カードローン

（2018年10月1日 現在）

1.

商品名

カードローン

2.

お申し込みいただける方

お申込時の年齢が満20歳以上満69歳以下で、原則安定した収入のある方
当行指定の保証会社であるＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社の保証を受けられる方

3.

お使いみち

原則自由 ※ただし、事業性資金にはご利用いただけません。

4.

ご契約極度額

10万円〜800万円
（1万円単位）
※ご利用の状況によっては、当初のご契約極度額の範囲内でご契約極度額が変動することがあります
（お客さまが当行所定のお手続によりご契約極度額を変更した場合は、変更後のご契約極度額の範囲内となります）
。
なお、
ご契約極度額は、三井住友銀行のＡＴＭ等でご確認いただけます
（一部の出張所にあるＡＴＭではご確認いただけません）
。
※ご契約極度額の変動により、新たなお借り入れができないことがありますのでご注意ください。
ご利用の際は、
ご契約極度額およびお借入残高をお確かめの上、
ご利用ください。

5.

ご契約期間

5年ごと
（当初ご契約日より5年後の応当日）
の自動更新

6.

お借入利率

年4.0％〜14.5％ ご契約極度額に応じてお借入利率を設定させていただきます。
ご契約極度額
100万円以下
100万円超200万円以下
200万円超300万円以下
300万円超400万円以下
400万円超500万円以下
500万円超600万円以下
600万円超700万円以下
700万円超800万円以下

お借入利率
年12.0％〜14.5％
年10.0％〜12.0％
年8.0％〜10.0％
年7.0％〜8.0％
年6.0％〜7.0％
年5.0％〜6.0％
年4.5％〜5.0％
年4.0％〜4.5％

※本ローン新規お申込およびご契約極度額変更お申込時に、当行の住宅ローンをご利用中で、
ご返済の遅延がないお客さまに
つきましては、上記お借入利率より引き下げとなる場合がございます。
対象住宅ローンは、当行指定の保証会社が保証する住宅ローンに限定し、一部除外される商品もございます。
なお、住宅金融支援機構
（旧住宅金融公庫）
直接融資のみ、
または、長期固定金利型住宅ローン
（機構買取型）
<<フラット35>>
のみの方はお取り扱いできません。
※お借入利率は変動金利です。金融情勢等により金利を見直しさせていただきます。
※お借入利率は、当行ホームページ http://www.smbc.co.jp/ にも掲載していますので、
ご確認ください。
お利息計算方法

お利息＝毎日の最初の残高×年利率÷365×
［初回お借入日の翌日または前回ご返済日の翌日から
ご返済日当日までのご利用日数］
（毎日の最初の残高について、付利単位100円。年365日の日割計算）
※お借り入れ当日は、
ご利用日数には含まれません。

7.

遅延損害金

ご返済を遅延された場合は、
お借入残高に対し年19.94％の遅延損害金がかかります。

8.

担保・保証人・保証料

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社が保証しますので、担保・保証人・保証料は不要です。

9.

手数料

不要

10. ご利用明細

発行しません。
※発行をご希望の場合は、別途所定のお手続が必要となります。

※ご返済用預金口座の有無により、発行カードやご返済方法等のお取扱が一部異なります。

11. ご返済用預金口座

なし
※ご契約後にご返済用預金口座をご指定
いただく場合は、別途所定のお手続が
必要となります。

あり
※ご返済用預金口座は当行の普通預金口座に限ります。

12. 発行カード

ローン専用カード

13. お借入方法

ＡＴＭでのお借り入れ
（ご利用のＡＴＭによっては、一部お取扱が異なる場合があります）
※ご利用可能なＡＴＭは下の表をご確認ください。

「ローン専用カード」
または
「ご返済用預金口座のキャッシュカードとの兼用カード」
からお選びいただけます。

○SMBCダイレクト
（インターネットバンキング・モバイルバンキング）
によるご利用
「お振込・お振替」時の出金口座としてご利用いただけます。
※カードローン口座をSMBCダイレクトのサービス利用口座に
登録されているお客さまに限ります。
○自動融資
（別途所定のお手続が必要となります）
当行所定の口座振替契約
（クレジットカード・公共料金の引き落とし等。
くわしくは窓口までお問い合わせください）
による返済用預金
口座の残高不足時に、
カードローン口座から自動融資を行います。
※ただし、以下の場合は自動融資を行いません。
・カードローンの毎月の約定返済金
・ご返済用預金口座から支払可能残高を超えるご預金のお引き出し
・ご返済用預金口座から積立定期へ自動振替する等のご預金間のお振替
・投信自動積立によるご返済用預金口座からの自動引き落とし

14. ご返済方法
約定返済

①約定返済期日 毎月5日・15日・25日・月末からお選びいただけます
（当日が銀行休業日の場合は翌営業日）
。

（毎月のご返済）

②ご返済方法
約定返済期日までに、
カードローン口座へ直接ご入金いただきます
（ご指定いただいた約定返済期日までに、
１ヵ月に一度
ご都合に合わせてご返済いただけます）
。
※お借入残高がない状態でお借り入れをされた場合は、
お借入日
（当日も含みます）
から２回目の約定返済期日までのご返済となります。
約定返済期日までにカードローン口座へのご入金がなかった場合は、
約定返済金額を毎月約定返済期日当日に、
ご返済用預金口座より
自動引き落としさせていただきます。
※自動引落時、
ご返済用預金口座の残高が約定返済金額未満
でも引き落としを行います。
③ＡＴＭでのご返済 ※ご利用可能なＡＴＭは下の表をご確認ください。
④約定返済金額
残高スライド方式によるご返済
約定返済時のお借入残高
2千円未満の場合

