済は、各約定返済日に当組合普通預金口座からお引き落としいたします（各約定返済日が土日祝日の場

合は、翌営業日にお引き落としいたします。）。
■ 繰上返済等..... 一括返済のみのお取扱いといたします（カードローン、無担保住宅借換を除く）。なお、全ての商品について

退職時にローン残高がある場合は、全額返済となります。

ご返済についてご返済について

■ 給与明細（最も新しい月のもの）
■ 身分証明書（職員証または共済組合員証（健康保険証））　※教育ローンの場合は、親子関係がわかる書類も必要になります。

■ 本人確認書類（次のいずれか1点　運転免許証　パスポート　住民基本台帳カード等の顔写真付きの証明書）
■ ご印鑑（普通預金お届印（新規の方は、シャチハタ以外のご印鑑））
■ 資金使途確認書類（先方への直接振込のため注文書、見積書、納付書、授業料案内等）
※ご来店前に必ずお電話などで必要書類をご確認ください。

お申込時にご用意いただくものお申込時にご用意いただくもの

■ 借入時の年齢が20歳以上の方
■ 東京都・特別区職員及び教員や都区に直接関係のある団体に勤務している職員の方で条件附採用期間満了後に正式採用され
　ている方。  ※東京都人材支援事業団会員専用ローンは、事業団ハンドブックでご確認ください。

■ 当組合の組合員の方
　無担保ローンのご利用にあたっては出資(2,000円)をしていただき、組合員となっていただく必要があります。
　（無担保住宅借換ローンについては出資5,000円）
■ 3ヵ月以上の欠勤をしていないこと。
■ 差し押さえ、法的整理の申し立て、法的整理等をしていないこと。

ご利用条件（以下のすべての条件を満たす方）ご利用条件（以下のすべての条件を満たす方）
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無担保ローン商品一覧

商品名 資金使途 融資上限金額
（10万円以上1万円単位）

金利方式・返済期間
（1年以上6ヶ月単位）

WEB審査
対応

無担保住宅借換 都共済住宅借換資金
他行住宅資金借換資金 1,000万円

変動金利
（団信有の場合、店頭金利に＋0.1％
上乗せ）

◯

マイカー　※1
マイカーおよびバイクの購入費用
車検や修理費用　※3
他金融機関からの借換（残価買取含む）

500万円 固定金利5年以内
変動金利10年以内 ◯

教育　※1
入学金や授業料等
制服や教材費等　※3
他金融機関からの借換資金 500万円

変動金利10年以内
（据置期間：2ヶ月以上6年以内
（1ヶ月単位）） ◯

奨学金借換 奨学金の借換　※6 変動金利10年以内

海外赴任者サポート 海外赴任先の家賃等の生活に要する諸費用
海外赴任に伴う生活用品の輸送などの支度金 1,000万円 当初5年間  固定金利

以降  当初5年間の適用金利＋0.5％ ◯

子育て応援 育休・産休中等の備えとして
50万円
80万円

100万円

固定金利5年（据置2年返済3年）
　　　　6年（据置2年返済4年）
　　　　7年（据置2年返済5年）

×

リフォーム　※1 リフォーム資金全般　※3
他金融機関からの借換資金 500万円 固定金利・変動金利10年以内 ◯

ブライダル　※1 結婚資金に係る資金　※3
他金融機関からの借換資金 300万円 変動金利7年以内 ◯

医療・介護　※1
出産、インプラント、レーシック、
介護用品購入、介護施設入所費用等　※3
他金融機関からの借換資金

500万円 変動金利10年以内 ◯

フリー300　※2 資金使途自由
おまとめローン 300万円 固定金利5年以内

変動金利10年以内 ×

クイックローン 資金使途自由
ただし、業者等へ直接振込 100万円 固定金利5年以内

変動金利10年以内 ×

ゆとり　※5 資金使途自由　
おまとめローン 500万円

変動金利10年以内 ◯

カード　※1 ※4 ※5 変動金利
返済金額は極度額※7 の1％

◯

教育カード ※1 ※4 ※5 教育資金に係る資金　 ◯

東京都人材支援事業団会員専用（勤続年数1年以上の方で、事業団カード・あっせん申込書が必要になります。）

商品名 資金使途 融資上限金額
（10万円以上1万円単位）

金利方式・返済期間
（1年以上6ヶ月単位）

WEB審査
対応

ポケット 資金使途自由
10万円
20万円
30万円

固定金利  1年（12回）
固定金利  2年（24回）
固定金利  3年（36回）※10万円不可

×

教育　※1
入学金や授業料等
制服や教材費等　※3
他金融機関からの借換資金

500万円
変動金利　10年以内

（据置期間：2ヶ月以上6年以内
（1ヶ月単位））

◯

ブライダル　※1 結婚資金に係る資金　※3
他金融機関からの借換資金 300万円 変動金利　7年以内 ◯

医療・福祉　※1
出産、インプラント、レーシック、
介護用品購入、介護施設入所費用等　※3
他金融機関からの借換資金

500万円 変動金利　10年以内 ◯

※1：当組合の住宅ローン利用者は金利優遇あり　※2：要連帯保証人　※3：3ヶ月以内の支払済の資金も対象　※4：カード発行日の翌月より利用の有無に関わらず一
定金額を控除します。（ご利用がない場合、控除金額は普通預金としてお預かりします。）教育カードは卒業予定月以降は新規貸越を停止（返済のみになります）します。　
※5：保証会社　株式会社ジャックスの審査があります。　※6：奨学金の借換は優遇金利あり　※7：極度額とはご利用可能枠です。



