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各 位

「三十三銀行 合併記念 マイカーローンキャンペーン」実施のお知らせ

株式会社三十三銀行（頭取：渡辺 三憲）は、2022 年 1 月 4 日（火）より、
「三十三銀行 合併記念 マ
イカーローンキャンペーン」を実施しますので、下記のとおりお知らせします。
キャンペーン期間中に対象商品をお申し込みいただいた方は通常金利から▲0.3％お借入金利を引下げ
いたします。
また、キャンペーン期間中に対象商品を下記のとおりお借入いただいた方全員にデジタルギフトをプレ
ゼントいたします。
商品およびキャンペーンの詳細につきましては、当行ホームページまたは店頭にてご確認ください 。

記
１．キャンペーン期間
2022 年 1 月 4 日（火）～2022 年 3 月 31 日（木）
２．キャンペーン内容
項 目
名

内
称

対 象 商 品

特

典

①

容

「三十三銀行 合併記念 マイカーローンキャンペーン」
三十三銀行マイカーローン（ロードサービス付）
キャンペーン期間中にお申込みいただいた方は通常金利から▲0.3％お借入金利を引
下げいたします。
お取引状況等により各項目に該当するごとに、▲0.3％～▲0.7％お借入金利を引下げ
いたします。
※金利の最大引下げ幅はＷＥＢ契約の場合▲1.35％、ＷＥＢ申込・来店契約の場合
▲1.20％、それ以外は▲1.10％となります。
キャンペーン期間中に、借入金額 100 万円以上かつ借入期間 5 年以上でお借入いただ
いた方で、三十三銀行に携帯電話番号の登録がある方全員に、3,000 円分のデジタル
ギフトをプレゼントいたします。

特

典

②

デジタルギフトは 5 種類からいずれか１つお選びいただきます。詳細はキャンペーン
チラシをご確認ください。
※デジタルギフトはスマートフォン向けの商品です。
※送付方法はあらかじめ当行にご登録いただいた携帯電話（スマートフォン）番号あてに
ショートメールでの配信となります（2022 年 4 月以降配信予定）
。

※審査の結果、ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

以
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今なら

おトク!

通常金利
より

▲年

0.3%金利引き下げ

お申込方法やお取引内容により、さらに金利を引き下げ!!
WEBで
ご契約

WEBで
お申込み

年金または
給与振込

ハイブリッドカー
電気自動車

▲0.7％

▲0.3％

▲0.5％

▲0.5％

上記以外にも引き下げ項目がございます。詳しくは裏面をご覧ください。

今なら
!
もらえる

デジタル
ギフト

＜対象＞キャンペーン期間中に三十三銀行マイカーローンをお申し込みいただいた方

WEB契約の場合
通常
金利

最低
レート

195％
保証料
込み

3.3 %▶年 .
保証料
込み

年

3,000円分プレゼント!

Amazonギフト券、App Store ＆ iTunes コード、図書カードネットギフト、
QUOカードPay、𠮷野家デジタルギフトの5種類からいずれかをお選びいただきます。

＜対象＞キャンペーン期間中に
借入
金額

100万円

借入
以上かつ 期間

5年

以上で

お借入れいただき、当行に携帯電話の登録がある方

※当行に登録いただいた携帯電話番号（ご本人）に配信します（予めの登録が必要となります）。スマートフォン向けの商品（デジタルギフト）となります。
（2022年4月以降に配信予定）
※本キャンペーンは三十三銀行による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。三十三銀行ローンセンター（0120−0909−44）までお問い合わせ願います。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 ※©2022 iTunes K.K All rights reserved.
※本商品はデジタルコード交換となる為、カード等がお手元に届くことは御座いません。 ※「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。
※「Giﬂet（ギフレット）」は、ジャックス・トータル・サービス株式会社が発行するデジタルギフトサービスです。
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・
FAX

店頭・ATMコーナーに設置の
申込書をご使用ください。

初めての方でもOK! もちろん借換えもOK！
いろいろ使えて便利！大きな安心もプラス！

1
4

借換えにも！WEB契約ならスマホで
申込から返済の振込まで手続き完了！

2

自動車・ロードバイク
・
プレジャーボートの購入にも！

3

免許取得や車検
・修理費用にも！

急なトラブルにも安心、運転又は同乗する車のロードサービスが無料！

24時間無料で対応

レッカー現場急行

故障時緊急修理

宿泊費用支援

修理後搬送費用支援

WEBならお申込から契約まで、お好きな時、好きな場所で!!
お申込 お申込方法は

下記からお選びいただけます。

WEB

窓口

FAX

ご契約 契約方法を下記の2種類からお選びいただけます。
プライバシーが守れて安心！

郵送

●WEBから申込の場合、契約方法により申込ページが
異なります。
●FAX 、郵送でのお申込みは、店頭・ATMコーナーに
設置の申込書をご使用ください。

WEB契約の
注意事項

いろいろ相談したい

WEB契約（来店不要）

来店での契約

スマホ・PCで好きな時間、好きな
場所で手続きしたい方にお勧め。

返済方法などをスタッフに
相談されたい方にお勧め。

・ 新卒内定者の方の申込みはWEB契約で取扱いできません。(来店契約となります)
・ WEBでのご契約の場合、保証料のお支払方法は分割払いとなります。
・ お手続きにあたり、Eメールアドレスのご登録・本人確認資料等の画像データのアップロードが必要です。
・ドメイン指定されている方は「＠jaccs.co.jp」を指定・許可して下さい。
・ 当行普通預金口座が必要です。

