「北國カードローン ＤＡＹ ＳＭＡＲＴ」商品説明書
（2021 年 4 月 1 日現在）

１．商品名

北國カードローン ＤＡＹ ＳＭＡＲＴ

２．ご利用いただけ

下記申込条件をすべて満たす方。

る方

■お申込み時の年齢が満 20 歳以上満 65 歳以下の方（学生の方は除く）
■ご本人に安定かつ継続した収入がある方
■「北國カードローン ＤＡＹ ＳＭＡＲＴ」のお申込みまでに、当行の普通預
金口座をお持ちの方
※お申込みは、ご本人さまに限らせていただきます。

３．お使いみち

自由
※ただし、事業性資金、健全性・社会性に反するものは除きます。

４．貸越極度額

30 万円、50 万円、100 万円、200 万円、300 万円
※上記のいずれかご希望の貸越極度額でお申込みいただけます。
※審査結果によっては、ご希望にそえない場合がございます。

５．ご融資期間

1 年（契約日から 1 年後の応答日が属する月の末日）
※期間満了時に更新審査を行い 1 年毎に自動更新いたします。ただし満 65 歳
を超えての更新はできません。

６．ご融資形式

当座貸越

７．ご融資金利

貸越極度額に応じてご融資金利を設定させていただきます。
2021 年 4 月 1 日以降のお申込みの場合、貸越極度額上限は 300 万円となります。
貸越極度額

ご融資金利

500 万円超 700 万円以下

年 3.0％

300 万円超 500 万円以下

年 4.0％

200 万円超 300 万円以下

年 5.0％

100 万円超 200 万円以下

年 6.0％

50 万円超 100 万円以下

年 9.0％

10 万円以上 50 万円以下

年 9.5％

※ご融資金利は変動金利で、金融情勢等により都度見直しさせていただきます。
※お借入日のご融資金利がご返済まで継続して適用されるのではなく、実際に
適用されるご融資金利はお借入残高のある当日のご融資金利とさせていただ
きます。
※最新のご融資金利については、店頭でお問い合わせいただくか、またはイン
ターネット上のホームページをご覧ください。
８．お借入れ方法

■カードローン・カードによるＡＴＭでのお借入れ（出金取引）
カードローン・カードで、当行および提携先のＡＴＭからお引出しいただけ
ます（お借入れ単位：1,000 円）。
■北國クラウドバンキングでのお借入れ（振替取引）
「北國クラウドバンキング」（インターネットバンキング）のお振替での出金
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口座としてご利用いただけます（お借入れ単位：1 円）。
※「北國クラウドバンキング」のご利用には、別途お申込みや利用口座のご登
録が必要です。
９．お利息の計算
方法

お利息は、毎日の最終残高について付利単位 100 円（100 円未満切捨）
、1 年を
365 日とする日割計算で、毎月 10 日の約定返済日（銀行休業日の場合は翌営業
日）に前 1 ヶ月分（※）をお借入残高に組入れます。
※前月 10 日（銀行休業日の場合は翌営業日）から当月 10 日（銀行休業日の場
合は翌営業日）の前日までの分

10．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 14.0％の遅延損害金（付利単
位 100 円、1 年を 365 日とする日割計算）がかかります。

11．ご返済方法
（約定返済）

毎月 10 日（銀行休業日の場合は翌営業日）に下記金額を返済用普通預金口座
から自動引落しにより返済していただきます（残高スライド方式）。
利息組入後のお借入残高

ご返済金額

5 千円以下

全額

5 千円超 20 万円以下

5 千円

20 万円超 50 万円以下

1 万円

50 万円超 100 万円以下

2 万円

100 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 500 万円以下

5 万円

500 万円超

6 万円

※毎月の約定返済を遅延された場合、遅延分をご返済いただくまで追加のお借
入れはできません。
（随時返済）

■カードローン・カードによるＡＴＭでのご返済（入金取引）
カードローン・カードで、当行および提携先のＡＴＭにて随時ご返済いただ
けます（ご返済単位：ＡＴＭの機種により 1 円または 1,000 円のいずれか）。
■北國クラウドバンキングでのご返済（振替取引）
「北國クラウドバンキング」のお振替での入金口座としてご利用いただけます
（ご返済単位：1 円）。
※お借入残高を超えるご返済をされた場合は、その超えた金額を返済用普通預
金口座に普通預金としてお預かりさせていただきます。

