2018 年 10 月 29 日

SBJ カードローン＜ANY TIME＞取扱い開始のお知らせ
（3 大疾病保障付き・ローン専用カード不発行型カードローン）
株式会社SBJ銀行（本店:東京都港区、代表取締役社長:富屋 誠一郎）は、2018年10月29日(月)
より、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）の取扱いを開始
いたしますので、お知らせいたします。

＜本商品の特長＞
● お申込み金額にかかわらず、お客さま一人ひとりに合わせたお借入金利
＜お借入金利＞年3.9％～13.0％（変動金利）

＜お借入限度額＞500万円まで

※お借入金額・金利は審査により決定させていただきます

● 業界初(※1)3大疾病(ガン・脳卒中・急性心筋梗塞)保障付き消費者信用団体生命保険付き(※2)
もしもの時(死亡または所定の高度障害状態に該当した場合)だけでなく、ガンと診断または脳卒中・急性心筋梗
塞で所定の支払事由に該当した場合、消費者信用団体生命保険(3大疾病保障付き)でローンを全額返
済いたしますので、安心して治療に専念いただけます。(※3)
● ご来店・申込書不要 お申込みはWEBで完結（※4）
● 提携ATM（※）で24時間便利にお借入（自動貸越サービス）（※5）
いつもご利用いただいている当行キャッシュカードで提携ATMからのお借入が可能ですので、いざという時
にお役立ていただけます。
※ 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
※1 3 大疾病保障が付いた消費者信用団体生命保険付きカードローンは、日本国内で銀行が提供する商品では初めてとなります。
（2018 年 10 月 29 日現在 当行調べ）
※2 健康状態等により消費者信用団体生命保険(3大疾病保障付き)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 保険金等のお支払いには制限条件があります。お申込みの際は「被保険者のしおり」を必ずご覧確認ください。「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。
※4 WEB完結はSBJダイレクトよりお申込みいただけます。なお、お借入限度額300万円以下のお申込みに限ります。
※5 本サービスにはお申込みが必要となります。ご希望のお客さまはカードローンお申込み時にお手続きください。本サービスの詳細は、商品概要
説明書「18.自動貸越サービス」にてご確認ください。

・カードローンには審査がございます。審査の結果ご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。
・本商品のお申込みにつきましては、商品概要説明書をよくご確認ください。店頭にもご用意しております。

以上

◆お問い合わせ先◆ SBJ 銀行コールセンター
0120-015-017 〔通話料無料〕
《受付時間》 平日 9：00～18：00 （土日・祝日・年末年始を除く）

SBJ銀行のカードローン

新韓金融グループ
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お申込金額にかかわらず

1人ひとりに合わせたお借入金利

お客さま
例えば

お利息はご利用日数分のみ！

お借入金利（変動金利）

10万円を30日間ご利用の場合（お借入金利 年13.0％ の場合）
10万円×0.13÷365×30日＝

1,068

利息は

円

年

3.9％ 〜13.0％
お借入限度額 500万円まで

上記は一例です。概算であり、実際のお利息と異なる場合がございます。

お借入金額・金利は審査によって決定いたします。

万が一の時にも安心！

業界初

※1

3大疾病保障付き消費者信用団体生命保険
もしもの時（死亡または所定の高度障害状態に該当した場合）
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脳卒中・急性心筋梗塞

ローン残高が
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で

円

に
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で所定の支払事由に該当した場合

残高が0円になる診断給付金・保険金支払いには制限条件があります。ご加入にあたっては、「被保険者のしおり」に記載の「契約概要」「注意喚起情報」で保障内容と保険金・診断給付金が支払わ
れない場合等の不利益事項を必ずご確認ください。