商品概要
ご利用いただける方
下記のすべての条件に該当する個人の方
（1）お借入時の年齢が満20歳以上かつ完済時の年齢が満75歳以下の方
（2）当行の営業区域内に居住または勤務されている方
（3）安定・継続した収入が見込める方
勤務先が内定している入社前の新卒者も申込できます。※来店契約のみの取扱いとなります。
（4月入社で内定を受けている方は10月以降に申込できます。）
（内定証明書等をご提出いただきます。収入のある方に連帯保証人となっていただきます。）
（4）借換資金のお申込みの場合は、借換え対象のローンに返済遅延のない方
（5）外国籍の方は永住許可を受けている方
（6）保証会社の保証が受けられる方
お使いみち
■自家用の自動車・オートバイ・自転車・プレジャーボート等の購入資金、修理・車検費用、
カー用品購入等の関連資金、運転免許取得費用等（確認のため、ご融資金は原則業者様へ
振込でお支払いいただきます。）
■残価設定型ローンの借換資金、他金融機関または他社（信販会社等）のマイカーローン借換資金
※借換資金の場合はご返済口座またはクレジット会社等へお振込みいただきます。
お借入金額
■10万円以上1,000万円以内（1万円単位）
お借入期間
■6ヵ月以上10年以内（1ヵ月単位）
手数料・保証料
■新規取扱手数料不要
■保証料
・来店契約の場合、一括払い・分割払いのいずれかの支払方法を選択いただけます。
WEB契約の場合は分割払いのみとなります。
（右表）
契約方法 保証料一括払い 保証料分割払い
・分割払いの場合は、保証料率をお借入金利に含みます。
WEB契約
・一括払いの場合は、お借入時に返済用口座から
来店契約
保証料を引落しさせていただきます。
【お借入金額100万円あたりの保証料(―括払い)】
（1）WEB（当行ホームページ）からお申込みの場合
3年/13,100円・5年/21,700円・10年/43,300円
（2）WEB（当行ホームページ）以外(来店・郵送・FAX)からのお申込みの場合
3年/15,400円・5年/25,500円・10年/51,200円
ご返済方法
■毎月元利均等返済
毎月返済額の他、6ヵ月毎に、ボーナス返済額を加算してご返済いただくことができます。
ボーナス返済金額は、借入額の50％以内です。

お借入金利
■通常金利（保証料一括払いの場合）年2.60％（保証料別途）金利変動型（短期プライムレート連動）です。
短期プライムレートが変動の都度同じ幅で変動します。お借入後の金利の見直しは、下記の通りとなります。
（毎月返済のみの場合）
年２回、４月１日、
１０月１日に行い、それぞれ、７月、
１月の約定返済分から変更後の金利を適用します。
（ボーナス返済併用の場合）
毎月返済分・ボーナス返済分ともに6月、12月以降最初に到来するボーナス返済の翌月の約定返済分
から変更後の新金利を適用します。金利の最大引下げ幅はWEB契約の場合最大▲1.35%、来店契約の
うちWEB申込の場合は▲1.20%、それ以外は▲1.10%となります。
契約方法
保証料分割払い（保証料込）
保証料一括払い（保証料別途）

WEB契約
年1.95%〜3.30%

来店契約（WEB申込） 来店契約（WEB以外で申込）
年2.25%〜3.45%

年2.50%〜3.60%

年1.40%〜2.60%

年1.50%〜2.60%

お取引内容により下記の通り金利を引下げいたします。
〈ご本人さまのお取引〉
キャンペーン期間中にお申込みいただいた方▲0.30%
当行グループクレジットカードの本人会員の方またはお申込みの方▲0.30％
個人インターネットバンキングをご利用またはお申込みの方▲0.30％
ハイブリッドカー・電気自動車を購入される場合▲0.50％
WEB（当行ホームページより）でお申込みの方▲0.30％

年金または給与振込▲0.50％
優良ドライバー▲0.30％
交通安全協会会員▲0.30％
WEBでご契約の方▲0.70％

〈ご本人さま及びご家族のお取引〉
当行にて住宅系ローンまたは住宅金融支援機構融資をご利用の方▲0.50％、
各種口座振替を2項目以上引落ししていただける方▲0.30％
※具体的な適用金利は窓口でお問い合わせください。
保証人・担保
■保証人は原則として必要ございません。
但し、保証会社（（株）
ジャックス）の審査により必要となる場合があります。担保は不要です。
ご契約方法
■WEB契約と来店契約のいずれかの契約方法を選択いただけます。
※当行ホームページから事前審査申込をされる場合、契約方法により申込ページが異なります。
※手続の途中で契約方法を変更することはできません。
（1）WEB契約 インターネットを通じてスマホやパソコンから、ご契約・書類提出などの
お手続きをいただきます。
（ご来店不要）
（2）来店契約 店舗にご来店のうえ、ご契約・書類提出などのお手続きをいただきます。
ロードサービス付き
①レッカー現場急行サービス・落輪引上げサービス、②故障時緊急修理サービス、③ご帰宅費用サービス、
④ご宿泊費用サービス、⑤修理後搬送費用サービス※お借入期間中、運転または同乗する車両（一部の車両
を除く）
について、ロードサービス「マイカーローン24時間安心サービス」
（MS&ADグランアシスタンス㈱提供）
を無料でご利用いただけます。
（ロードサービス付帯料は㈱ジャックスが負担します）

審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。店頭やホームページでご返済額を試算していただけます。店頭やホームページに商品説明書をご用意しております。
2022年1月現在

