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News Release 

 
2006 年9 月28 日 

 
 
 
 
 
 

株式会社東京スター銀行は、10 月 2 日より、自由返済型「スターフィット住宅ローン」の取扱いを開始

いたします。お客さまの“ワーク&ライフバランス”にあわせ、さまざまな働き方を応援し、住宅ローンの

返済を自由に設定できる「返済休暇」をご利用いただける住宅ローンです。 
 
「スターフィット住宅ローン」は、住宅ローンのご返済期間中、①出産や進学、転職などの出費増や収

入減の際に住宅ローンの返済額を一時的に減らせる「返済休暇」 および、②病気やケガで入院された

場合に、お客さまが保険金をお受け取りいただける「入院保険」（保険料は当行負担）をご利用いただけ

ます。 
 
また、「スターフィット住宅ローン」は、正社員という就業形態にこだわらず、派遣、契約社員、パート、

フリーランス等の方にもご利用いただくことができます。加えて、配偶者の方（事実婚を含む）の収入も、

雇用形態にかかわらず合算した「世帯年収」で審査します。お客さまは、「世帯年収」を審査対象とできる

ことで、希望されるローン金額での融資を受けられる可能性が高まります（※1）。 
東京スター銀行では、これらの審査基準により、企業によるアウトソーシング、ワークシェアリングな

ど働き方が多様化し、雇用者（役員を除く）に占める非正規雇用者の割合が 32.5％（※2）まで上昇、さら

に、一般世帯（※3）に占める共働き世帯の割合が 45％以上（※2）となり、ご夫婦の収入を合わせた「世

帯収入」で生活されているご家族が増えた社会的変化に柔軟に対応します。 
（※1）なお、本商品の与信保全を図るため、ジェンワース・モーゲージ保険会社（本社米国ノースカロライナ州、日本支社東京都港区）の「モ

ーゲージ保険」を活用する場合があります。詳細は、添付商品説明書のモーゲージ保険欄をご参照ください。 
（※2）2005 年総務省統計局『労働力調査』 
（※3）「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦、子供と親から成る世帯」の典型的一般世帯を指し

ます。 

 
【本商品の特長】 
特長 1 希望される期間の返済を減額できる「返済休暇」をご利用いただけます。 

「返済休暇」は、ご返済開始２年目以降、インターネットを通じて、ご指定期間の返済額を利息と 1 円

以上の元本まで減額することができ、その期間と同期間だけ返済期間を繰り延べる制度です。 
返済休暇期間は 1 ヵ月から最高 7 年（84 回）まで、複数回に分けてもご利用いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

自自由由返返済済型型「「ススタターーフフィィッットト住住宅宅ロローーンン」」をを販販売売開開始始！！  
～～自自由由ななラライイフフススタタイイルルにに合合わわせせ「「返返済済休休暇暇」」をを利利用用ででききるる新新住住宅宅ロローーンン～～  
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＊返済休暇のご利用で一時的にローン返済額を軽減できる反面、ローンが長期化し、完済までのご返済総額は増加します。 
＊ご返済額は当行ホームページにてご試算いただけます。 
＊返済休暇を含まない当初のご返済期間は最長35 年まで、返済休暇期間も含めたお申込期間は最長40 年までとなります。 
 

特長 2 入院保険では、病気やケガで入院のとき、お見舞金をお支払いします。 
保険料は当行が負担し、お客さまが病気やケガで入院された場合に、入院費用保険金 10 万円が

支払われます（日帰り入院も対象）。入院期間が本ローンご返済日を含む場合は、当月の返済額相当

額もお支払いします。 
 
入院費用保険金 10 万円（12 回まで）＋当月返済額相当額（注1） 

 
 
＊お申込時に告知いただいた内容によりご加入いただけない場合がございます。 
＊保険金を受け取れない場合など、詳細は「被保険者のしおり」をお読みください。 
＊「入院時のみ担保特約付就業不能信用費用保険」引受保険会社：カーディフ損害保険会社 

