
有限会社ライフデザイン柴﨑

住宅ローン　返済のめやす

ご返済期間

毎月払い \8,891 \8,957 \8,979 \9,089 \9,495

毎月 \5,334 \5,374 \5,387 \5,453 \5,679

ボーナス \21,392 \21,557 \21,612 \21,888 \22,898

毎月払い \6,117 \6,184 \6,207 \6,320 \6,738

毎月 \3,670 \3,710 \3,724 \3,792 \4,043

ボーナス \14,718 \14,883 \14,939 \15,217 \16,245

毎月払い \4,734 \4,802 \4,825 \4,941 \5,372

毎月 \2,840 \2,881 \2,895 \2,964 \3,223

ボーナス \11,388 \11,555 \11,612 \11,895 \12,947

毎月払い \3,906 \3,975 \3,999 \4,117 \4,562

毎月 \2,343 \2,385 \2,399 \2,470 \2,737

ボーナス \9,396 \9,566 \9,623 \9,911 \10,991

毎月払い \3,356 \3,427 \3,451 \3,572 \4,029

毎月 \2,013 \2,056 \2,070 \2,143 \2,417

ボーナス \8,072 \8,245 \8,303 \8,597 \9,705

毎月払い \2,964 \3,037 \3,061 \3,185 \4,029

毎月 \1,778 \1,822 \1,837 \1,911 \2,193

ボーナス \7,130 \7,306 \7,365 \7,666 \8,803

※　実際の返済額は、千円単位の返済額になります。（初回・最終回で端数調整します。）

借り入れ額に対する返済のめやす

借入額
毎月返済 毎月返済 毎月返済 毎月返済 毎月返済

\30,585 \30,920 \31,035 \31,600 \33,690

\61,170 \61,840 \62,070 \63,200 \67,380

\91,755 \92,760 \93,105 \94,800 \101,070

\122,340 \123,680 \124,140 \126,400 \134,760

\23,670 \24,010 \24,125 \24,705 \26,860

\47,340 \48,020 \48,250 \49,410 \53,720

\71,010 \72,030 \72,375 \74,115 \80,580

\94,680 \96,040 \96,500 \98,820 \107,440

\19,530 \19,875 \19,995 \20,585 \22,810

\39,060 \39,750 \39,990 \41,170 \45,620

\58,590 \59,625 \59,985 \61,755 \68,430

\78,120 \79,500 \79,980 \82,340 \91,240

\97,650 \99,375 \99,975 \102,925 \114,050

\16,780 \17,135 \17,255 \17,860 \20,145

\33,560 \34,270 \34,510 \35,720 \40,290

\50,340 \51,405 \51,765 \53,580 \60,435

\67,120 \68,540 \69,020 \71,440 \80,580

\83,900 \85,675 \86,275 \89,300 \100,725

\100,680 \102,810 \103,530 \107,160 \120,870

\14,820 \15,185 \15,305 \15,925 \20,145

\29,640 \30,370 \30,610 \31,850 \40,290

\44,460 \45,555 \45,915 \47,775 \60,435

\59,280 \60,740 \61,220 \63,700 \80,580

\74,100 \75,925 \76,525 \79,625 \100,725

\88,920 \91,110 \91,830 \95,550 \120,870

平成23年04月08日現在

元利金等返済（100万円あたりの返済額）

3年固定（1.30%） 5年固定（1.45%） 7年固定（1.50%） 10年固定（1.75%）15年固定(2.65%）

10年
ボーナス併

用

15年 ボーナス併
用

20年 ボーナス併
用

25年 ボーナス併
用

30年 ボーナス併
用

35年 ボーナス併
用

また、ボーナス併用の返済例は（毎月）6対（ボーナス）4の割合で分けてあります。

返済期
間

3年固定（1.30%） 5年固定（1.45%） 7年固定（1.50%） 10年固定（1.75%） 15年固定（2.65%）

15年

500万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

20年

500万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

25年

500万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円

30年

500万円

1000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円

3,000万円

35年

500万円

1,000万円

1,500万円

2,000万円

2,500万円

3,000万円
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