ご来店・申込書不要

お申込み はWEB完結
WEB完結のお申込みは、SBJダイレクトご契約者さまでお借入限度額300万円以下のお申込みに限ります。

さらに！

提携ATMで24時間お借入OK

［ 自動貸越サービス
］ 提携ATMからのお引出時に口座残高が不足していた場合
※3
不足金額を自動でご融資するサービスです。

提携ATM
※1 3大疾病保障が付いた消費者信用団体生命保険付きカードローンは、日本国内で銀行が提供する商品では初めてとなります。(2018年10月29日現在 当行調べ)
※2 健康状態等により消費者信用団体生命保険(3大疾病保障付き)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 本サービスにはお申込みが必要となります。ご希望のお客さまはカードローンお申込み時にお手続きください。お申込時にご指定いただくカードローン返済口座(当行の
普通預金口座)が対象となります。返済口座以外では本サービスはご利用いただけません。カードローン専用カードは発行いたしません。カードローン返済口座の当行
キャッシュカードをご利用ください。ご利用いただける時間は各提携金融機関のATMにより異なります。また、引出手数料がかかる場合がございますので、ATMのご利
用つきましては当行ホームページ等にてご確認ください。
【2018年10月29日現在】

http:// www.sbjbank.co.jp

SBJ 銀行

外貨両替もSBJ 銀 行で！

死亡保障 と
３大疾病保障

たとえば、
ガンと診断されたら
ローン残高が

保険金支払例（ガン保障）

ご利用イメージ
上限500万円

ローン返済途中に、お客さまに万がーの

ご融資限度枠

返済

返済

250万円

ことがあった場合、ご本人に代わって保

円に！

ガン診断保険金 ※
（＝残高）
250万円を
お支払いします

ローン残高

険金でローン残高をお支払いします。資
金が必要なお客さまに、安心してローン
をご利用いただくために、返済計画のご

0円

相談だけでなく、３大疾病保障をつけて、

ローン契約

借入

ガンの保障開始日

90日

ローンのご返済をサポートしています。

生まれて初めて

ガン

ガン保障

と診断

死亡・高度障害保障、脳卒中・急性心筋梗塞保障

※「上皮内新生物（上皮内ガン）」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物（皮膚ガン）」は、診断保険金のお支
払対象となりません。「上皮内新生物（上皮内ガン）」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。

「 もし も の 時 」の ことを 考 え て お きましょう 。
ガン総患者数（年齢別）
〔総患者数 1,626千人〕

ガンと診断された方のうち約5割は、収入が減少

ガン（悪性新生物）

0~4歳・不詳
0.3%

5~14歳
0.2%

ガン診断時と現在の世帯収入の変化

15~24歳 0.2%
25~34歳 0.9%
35~44歳 4.1%

85歳以上
9.0%

45~54歳
8.1%
55~64歳
16.6%

75~84歳
29.0%

25~64歳 29.7% （481千人）

無回答0.9%

ガンと診 断された時点とその

増えた
15.0%

ガンと診断された方のうち、
およそ3割を現役世代が

減った
46.6%

占めています

後の生活では、48.6%の方が
「収入が減った」と回答してい

総数

ます。

427人

厚生労働省がん臨床研究事業「働くがん患
者と家族に向けた包括的就業支援システム

変わらない
37.5%

65~74歳
31.7%

の構築に関する研究」班「治療と就労の両

厚生労働省「平成26年 患者調査」より

立に関するアンケート調査」

カーディフ生命保険株式会社にて算出

結果報告書（2012年8月）

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） 商品概要
ご利用いただける方

下記全てを満たす日本国内に居住の個人の方（外国籍の方は、
「 永住者」もしくは「特別永住者」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
・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

お使いみち

ご自由にお使いいただけます ※ただし事業性資金は除きます。

お借入限度額

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〜 300万円（50万円単位）

お借入利率

変動金利 年3.9％〜13.0％ ※審査により決定いたします。 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。

担保・保証人

不要（保証会社が審査のうえ保証します）

保証会社

株式会社オリエントコーポレーション ※お借入には保証会社の保証が必要となります。

保険引受会社

カーディフ生命保険株式会社

保証料・保険料

消費者信用団体
生命保険
お問い合わせ先

不要
・健 康状 態等により消費者信用団体生命保険(3大疾 病保障付き)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。
・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。
商品の詳細はSBJ銀行各支店へ、消費者信用団体生命保険(3大疾病保障付き)はカーディフ生命保険株式会社へお問い合わせください。

・ ご検討の際は店頭またはホームページ上にご用意しております商品概要説明書をよくお読みください。
・ カードローンには審査がございます。審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

SBJ銀行コールセンター

≪受付時間 平日9:00〜18:00≫（土日祝日・年末年始を除く）

F27-181029

0120 - 015 - 017

（通話料無料）