約定返済金額
約定返済時のお利息金額とお借入残高の合計額
(ただし、2千円を上限とします。)

2千円以上50万円以下

10万円以下の場合2,000円、以後、お借入残高が
10万円増すごとに2,000円を追加

50万円超300万円以下

60万円以下の場合11,000円、以後、お借入残高が
10万円増すごとに1,000円を追加

300万円超500万円以下

350万円以下の場合40,000円、以後、お借入残高が
50万円増すごとに5,000円を追加

500万円超800万円以下

600万円以下の場合60,000円、以後、お借入残高が
100万円増すごとに5,000円を追加

※ご利用の状況により、
お利息金額が上の表の約定返済金額を超える場合は、約定返済時のお利息金額が
約定返済金額となります。
臨時返済

○約定返済
（毎月のご返済）
にかかわらず、
ご返済時のお利息金額以上のご都合のよい金額を、
いつでもカードローン口座へご入金
（ご返済）
いただけます。
・ＡＴＭ、SMBCダイレクト
（インターネットバンキング・モバイルバンキング）
でのご返済時には、
お利息金額未満のご返済はできません
（振込入金を除きます）
。
・お利息金額未満のご返済により未収利息が発生した状態の場合には、追加の貸出は行いません。
○お借入残高とお利息の合計金額を超えるご入金
（ご返済）
をされた場合は、
カードローン口座で普通預金
（※）
としてお預かりさせていただきます。
※上記の普通預金取引は、以下のお取扱とさせていただきますので、
あらかじめご了承ください。
・お利息はつきません。
・カードローン口座と同一支店・同一口座番号の普通預金となります。
・公共料金やクレジットカード代金のお引き落とし、給料振込のお受取等のお取引にはご利用いただけません。
・お通帳は発行しません。
・ご出金される場合は、
カードローンのお借入取引として、
ご利用ください。
・その他については、普通預金規定に準じます。

【ご利用可能なＡＴＭ】

○ローン専用カードでのご利用の場合

お借り入れ
ご返済
残高照会
ATM手数料

三井住友銀行の
ＡＴＭ※２
◯
◯
◯

※１

コンビニＡＴＭ※3
◯
◯
◯

ゆうちょ銀行
ＡＴＭ
◯
◯
◯

無料

提携金融機関の
ＡＴＭ※4
◯
×
◯
有料

○ご返済用預金口座のキャッシュカードとの兼用カードでのご利用の場合 ※1

お借り入れ
ご返済
残高照会
ATM手数料

三井住友銀行の
ＡＴＭ※２
◯
◯
◯

コンビニＡＴＭ※3
◯
◯
◯
無料

ゆうちょ銀行
ＡＴＭ
×
×
×
−

提携金融機関の
ＡＴＭ※4
×
×
×
−

※1 ＩＣキャッシュカードをご利用の場合、
ＩＣチップでのお取引は生体認証・
ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭでのみご利用いただけます
（ただし、磁気ストライプによるお取引であれば、上の表と同様にご利用が可能です）
。
また、生体認証ＩＣキャッシュカードをご利用の場合、生体認証・
ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭでのみご利用いただけます。
ＩＣキャッシュカード、生体認証ＩＣキャッシュカードの詳細については店頭のパンフレットまたは当行ホームページをご確認ください。
※2 大分支店立命館アジア太平洋大学共同出張所のＣＤ機は、
サービス内容が異なりますのでご注意ください。
※3 ご利用いただけるＡＴＭは、
ゆうちょ銀行ＡＴＭ・イーネットＡＴＭ・ローソンＡＴＭ・セブン銀行ＡＴＭです。
なお、
コンビニにはゆうちょ銀行ＡＴＭ・イーネットＡＴＭ・ローソンＡＴＭ・セブン銀行ＡＴＭ以外のＡＴＭが設置されている場合があります。
その場合、
サービス内容が異なりますのでご注意ください。
※4 提携金融機関のＡＴＭをご利用の場合は、提携金融機関所定のＡＴＭ利用手数料・時間外手数料がかかります。
また、提携金融機関のＡＴＭをご利用の場合は、一部のお取引がご利用いただけない場合があります。
くわしくは、
お取引店までお問い合わせください。
●お申込に際しては、当行および当行指定の保証会社
（ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社）
の審査があります。
審査の結果によっては、
ご希望にそえない場合があります。
また、
お申込に際して提供されたお客さまの個人情報は、
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社における審査のため、
当行からＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社に提供されます。
【ご案内】
当行は、
お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取扱に関しまして、銀行法上の「指定紛争解決機関」
である一般社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。
≪ご連絡先≫
全国銀行協会相談室 0570-017109 または 03-5252-3772