 
特長 3 非正社員の方にもご利用いただけ、ご夫婦の収入を合算できます。 

契約社員、派遣社員などの非正規雇用の方やフリーランスで働いている方にもご利用いただけま

す。また、配偶者がパートなどの非正社員でもその収入を合算した世帯年収で、ご希望の金額を融資

できるよう、お客さまに有利な条件で審査いたします。 
＊給与（税込年収）または事業（所得）による年収300万円以上またはご夫婦の年収合計500万円以上で、2年間（正社員の方は勤続

1 年）の継続収入を公的書類にて証明できる方にご利用いただけます。 
＊当行所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望に添いかねる場合がございます。 

 
東京スター銀行は、｢スターフィット住宅ローン｣を通じてお客さまの自由なライフスタイルを応援すると

ともに、これからも、スピーディかつ的確な商品を開発し、ファイナンシャル・フリーダム（＝お客さまをお

金の心配から解放する）という当行の企業フィロソフィーを実践して参ります。 
 

【ケーススタディ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1） 
1 度の入院につき 6 回まで、合計36 回まで。

入院期間が本ローンご返済日を含む場合のみ。 
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■「自由返済型住宅ローン（スターフィット住宅ローン）」商品説明書 2006年10月1日現在 
 

ご利用 

いただける方 

● 日本国籍の方または外国籍で永住権をお持ちの方。 

● 20 歳以上65 才以下の方で、完済時の年齢が 75 歳以下の方。 

● 給与（税込年収）または事業（所得）による年収 300 万円以上またはご夫婦の年収合計 500 万円以上で、2 年間（正社員の方は勤続 1 年）の継続

収入を公的書類にて証明できる方。 

● 当行の営業店（首都圏、大阪府、福岡県、愛知県にございます）に、おおむね 2 時間程度でご来店いただける方。 

● その他、当行所定の審査基準（ご返済比率等）を満たしている方。 

ご資金の 

お使いみち 

【ご新規】ご本人または生計を共にするご家族の居住用住宅に関する下記のお使いみちです。 

  ●住宅の建築･増改築（店舗併用住宅を含む） ●建売住宅（マンションを含む）の購入 

  ●中古住宅（マンションを含む）の購入       ●居住用土地の購入資金（1 年以内に住宅をご建築の場合） 

【お借り換え】ご本人または生計を共にするご家族の居住用に取得された住宅に関する下記のお使いみちです。 

  ●現在お借り入れ中の住宅ローン(当行のローンを除きます)の返済資金（諸費用等にはご利用いただけません） 

  ※現在居住されていない住宅に関するお借り換えの場合もご相談ください。 

なお、総合的な資産・負債の状況などから、これらのお使いみちで借り入れる必要が無いと当行が判断する場合は、ご融資をお断りするか、 

またはご融資金額の減額をお願いすることがあります。 

ご融資金額 

500 万円以上8,000 万円以内（10 万円単位）で、ご資金のお使いみちにより、以下のとおりとなります。 

ご融資対象の物件価値との割合 

ご購入・ご建築 ご購入価格の 95％以内（土地のみのご購入の場合は 80％以内） かつ、当行担保評価額の範囲内 

増改築 当行担保評価額の 80％以内 

お借り換え 当行担保評価額の範囲内 

  ご 融 資 の 限 度 額 

6 割以内のご融資 8,000 万円 

6 割超かつ 8 割以内のご融資 6,500 万円 

8 割超のご融資 4,000 万円 

ご融資期間 返済休暇期間も含め、1 年以上40 年以内（1 年単位）です。返済休暇期間を含まない当初のご返済期間は 1 年以上35 年以内（1 年単位）となります。 

ご返済方法 元利均等月賦返済です。ご融資額の 40％以内まで、6 ヵ月ごとのボーナス返済もご利用いただけます。 

返済休暇 

ご返済開始1 年経過後から、ご融資期間の範囲内で、いつでも返済休暇をご利用いただけます。※延滞時はご利用いただけません。 

● ご返済予定額のうち、元本ご返済額を 1 円まで減額することができます。※お利息のご返済は減額できません。 

● 当行インターネットバンキング稼動時間内であればいつでも、次回返済日からの返済休暇指定をしていただくことができます。 

● ご利用は 1 ヵ月から、最高7 年（84 回）までご契約時の設定の範囲内でご指定いただけます。複数回に分けてのご利用も可能です。 

● 返済休暇をご利用になると、返済休暇期間と同期間、最終返済日を自動的に繰り延べます。さらに最終返済日延長もできます。 

● 将来の返済休暇指定を解除することもできますが、一度繰り延べられた最終返済日は、返済休暇を解除されても短縮されません。 

● 返済休暇期間のお手続きごとに、2,100 円（税込）の事務手数料がかかります。 

※返済休暇のご利用は一時的にローン返済額を軽減できる反面、ローンが長期化し完済までのご返済総額が増加します。また、返済休暇の 
終了後はご返済額が通常レベルに戻るため、毎月のご負担感が高まる可能性があります。ライフプランの変化に応じたご返済プランの見直しが重要です。将