無担保ローン商品一覧

商品名 資金使途 融資上限金額
（10万円以上1万円単位）

金利方式・返済期間
（1年以上6ヶ月単位） WEB審査対応

無担保住宅借換 都共済住宅借換資金
他行住宅資金借換資金 1,000万円

変動金利
（団信有の場合、店頭金利に
＋0.1％上乗せ）

◯

マイカー　※1
マイカーおよびバイクの購入費用
車検や修理費用　※3
他金融機関からの借換（残価買取含む）

500万円 固定金利5年以内
変動金利10年以内 ◯

教育　※1
入学金や授業料等
制服や教材費等　※3
他金融機関からの借換資金

500万円
変動金利10年以内

（据置期間：2ヶ月以上
  6年以内（1ヶ月単位））

◯

リフォーム　※1 リフォーム資金全般　※3
他金融機関からの借換資金 500万円 固定金利・変動金利10年以内 ◯

ブライダル　※1 結婚資金に係る資金　※3
他金融機関からの借換資金 300万円 変動金利7年以内 ◯

医療・福祉　※1 出産費用、手術、入院、歯科治療など　
※3 300万円 変動金利10年以内 ◯

フリー300　※2 資金使途自由
おまとめローン 300万円 固定金利5年以内

変動金利10年以内 ×

クイックローン 資金使途自由
ただし、業者等へ直接振込 100万円 固定金利5年以内

変動金利10年以内 ×

ゆとり
資金使途自由　※4

500万円

変動金利10年以内 ◯

カード　※1

返済金額は極度額の1％
◯

教育カード　※1 教育資金に係る資金　※4 ◯

人材支援事業団会員専用（事業団カード・あっせん申込書が必要になります。）

商品名 資金使途 融資上限金額
（10万円以上1万円単位）

金利方式・返済期間
（1年以上6ヶ月単位） WEB審査対応

ポケット 資金使途自由
10万円
20万円
30万円

固定金利  1年（12回）
固定金利  2年（24回）
固定金利  3年（36回）※10万円不可

×

教育　※1
入学金や授業料等
制服や教材費等　※3
他金融機関からの借換資金

500万円まで
変動金利　10年以内

（据置期間：2ヶ月以上
  6年以内（1ヶ月単位））

◯

ブライダル　※1 結婚資金に係る資金　※3
他金融機関からの借換資金 300万円まで 変動金利　7年以内 ◯

医療・福祉　※1 出産費用、手術、入院、歯科治療など　
※3 300万円まで 変動金利　10年以内 ◯

小口住宅貸付　※2 リフォーム資金全般 500万円まで 変動金利　1年以内 ×

※1：当組合の住宅ローン利用者は金利優遇あり　※2：要連帯保証人　※3：3 ヶ月以内の支払済の資金も対象　※4：カード発行日の翌月より利用の有無に関わらず一
定金額を控除します。（ご利用がない場合、控除金額は普通預金としてお預かりします。）　　教育カードは卒業予定月以降は新規貸越を停止（返済のみになります）。

PO
INT！

便利で
お得な
ポイント1. ご返済はラクラク給与控除で自動返済

2. 保証料・事務手数料が不要
（一部商品には保証料がかかります。）

3. 月・水・金曜日は夜7時まで窓口オープン

4. WEB事前審査で借入の目安を
事前に把握できます。

5. 当組合住宅ローン利用中の方は
金利優遇される商品を多数ご用意しています。

6. カードローンの返済金額は業界最低水準
返済金額は極度額の1％
WEB利用なら来店不要でお手元にローンカードが届きます。

都職信の最大のメリットは、利用分量配当という制
度があることです。この制度により、お支払いいた
だいた利息の一部を年間１回、返還しております。（既
往配当実績は、利息の 10％）
これにより借入金の実質金利は低くなります。配当
率は、年度ごとの業績により変動し、配当されない
場合もあります。

〈参考例〉1年目の支払利息と利用分量相当

都職信
だから出来る
サービス

借入金額 期  間 金  利 返済方法 1 年間の支払利息 配当金
（既往配当実績）

300万円 10年 1.75% 元利均等返済 約50,000円 約5,000円

非営利の
金融機関




