SBJ カードローン <ANY TIME>
１. 商品概要

２. ご利用いただける方

2018 年 10 月 29 日現在

SBJ カードローン ＜ANY TIME＞ （3 大疾病保障付き・ローン専用カード不発行型）
下記全てを満たす日本人、または在留資格が「永住者」もしくは「特別永住者」の外国人の方
・お借入時の年齢が満 20 歳以上 65 歳以下の方で、安定・継続した収入の見込める方
・日本国内に居住する個人の方
・SBJ ダイレクトをご契約いただける方（ご契約には、当行の円普通預金口座開設が必要です）
・当行所定の保証会社の保証が受けられる方
・引受保険会社に消費者信用団体生命保険（3 大疾病保障付き）の加入が認められた方
※ 健康状態等により保険に加入できない方、あるいは加入を希望されない方は、消費者信用団体生命保険（3 大
疾病保障付き）の付帯されていないカードローンにお申込みいただけます。

３. お使いみち

４. お借入限度額

原則自由（但し、事業性資金を除く）
・ 店頭でのお申込みの場合：10 万円以上 500 万円以下（10 万円単位）
・ WEB 完結のお申込みの場合：
10 万円、30 万円、50 万円、70 万円、100 万円、130 万円、150 万円、200 万円、250 万円、300 万円
※ 審査の結果、ご希望のお借入限度額から減額させていただく場合もございます。

1 年（以降、自動更新）
５. ご契約期間

※ 契約更新審査により更新をお断わりさせていただく場合がございます。
※ 原則として 1 年毎の更新となりますが、満 66 歳以上での更新、新たなお借入れはできません。

店頭または SBJ ダイレクトによる WEB 完結（※）
６. お申込方法

７. ご利用方法

８. お借入利率
９. 利息計算方法

※ ご来店・申込書不要の WEB 完結のお申込みには SBJ ダイレクトのご契約が必要となります。また、お申込みいた
だけるお借入限度額は 300 万円までとなります。

・ SBJ ダイレクトでの口座振替によるお借入
SBJ ダイレクトによるカードローン口座からご本人名義の当行普通預金口座（返済用口座）への振替
・ SBJ 銀行店頭でのお借入
・ 提携金融機関 ATM からのお引出による自動お借入
ご利用方法・詳細は「１８. 自動貸越サービス」をご確認ください
変動金利 年 3.9％～13.0％（保証料・保険料込み）
※ お借入利率は審査により決定させていただきます。
※ 金融情勢等により随時変動いたします。最新の金利は店頭または当行ホームページ等でご確認ください。

毎日の最終残高について付利単位を 1 円とした、1 年を 365 日とする日割計算
・約定返済
毎月 10 日（銀行休業日の場合は翌営業日）に前日時点でのご利用残高に応じた定額をご指定のカー
ドローン返済用口座（当行のご本人名義の普通預金口座、以下「返済用口座」といいます）から自動引
落しさせていただきます。
＜残高スライド方式＞
返済日前日時点のご利用残高

１０. ご返済方法

ご返済額

返済日前日時点のご利用残高

20 万円以下
5 千円
250 万円超 300 万円以下
20 万円超 50 万円以下
1 万円
300 万円超 350 万円以下
50 万円超 150 万円以下
2 万円
350 万円超 400 万円以下
150 万円超 200 万円以下
3 万円
400 万円超 450 万円以下
200 万円超 250 万円以下
4 万円
450 万円超 500 万円以下
・任意返済
店頭でのご入金または SBJ ダイレクトによるカードローン口座への振替入金

ご返済額
5 万円
6 万円
7 万円
8 万円
9 万円

※ 任意返済を行った場合も、別途ご指定の口座から毎月の約定返済が必要となります。
※ SBJ ダイレクトでは利息はご返済いただけません。利息は毎月の約定返済または店頭でのご返済となります。
※ 満 65 歳契約満了以降は満了時点のご利用残高に応じ、上記返済額での定額返済となります。

１１. 担保・保証人

不要（保証会社が審査のうえ保証します）

１２. 保証会社

株式会社オリエントコーポレーション

１３. 保証料

不要 （「８. お借入利率」に含まれているため、別途お支払いいただく必要はございません）
不要 （普通預金口座からキャッシュカードでお借入資金を引出す場合、提携金融機関 ATM によっては所
定の手数料がかかる場合がございます）

１４. 手数料
１５. 消費者信用団体生命
保険

消費者信用団体生命保険（3 大疾病（ガン・脳卒中・急性心筋梗塞）保障付き）

１６. 消費者信用団体生命
保険引受保険会社

カーディフ生命保険株式会社

１７. 消費者信用団体生命
保険保険料

不要（保険料は当行が負担いたします）
返済用口座よりキャッシュカードで預金を引出す際に残高が不足している場合、自動的にカードローン口座
から不足額を借入れすることで、必要額をお引出しできるようにするサービスです。
※
※
※
※
※

