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＝工務店作業

※本マニュアルで全体の流れをご確認下さい。

こんな時！ジャックス定額制つなぎローン！！



「ジャックスつなぎ」を使って早期・確実回収！

1.お客様手数料は【定額制】！ → 工期に関わらず安心の定額制！
2.つなぎ融資で銀行へ行く必要無し！→ 簡単。記入は申込書1枚のみ！
3.国内全ての住宅ローンに対応！ → ネット銀行でもつなぎ可能！
4.全件団体信用生命保険付帯！ → 万が一の時に安心！

記入例参照

工務店
4つのメリット

お施主様へご説明～申込書記入

お施主様
4つのメリット

簡易説明書

ネット銀行対応 フラット35対応 完成保証サービス付

申込書記入
記入例をご確認下さい

「お施主様メリット」
1.つなぎ費用は「定額制」

*土地つなぎをご希望の場合のみ「仮登記費用」が別途かかります。

2.立替払いにつき「印紙」は不要
3.団体信用生命保険無料付帯 お施主様に万が一の場合、保険が適用になります。
4.融資事務手数料不要

お施主様へご説明

申込書記入
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書類をＥＡＪへメール（メール後原本郵送）
メール送信先：sugimotos@ea-j.jp ,komeda@ea-j.jp
原本送付先 :〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ﾋﾞﾙ4Ｆ
（上場ｺｰﾄﾞ6093）株式会社エスクロー・エージェントジャパンProgressPaymnet事務局

手続きガイド
Ｐ13参照

手続きガイド
Ｐ4参照

審査依頼～審査結果回答（最短半日で回答可能）

参考：お施主様徴求書類

①「ProgressPayment」申込書 ②「団体信用生命保険」申込書 他

簡易説明書

審査依頼

徴求書類取得
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審査及び審査結果ご連絡

ＥＡＪへメール送信から最短半日で審査結果回答。 手続きガイド
Ｐ1～2参照

審査・結果連絡

審査ＯＫ

土地つなぎの場合Ｐ4へ。建物つなぎのみの場合Ｐ5へ。

mailto:sugimotos@ea-j.jp


土地つなぎの場合 入金フロー
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土地引渡完了

土地決済希望日確定（入金先は工務店口座）

①審査結果連絡後、ＥＡＪより「償還指図書」がメールされます。
②「償還指図書」に施主の署名捺印を頂き、ＥＡＪへメール（後日原本郵送）するのみ。
＊入金希望日の6営業日前迄に償還指図書をＥＡＪへ提出。

手続きガイド
Ｐ1.2参照

入金依頼

【土地仮登記実施】

①ジャックス指定司法書士より工務店及びお施主様へ連絡。（仮登記費用等のご説明）
②土地決済日当日「土地仮登記」実施。（司法書士作業）

簡易説明書

建物のみの手順（Ｐ5）へ



建物のみの場合 入金フロー
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建物引渡完了。住宅ローン本融資実行日をＥＡＪへメール連絡

入金希望日確定・償還指図書提出
①契約締結時 （10%） 確認書類：請負契約書
②基礎配筋工事完了時 （20%） 確認書類：建築確認済証・基礎配筋検査報告書

(土地謄本 ※建物つなぎのみ利用時)
③上棟検査完了時 （30％） 確認書類：躯体工事検査報告書
④竣工時 （40%） 確認書類：表示登記申請書
＊希望決済日の6営業日前迄に償還指図書とともに上記確認書類をＥＡＪへ提出。
＊つなぎ回数は最大4回迄選べます。

手続きガイド
Ｐ1.2参照

司法書士立会のもと、施主よりジャックスへ立替金一括返済、完了。

入金依頼

【建物つなぎ実施】（入金依頼の都度行う作業）

上記①～④の進捗に合せた「確認書」及びＥＡＪからメール受信した「償還指図書」を
ＥＡＪへメールするのみ。（以降、指図書・確認書をＥＡＪへメールするのみ）
＊償還指図書は後日ＥＡＪへ郵送願います。

簡易説明書

以下①～④のタイミングで「つなぎ」申請が可能！

住宅ローン本融資実行当日、銀行窓口へ司法書士が立ち会い。 ＥＡＪ→工務店

工務店→ＥＡＪ

手続きガイド
Ｐ9、11参照



■申込書記入例 事例：土地売買代金：10,000,000（税込）建物請負代金：15,000,000（税込）
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■団信記入例

団信記入例
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1,000

土地売買代金1,000万円
1000万で団信用紙1枚作成

建物請負代金1,500万円
1500万で団信用紙1枚作成

事例：土地売買代金：10,000,000（税込）建物請負代金：15,000,000（税込）



（信託受託者）株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託　御中 （指図日）　      　 　 年    　 月   　  日

（指図権者） 弁護士法人日本橋さくら法律事務所

代表社員　上野　晃
2016年9月30日付 建築資金保全信託契約書（00032） 第11条に基き、信託元本の償還を指図いたします。

償還の対象となる信託元本

No 口座種別

1 普通

2

3

4

5

合計

上記内容に同意いたします。
(記入日)

(お客様) 住所 東京都中央区1-1-1 (工務店様) 住所　 東京都千代田区1-1-1

氏名　 山田　太郎 名称 Ａ工務店

※償還に係る振込手数料は、各振込先の償還額より差し引くものとする。

受益権番号

12345678

本支店名

支払先報告 兼 元本償還指図書

口座番号口座名義（カナ）

振込口座情報

エーコウムテン

工事発注者

指図番号：

1/31 9,691,000 円 Ａ工務店 請負者 ●●銀行 本店

振込先 属性 金融機関名

　 ただし、立替金の返済に係る振込手数料は、留保金より差し引くものとする。

償還先情報

償還日 償還額

届出印

印 印

信託使用欄

印 鑑 照 合 受 理償還予定入力帳 簿 登 録 残 高 確 認Ｅ Ｂ 入 力内 容 確 認ＥＢ 承 認償 還 確 認償還情報更新 償還完了報告帳 簿 承 認
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■指図書記入例 事例：土地売買代金：10,000,000（税込）建物請負代金：15,000,000（税込）

償還額は、土地売買代金1,000万円-立替払手数料
※手数料を差引くのは、１回目のみです。

お施主様と、工務店様の署名捺印をお願い致します。



工期が長引いても安心の定額制！

定額制手数料一覧

所要資金 建物のみつなぎ手数料 土地及び建物つなぎ手数料

500～1.000万 203,000円 218,000円

1,001～1,500万 223,000円 248,000円

1,501～2,000万 243,000円 279,000円

2,001～2,500万 264,000円 309,000円

2,501～3,000万 284,000円 340,000円

3,001～3,500万 304,000円 370,000円

3,501～4,000万 325,000円 401,000円

4,001～4,500万 345,000円 431,000円

4,501～5,000万 365,000円 462,000円

5,001～5,500万 386,000円 492,000円

5,501～6,000万 406,000円 523,000円

6,001～6,500万 426,000円 554,000円

6,501～7,000万 447,000円 584,000円

7,001～7,500万 467,000円 615,000円

7,501～8,000万 487,000円 645,000円

簡易説明書
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