＜商品概要説明書＞

(WEB 完結型)ＳａＳａっとカードローン
（平成３０年１０月１日現在適用中）
１．商品名
（愛称）

(Web完結型)ＳａＳａっとカードローン
〔四国総合信用㈱保証〕

２．ご利用いただける方

以下のすべての条件を満たすことができる個人のお客さま
・当行の普通預金口座をお持ちの方
・お申込時満２０才以上満６５才以下の方
・当行の営業区域内に居住または勤務される方
・継続して安定した収入のある方
※パート、臨時社員等の方もお申し込みいただけます。
※収入が年金のみの方、専業主婦（夫）の方はお申し込みいただけません。
・保証会社の保証が受けられる方

３．融資金額

極度額１０万円以上３００万円以内（１０万円単位）
※パート、臨時社員等の方は、５０万円以内となります。

４．資金使途

ご自由にご利用いただけます。
※ただし、事業性資金としてはご利用いただけません

５．融資期間

１年
（１）融資期間は１年間といたします。契約期限は契約日から１年後の応当
月の末日とし、以降、保証会社とお客さまのいずれからも継続中止の
申出がない限り１年毎に自動更新いたします。ただし、お客さまが満
６６才となる誕生日以降、最初に到来する期限を出金可能期限とし、
経過後は新規貸出を停止し、返済のみとさせていただきます。
（２）満７５才となる誕生日以降、最初に到来する期限を最終期限とし、こ
の最終期限に貸越元利金がある場合は、一括返済していただきます。
ご融資限度額に応じて、下記の融資利率となります。

６．融資利率

７．返済方法

ご融資限度額
ご融資利率
１０万円～１００万円
年１１．５％
１１０万円～３００万円
年９．５％
※ご融資限度額は、保証会社の審査により決定されます。
※詳しくは、窓口へお問い合わせください。
毎月１８日（休日の場合は翌営業日）に、ご返済日前日のお借入残高に応じ
た返済額を返済用口座から自動で引落しいたします。
お借入残高
ご返済額
５千円未満※
５千円以内
５千円以上～３０万円以下
５千円
３０万円超～５０万円以下
１万円
５０万円超～１００万円以下
１万５千円
１００万円超～１５０万円以下
２万円
１５０万円超～２００万円以下
３万円
２００万円超～３００万円以下
４万円
※お借入残高が５千円未満の場合は、
「お借入残高＋お利息」で上限は
５千円です。
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＜商品概要説明書＞
８．利息支払方法

（１）毎月１８日（休日の場合は翌営業日）に前１ヶ月分を計算し、お借入
残高に組入れます。
（２）利息の計算は、毎日のお借入残高について付利単位を１００円とし、
１年を３６５日とする日割計算いたします。

９．保 証 人
１０．担
保
１１．保証会社
１２．保 証 料
１３．手 数 料
１４．延滞損害金
１５．その他参考
となる事項

原則として必要ありません。
必要ありません。
四国総合信用㈱
融資利率に含まれております。
不要です。（ただし、契約書等に収入印紙が必要となります。）
年１４．０％
お申込の際に準備していただく書類
①ご本人確認資料
運転免許証またはパスポート。
②収入証明書類（極度額5０万円以下のお申込の場合は不要です）
所得証明書または源泉徴収票。
その他
①お申込後、在住・在籍確認のため、勤務先へお電話させていただく場合が
あります。
②お申込に際しては当行および保証会社である四国総合信用株式会社の所定
の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望にそえない場合やご融
資限度額がご希望を下回る場合がございます。なお、審査の内容について
はお答えできませんのであらかじめご了承ください。
③ご提出いただいた必要書類は、お返しいたしませんので あらかじめご了
承ください。
④お申込に際しては、当行および保証会社が与信取引上の判断のため、当行
および保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関が提携する個人
信用情報機関にお客さまの個人情報が登録されている場合にはそれを利用
するとともに、お客さまの個人情報が当該情報機関に登録され、同機関お
よび提携信用情報機関の加盟会員の与信取引上の判断のために利用されま
す。個人信用情報に関するくわしい内容につきましては窓口までお問い合
わせください。
⑤れいんぼ～ポイントサービスにご加入いただいている場合は当行所定のポ
イント対象となります。
※お借入にあたっては、月々のご返済を考えた計画的なご利用をおすすめし
ます。
※現在のお借入金利が利息制限法の上限を上回る場合は、過払い金が返還さ
れる場合があります。詳しくは、消費生活センター、弁護士会、司法書士
会等にご確認、ご相談ください。

１６．当行のお問い合
徳島銀行お客さま相談室
わせ、ご相談、
フリーダイヤル：0120-87-1090
要望・苦情の
受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時
受付窓口
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＜商品概要説明書＞
１７．一般社団法人
全国銀行協会の
苦情対応および
紛争解決の
受付窓口

一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772
受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時

ＳａＳａっとカードローン
（平成３０年１０月１日現在適用中）
１．商品名
（愛称）

ＳａＳａっとカードローン
〔四国総合信用㈱保証〕

２．ご利用いただける方

以下のすべての条件を満たすことができる個人のお客さま
・お申込時満２０才以上満６５才以下の方
・当行の営業区域内に居住または勤務される方
・継続して安定した収入のある方
※パート、臨時社員等の方もお申し込みいただけます。
※収入が年金のみの方、専業主婦（夫）の方はお申し込みいただけません。
・保証会社の保証が受けられる方