１８. 自動貸越サービス

１９. ご提出いただく書類等

２０. 本商品でご加入いただ
く保険に関する重要事
項

２１. その他

ご利用にはお申込みが必要となります。また、ご利用には返済用口座のキャッシュカードが必要となります。
カードローンお借入限度額内でのお借入れとなります。
キャッシュカードの利用限度額を超えるお引出しはできません。
返済用口座以外の普通預金口座では、本サービスはご利用いただけません。
当行支店に ATM は設置しておりませんので、下記提携 ATM をご利用ください。
提携 ATM・・・セブン銀行、イオン銀行、E-net（コンビニ ATM）、ゆうちょ銀行、みずほ銀行
※ 本サービスによってお借入れが生じた場合でも、ATM での残高照会やお取引明細書にはお借入金額は表示されま
せんので、SBJ ダイレクトにてご確認ください。また、本サービスご利用後の返済用口座残高は 0 円となりますので、
次の約定返済日までに毎月の返済額をご入金いただく必要がございます。
※ 本サービスを利用したお借入金もご返済方法は、「１０. ご返済方法」と同様となります。任意返済される場合は、店
頭または SBJ ダイレクトにてお手続きください。
※ お借入時、ご登録のメールアドレスへお借入内容を通知いたしますが、お客さまのメール受信設定等によりメールを
受信できない場合がございます。メールが届かない場合は SBJ ダイレクトにてお借入内容をご確認ください。

① 本人確認資料：下記書類の原本を確認のうえ、写しを徴求させていただきます。
（外国人の方は、下記ア及びイのいずれも必要となります。）
【日本人の方】 運転免許証・運転経歴証明書・写真付住民基本台帳カード・個人番号カード・パスポー
ト・健康保険証等（当行で初めて口座開設をされるお客さまは、顔写真のない本人確
認書類の場合、2 点（健康保険証と住民票等）必要となります。）
【外国人の方】 ア．運転免許証・運転経歴証明書・写真付住民基本台帳カード・個人番号カード・パス
ポート・健康保険証等（当行で初めて口座開設をされるお客さまは、顔写真のない
本人確認書類の場合、2 点（健康保険証と住民票等）必要となります。）
イ．在留カードもしくは特別永住者証明書
② 収入確認資料：下記書類の原本ご提出または、原本を確認のうえ、写しを徴求させていただきます。
ただし、50 万円以下のお借入れの際は不要です。
源泉徴収票・住民税課税決定通知書・所得証明書・納税証明書（その１・その２）のいず
れか直近１年分（新入社員および勤続 1 年未満の方は、直近の給与明細 1 ヶ月分）
※ WEB 完結型でお申込みの場合、①②はアップロードによるご提出となります。なお、①の資料のうち写
真付き住民基本台帳カードおよび顔写真のない本人確認書類は対象外となります。
・ 本商品でご加入いただく保険の詳しい保障内容や、保険金・診断保険金によるご返済が受けられない場
合（免責事項）など、お客さまの不利益となる事項については、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」
「注意喚起情報」で必ずご確認ください。「被保険者のしおり」は、WEB 完結でのお申込みの場合、同意画
面にてダウンロードいただけます。店頭でのお申込みの場合は、お申込み時にお渡しいたします。
・ 告知の内容により、引受保険会社が保険加入をお断りする場合がございます。
・ 悪性新生物（がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病含む）に罹患したことのある方はご加入いただけません。
・ ガン保障は、カードローン契約締結日の 91 日目から保障対象となります。
・ 本商品でご加入いただく保険の引受保険会社はカーディフ生命保険株式会社となりますので、保険内容
に関してご不明な点は「被保険者のしおり」に記載の問い合わせ先へご連絡ください。
・ カードローン口座専用カードは発行いたしません。
・ SBJ ダイレクトによるカードローンのお申込み・お借入・ご返済等はインターネットバンキングまたはスマー
トフォンバンキングをご利用ください。テレホンバンキングでのお取扱いはございません。
・ 定期的に年収証明書やご勤務先情報、家族構成、住居状況等についてご提出頂きます。ご提出いただ
けない場合、新たなお借り入れを停止させて頂く場合がございますので、ご注意ください。
＜当行で ANY 住宅ローンをご検討いただいているお客さまへ＞
カードローンのお借入資金は、ANY 住宅ローンの頭金への充当はできませんのでご留意ください。
（ANY 住宅ローン審査時に確認させていただきます）
・当行で初めて ANY 住宅ローンのお借入れをされる新規のお客さま
カードローンをご希望のお客さまは、住宅ローン実行後に SBJ ダイレクトよりお申込みください。
・現在 ANY 住宅ローンのお借入があり、新たに ANY 住宅ローンのお借入れをされるお客さま
カードローンのご契約がある場合、新たに ANY 住宅ローンをお申込みいただく際にカードローンは完
済・解約いただきます。カードローンの解約は、ANY 住宅ローンお申込み時に店頭でお手続きください。

２２. 当行が契約している
指定紛争解決機関

全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室

２３. お問い合わせ

ご不明な点は、最寄りの営業店または、下記コールセンターまでお問い合わせください。
＜コールセンター＞ 0120-015-017（通話料無料） 受付時間：平日 9:00～18:00

【商号・住所】 株式会社 SBJ 銀行 東京都港区芝 5-36-7

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