来の繰上返済もあわせて検討されるなど、計画的なご利用をおすすめいたします。ご不明な点はいつでも当行へご相談ください。 
担保 対象となる物件に当行を第一順位とする抵当権を設定していただきます。 

火災保険 ご融資期間中は、火災保険にご加入ください。 

● お借り入れ金利は、ご契約時点の「スターワン住宅ローン基準金利」を基準として、ご融資金額に応じて優遇または上乗せしたものとなります。 

 ※「スターワン住宅ローン基準金利」は、当行が市場金利の水準に応じて定め、店頭および当行のホームページにて 

 公表している金利です。変動金利型、固定金利型（3 年、5 年、10 年）の 4 種類の中から自由にお選びいただけます。 

 ご返済額は当行ホームページにてご試算いただけます。当行窓口、下記電話番号へもお気軽にお問い合わせください。 

● 「スターワン住宅ローン基準金利」に対する優遇または上乗せは以下のとおりです。 

  ご購入、ご建築の場合はご購入価格、増改築およびお借り換えの場合は、当行担保評価額 に対して；    

   6 割以内のご融資 -0.5％   

   6 割超かつ 8 割以内のご融資 -0.2％   

   8 割超のご融資 0.1％   
お借り入れ金利 

● お借り入れ金利は、お選びいただいた金利の種類ごとに、変動金利型は 6 回目、固定金利型はそれぞれ 36 回目、60 回目、120 回目の約定返済日

にその時点の変動金利型の金利水準に基づいて見直され、以後6 ヵ月ごとに見直されます。 

ただし、各見直し日の前営業日までにお取引店にお申し出いただくことで、見直し日以後の金利として固定金利型（3 年、5 年、10 年）をお選びいただく

ことができます。 

● 見直し日から次の見直し日までの間にお借り入れ金利を変更することはできません。 

● 固定金利型をご選択の際には、変更手数料（お借り入れ 1 件ごと、1 回につき）10,500 円（税込）がかかります。 

● お借り入れ金利の見直しにあたっては、「スターワン住宅ローン基準金利」のみ変更されます。優遇または上乗せ金利の見直しはございません。 

モーゲージ保険 
ご融資金額の割合が、ご購入・ご建築の場合はご購入価格、お借り換えの場合は当行担保評価額に対して 8 割を超える場合、当行が契約している保険会

社によるモーゲージ保険引受がご融資の条件となります。保険料相当額はお客さまご負担となり、ご契約時に一括でお支払いいただきます。 

団体信用生命保険 
万一に備え、当行が契約している保険会社の団体信用生命保険（団体信用生命保険・ガン保障特約付き団体信用生命保険のいずれか）に加入されること

をおすすめします。保険料相当額はお客さまの口座より月々引き落とさせていただきます。 

債務返済支援保険 ご希望により、入院のみ担保特約付就業不能信用費用保険を付帯することができます。保険料は当行が負担いたします。 

保証人 

保証会社や第三者による保証は原則として必要ありません。ただし団体信用生命保険に加入されない場合、法定相続人の方 1 名（ローン完済時に 75 歳以

下の方に限ります）を連帯保証人としてください。また、収入合算をなさる場合や共有物件を担保物件とされる場合、収入合算者や物件共有者の方に連帯保

証人または連帯債務者になっていただく必要があります。 

保証料 なし 

事務手数料 （1 件につき）  105,000 円（税込）     ●その他、登記費用、印紙税等の費用（実費）がかかります。 

繰上返済手数料 ● 一部繰上返済（1 回につき） 21,000 円（税込） ●繰上完済（1 件につき） 31,500 円（税込）  
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