３．融資金額

極度額１０万円以上５００万円以内（１０万円単位）
※パート、臨時社員等の方は、５０万円以内となります。

４．資金使途

ご自由にご利用いただけます。
※ただし、事業性資金としてはご利用いただけません

５．融資期間

１年
（１）融資期間は１年間といたします。契約期限は契約日から１年後の応当
月の末日とし、以降、保証会社とお客さまのいずれからも継続中止の
申出がない限り１年毎に自動更新いたします。ただし、お客さまが満
６６才となる誕生日以降、最初に到来する期限を出金可能期限とし、
経過後は新規貸出を停止し、返済のみとさせていただきます。
（２）満７５才となる誕生日以降、最初に到来する期限を最終期限とし、こ
の最終期限に貸越元利金がある場合は、一括返済していただきます。
ご融資限度額に応じて、下記の融資利率となります。

６．融資利率

ご融資限度額
１０万円～１００万円
１１０万円～３００万円

ご融資利率
年１１．５％
年９．５％

３１０万円～５００万円
年７．５％
※ご融資限度額は、保証会社の審査により決定されます。
※詳しくは、窓口へお問い合わせください。
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＜商品概要説明書＞
７．返済方法

８．利息支払方法

９．保 証 人
１０．担
保
１１．保証会社
１２．保 証 料
１３．手 数 料
１４．延滞損害金
１５．その他参考
となる事項

毎月１８日（休日の場合は翌営業日）に、ご返済日前日のお借入残高に応じ
た返済額を返済用口座から自動で引落しいたします。
お借入残高
５千円未満※

ご返済額
５千円以内

５千円以上～３０万円以下
３０万円超～５０万円以下

５千円
１万円

５０万円超～１００万円以下
１万５千円
１００万円超～１５０万円以下
２万円
１５０万円超～２００万円以下
３万円
２００万円超～３００万円以下
４万円
３００万円超～４００万円以下
５万円
４００万円超～５００万円以下
６万円
※お借入残高が５千円未満の場合は、
「お借入残高＋お利息」で上限は
５千円です。
（１）毎月１８日（休日の場合は翌営業日）に前１ヶ月分を計算し、お借入
残高に組入れます。
（２）利息の計算は、毎日のお借入残高について付利単位を１００円とし、
１年を３６５日とする日割計算いたします。
原則として必要ありません。
必要ありません。
四国総合信用㈱
融資利率に含まれております。
不要です。（ただし、契約書等に収入印紙が必要となります。）
年１４．０％
お申込の際に準備していただく書類
①ご印鑑
ローン返済用口座として使用される預金口座のお届け印鑑
②ご本人確認資料
ご本人であることが確認できる書類
※運転免許証またはパスポート、住民基本台帳カード等顔写真入りの公
的証明書。いずれもない場合は健康保険証等。
③収入証明書類（極度額5０万円以下のお申込の場合は不要です）
〔給与所得者〕
所得証明書、給与証明書、源泉徴収票、給与明細書、給与振込口座の通
帳または取引明細表のいずれか。
〔個人事業主〕
所得証明書、市・県民税特別徴収税額通知書、確定申告書（税務署の受
付印のあるもの）のいずれか。
※ご準備していただく書類以外に、借入申込書など、お客さまに記入して
いただく書類があります。お申込手続きなどくわしいことは窓口へお気
軽にご相談ください。
その他
①お申込後、在住・在籍確認のため、勤務先へお電話させていただく場合が
あります。
②お申込に際しては当行および保証会社である四国総合信用株式会社の所定
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＜商品概要説明書＞
の審査をさせていただきます。審査の結果、ご希望にそえない場合やご融
資限度額がご希望を下回る場合がございます。なお、審査の内容について
はお答えできませんのであらかじめご了承ください。
③ご提出いただいた借入申込書および必要書類は、お返しいたしませんので
あらかじめご了承ください。
④お申込に際しては、当行および保証会社が与信取引上の判断のため、当行
および保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関が提携する個人
信用情報機関にお客さまの個人情報が登録されている場合にはそれを利用
するとともに、お客さまの個人情報が当該情報機関に登録され、同機関お
よび提携信用情報機関の加盟会員の与信取引上の判断のために利用されま
す。個人信用情報に関するくわしい内容につきましては窓口までお問い合
わせください。
⑤れいんぼ～ポイントサービスにご加入いただいている場合は当行所定のポ
イント対象となります。
※お借入にあたっては、月々のご返済を考えた計画的なご利用をおすすめし
ます。
※現在のお借入金利が利息制限法の上限を上回る場合は、過払い金が返還さ
れる場合があります。詳しくは、消費生活センター、弁護士会、司法書士
会等にご確認、ご相談ください。
１６．当行のお問い合
わせ、ご相談、
要望・苦情の
受付窓口
１７．一般社団法人
全国銀行協会の
苦情対応および
紛争解決の
受付窓口

徳島銀行お客さま相談室
フリーダイヤル：0120-87-1090
受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時

一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772
受付時間：平日(銀行営業日)9時～17時
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