12．担保・保証人

原則として担保および保証人は不要です。

13．手数料

■カード発行手数料

・・・無料

■カード再発行手数料・・・無料
■ＡＴＭ手数料

・・・ご利用いただくＡＴＭや時間帯によって所定の手
数料がかかる場合がございます。
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14．ご用意いただ
くもの

■本人確認資料（以下のいずれか 1 通、いずれも有効期限内もしくは
現在有効なもの）
※窓口にてお申込みの場合は、確認資料をご提示いただきます（コピーのご用意
は不要です）
。
※インターネットでお申込みの場合は、パソコンもしくはスマートフォンでアッ
プロードしていただきます。
【①・②のいずれか】
①運転免許証（両面とも）
②健康保険証の（被保険者さまおよび被扶養者さまのページ、カードの場合
は両面とも）
※必要に応じ、いずれもご提出していただく場合がございます。
※パスポート（住所記載があるもの）もご利用いただけます。
※上記本人確認資料に記載された自宅住所と現在のお住まいの自宅住所
が異なる場合は、現在お住まいの自宅住所が記載されている以下のい
ずれかの書類をあわせてご提出ください。
●公共料金の領収書（電力会社、水道局、ガス会社、ＮＨＫ、電話会
社(携帯電話含む)発行のもの）（注）
●国税・地方税の領収書もしくは納税証明書（注）
●社会保険料の領収書（注）
（注）領収日付の押印または発行年月日の記載があるもので、
その日付が当行受付日より 6 ヶ月以内のもの
■ご本人の所得確認資料
【給与所得者の方】
（ご希望のご融資金額が 50 万円超の場合、以下のいずれか 1 通）
①源泉徴収票
②公的所得証明書
【自営業者の方】
（ご希望のご融資金額が 50 万円超の場合、以下のもの）
・公的所得証明書
※必要に応じ、別途、所得確認資料をご提出いただく場合がございます。
■返済用普通預金口座（総合口座）のお届け印
※仮審査の時点では必要ありません。（本申込みまでにご用意ください）
※HOKKOKU LIFE+（印鑑レス口座）をご利用いただいている場合は不要です。
《郵送でやりとりする場合は、各種確認資料等のコピーをご用意ください。》

15. 当行が契約し

一般社団法人 全国銀行協会

ている指定紛

連絡先

争解決機関

電話番号

全国銀行協会相談室
0570-017109 または 03-5252-3772
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16．その他

■お申込みにあたっては、
「北國カードローン ＤＡＹ ＳＭＡＲＴ 契約約款」お
よび「個人情報に関する同意書」をよくお読みください。
■お申込みにあたっては審査がございます。審査結果によってはご希望にそえな
い場合もございます。また、お申込書の内容が事実と異なっていた場合は、お
申込みをお断りすることがあります。
■審査の内容につきましては、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承
ください。
■現在のお住まいまたはお勤め先が、当行店舗のお近くでない場合は、ご希望に
そ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。
■お申込み内容を確認させていただくために、お申込み時にお知らせいただいた
お電話番号（携帯電話・ご自宅・勤務先のいずれか）へご連絡をさせていただ
くことがあります。その際、審査に必要な書類等のご提出をお願いすることが
ございます。
■ホームページ（WEB 完結契約のお申込みを除く）でのお申込みで、審査結果が
承認となった場合は、当行から「申込書」等をお送りいたします。必要事項を
ご記入のうえ、ご署名・ご捺印いただき、所得確認資料など必要書類とともに
お申込み用封筒でご返送ください（ご融資条件により、ご来店でのお申込みを
お願いする場合もございます。窓口でお申込みの方は、ご来店によるお手続き
となります）
■カードローン・カードは、「簡易書留郵便」（転送不要）にて郵送いたします。
お受取には、運転免許証等の本人確認資料のご提示が必要です。
■1 年以内の複数回にわたるお申込みは、ご遠慮ください。
■次のような業者または個人がかかわる場合は、お申込みができません。
①ローン会社を紹介して手数料を取るような業者または個人を通じてのお申
込み
②名義貸しの借入を誘導して、手数料を渡す業者または個人を通じてのお申
込み
③不当な物品販売を行う悪質なマルチ商法等に関係する業者または個人を通
じてのお申込み
④第三者によりローンの借入を強要されたお申込み
■審査過程においてご提出いただきました書類等につきましては、お客さまへ
の返却はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
■「北國カードローン ＤＡＹ ＳＭＡＲＴ」のご利用にあたっては、月々のご
返済を考えた計画的なお借入れをおすすめいたします。

4/4

