松本歯科大学で利用可能な主な教育ローン・奨学金

㈱オリエントコーポレーション
教育ローン

㈱ジャックス
教育ローン

SMBC ファイナンスサービス㈱
学費ローン

タイプ

学費サポートプラン

元利均等分割払

元利均等分割払（固定金利）

問合せ窓口

0120-517-325
受付時間 9：30 ～ 17：30

㈱ジャックス コンシュマーデスク
0120-338-817

http://www.jaccs.co.jp/yuyu/
ホームページ 松本歯科大学歯学部オリコ教育ローン
対象費用
申込者

https://orico-web.jp/gakuhi/index.html?clientid=14624233

ID：D422 パスワード：08495360

授業料 ･ 教材費など

授業料 ･ 教材費など

三井住友銀行 教育ローン
無担保型

日本学生支援機構
奨学金

松本歯科大学
歯学部奨学金

本学学事室

本学学事室

不動産担保型

カスタマーセンター 三井住友銀行ﾈｯﾄﾛｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ（銀座支店担当）
0120-523-605
050-3827-0375
受付時間 平日 9：00 ～ 17：00

https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/

http://www.jasso.go.jp/

⇒ 学校検索 ⇒ 松本歯科大学

授業料・教材費など

〈お問合せ：経理室 0263-51-2023〉

授業料 ･ 教材費など

学資

学資

学生本人
世帯の所得 ･ 学力等の基準あり

学生本人（特待生は対象外）
経済的な理由により修学が著し
く困難であると認められる者
学業、人物共に優れ健康である
と認められる者

親権者

親権者

親権者

親権者

年収基準 ･ 学力基準なし

原則、有職者の方

有職者の方

松本歯科大学に学費を支払う学費支弁者
貸出時に満 20 歳以上、完済時満 70 歳 6 ヵ月以下の方
団体信用生命保険に加入できる方
年収 500 万円以上の収入のある方
保証会社の保証の受けられる方

申込方法

web もしくは郵送

web もしくは電話申込

web もしくは電話申込

上記電話窓口へ申込

大学が申込窓口

奨学金申込書を学長に提出

申込時期

随時
700 万円

随時

随時

随時

4月

4月

2,000 万円まで

2,000 万円（累積）まで

50 万円以上
50 万円以上
～ 1000 万円以内
～ 2000 万円以内

２万円～ 16 万円 / 毎月

60 万円 / 年を上限とします。

実質年率 2.90％（期間中固定）
6 ～ 180 回
※ 2021. 5 月現在

実質年率 2.90％（固定）
6 ～ 180 回
※ 2021. 5 月現在

原則不要

原則不要

保証会社の保証
別途連帯保証人も必要

親権者の口座

親権者の口座

親権者の口座

定めなし

定めなし

24 時間以内

3 週間程度

１ヵ月程度

6 月～ 7 月頃

6 月～ 7 月頃

申込条件

申込上限額 （2 回目以降の利用の合計金額が 700 万円

を超える場合は、別の契約で利用できます）

利

子

保証人
返済口座
審査期間

必要書類

実質年率 2.90％（固定）
※ 2021. 5 月現在
原則不要

親権者の口座
親権者の口座
卒業後学生本人の口座に変更可
web 申込：申込の翌営業日
申込の翌営業日
郵送の場合：郵送から１週間程度
学生証（合格通知書）写し
大学が発行する学費納付金明細
納付額の記載書類の写し
書（振込依頼書）の写し
※ E メールまたはＦＡＸで送信

在学中元金据え置き可
最長 12 年元利均等返済
返済条件 ※借入金はオリコから大学の指定口座
そ の 他 に直接入金されます。

大学が発行する学費振込依頼書
学生証（合格通知書）
※提出不要

年 2.60%（変動）
※ 2021.5.11 現在

第一種・・・無利子
年 1.40％（変動） 第二種・・・利子負担あり
※ 2021. 5.11 現在 ※貸与終了後に利子決定
年 3.00％上限
保証会社の保証必要 人的保証または機関保証
人的保証：連帯保証人および保証人
機関保証：保証料が必要

合格 ( 在学 ) 証明書写し
納付通知書
本人確認資料
親権者の所得証明書写し
他

web 申込は 24 時間受付可能 最長 15 年払（元利均等返済）6 年間の元本据え置き可・元利均等月賦返済
在学期間中の元金据置可能
最長 15 年元利均等返済
2 回のボーナス返済併用可
在学期間中＋卒業後 6 ヵ月 ※借入金はセ SMBC ファイナン
スサービスから大学の指定口座
の元金据置可能
※借入金はジャックスから大学 に直接入金されます。
の指定口座に直接入金されます。

年 3.00％上限
※在学期間中無利子
連帯保証人および保証人
･ 一親等の親族（連帯保証人）
･ 別に生計を営む者（保証人）

父母の収入に関する証明書
申込書
確認書兼個人信用情報の取扱 連帯保証人の収入に関する証明書
に関する同意書
※採用後
※採用後
誓約書
返還誓約書ほか
連帯保証人、保証人の印鑑登録証明書
卒業後 7 ヵ月後から 20 年以内 卒業した年の 10 月から 10 年以内

