スターカードローン商品説明書
商品名
ご利用
いただける方
お使いみち
ご利用限度額
契約期間
お借り入れ利率
ご利用方法
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スターカードローン
スターカードローン
（カードローンタイプ）
スターカードローン
（口座なしタイプ）
● お申し込み時、
満20歳以上、65歳未満の方
● 定期的な収入がある方
（パート・アルバイト・年金生活者・学生の方もご利用できます）
● 保証会社
（新生フィナンシャル株式会社）
の保証が受けられる方
ご自由にお使いいただけます。
（ただし事業性資金を除きます）
10万円以上1,000万円以下（10万円単位）※当行審査により決定いたします。
1年毎の自動更新（期間満了日の時点で満66歳に達していた場合は期間延長しないものとします）
年率1.8％～14.6％
（保証料を含む）
● インターネッ
● ATMによるお借り入れ
トバンキングによるお借り入れ
インターネットバンキングにてお手続きください。
お客さまの
当行のATMおよび、全国の提携金融機関（ゆうちょ銀行、
ご指定口座(本人名義のご返済口座に限ります)へお振り
セブン銀行を含む）ATMでお引き出しいただけます。
● インターネッ
込みいたします。
トバンキングによるお借り入れ
● ATMによるお借り入れ
インターネットバンキングにてお手続きください。
お客さまの
返済用預金口座へご入金いたします。
ローンカードを発行した場合は、当行のATMおよび、全国
の提携金融機関（ゆうちょ銀行、
セブン銀行を含む）ATM
でお引き出しいただけます。
残高スライドリボルビング方式
【約定返済】
下記の約定返済額を返済用預金口座から自動引き落としい
たします。
※ 当行に預金口座をお持ちでないお客さまは返済金の自動
引き落としのために口座を開設していただく必要がありま
す。
※ 約定返済は当行またはゆうちょ銀行、
セブン銀行のATMで
キャッシュカードを使用してご入金ください。
【任意返済】
● ATMによるご返済
当行またはゆうちょ銀行、
セブン銀行のATMでローンカード
を使用してご返済いただけます。
● インターネッ
トバンキングによるご返済
インターネットバンキングにてご返済いただけます。

ご返済方法

約定返済額

ご返済日
遅延損害金
担保・保証人

手数料
当行が契約している
指定紛争解決機関

月末時点のローン残高に応じて翌月の約定返済額が決定し
ます。
ローン残高
約定返済額
30万円以下
5,000円
30万円超
50万円以下
10,000円
50万円超
70万円以下
15,000円
70万円超
90万円以下
20,000円
90万円超 150万円以下
25,000円
150万円超 200万円以下
30,000円
200万円超 250万円以下
35,000円
250万円超 300万円以下
40,000円
300万円超 400万円以下
55,000円
400万円超 500万円以下
65,000円
500万円超 600万円以下
75,000円
600万円超 700万円以下
85,000円
700万円超 800万円以下
95,000円
800万円超 900万円以下
105,000円
900万円超 1,000万円以下
115,000円
※ お利息が上記約定返済額を超える場合、
お支払い日まで
のお利息がご返済額となります。
※ お利息の計算は、前回返済日から該当返済日の前日まで
の当座貸越元金に対して、当行所定の利率・計算方法に
より算出するものとします
（付利単位100円、年365日の日
割計算）。

【約定返済】
基準日
（毎月20 日）時点でローン残高がある場合、翌月の約
定返済日に下記約定返済額を、
お客さまのご指定返済口座
から口座振替により引き落としいたします。
ご返済日前日までに
ご返済口座へご入金ください。
※ 当行の口座開設は不要です。
※ 一部ご指定いただけない金融機関があります。
※ 口座振替手続きの都合上、初回のご返済日に口座振替
手続きが間に合わない場合は、
お振り込みによるご返済を
お願いする場合があります。
※ 基準日時点でローン残高がない場合、翌月の約定返済は
行わないものとします。
【任意返済】
● お振り込みによるご返済
お客さまのローン口座（インターネットバンキング上に表示さ
れる当行の口座）
にお振り込みください。全額繰上返済の
場合はインターネットバンキングで試算していただいた金額
をお振り込みください。
● インターネッ
トバンキングによるご返済（全額繰上返済）
インターネットバンキングにて全額繰上返済の予約が可能
です。次回返済日にご返済口座から口座振替により引き落
としいたします。
ご返済日前日までにご返済口座にご入金く
ださい。
● ATMによるご返済
ローンカードを発行した場合は、当行またはゆうちょ銀行、
セ
ブン銀行のATMでローンカードを使用してご返済いただけ
ます。
※ ローン残高を超えるご返済をされた場合は、超過分を後日
ご指定返済口座に返金いたします。
※ 約定返済を遅延された場合は、
お客さまのローン口座にお
振り込み、
またはATMにてご返済ください。
ご返済月の20
日以降にご返済いただくと、翌月のご返済日にも口座振替
がなされる場合があり、
この場合は振り替えられた金額は後
日ご指定返済口座に返金いたします。
基準日
（毎月20日）時点のローン残高に応じて翌月の約定返
済額が決定します。
ローン残高
約定返済額
50万円以下
10,000円
50万円超 100万円以下
20,000円
100万円超 150万円以下
30,000円
150万円超 200万円以下
40,000円
200万円超 250万円以下
50,000円
250万円超 300万円以下
55,000円
300万円超 350万円以下
65,000円
350万円超 400万円以下
75,000円
400万円超 450万円以下
85,000円
450万円超 500万円以下
95,000円
500万円超 600万円以下
105,000円
600万円超 700万円以下
115,000円
700万円超 800万円以下
125,000円
800万円超 900万円以下
135,000円
900万円超 1,000万円以下
145,000円
※ お利息の計算は、前回返済日から該当返済日の前日まで
の当座貸越元金に対して、当行所定の利率・計算方法に
より算出するものとします
（付利単位1,000円、年365日の
日割計算）。
※ 新たなお借り入れを中止させていただいた場合、
および契
約期間が満了した場合は、完済されるまでその時点の約定
返済額をお支払いいただきます。
毎月5日
（休業日の場合は翌営業日）

毎月4日
（休業日の場合は翌営業日）
お借り入れ利率と同じです。
新生フィナンシャル株式会社が保証いたしますので、不要です。
事務取扱手数料、繰上返済手数料は、必要ございません。
ご利用時間等により所定のATM手数料がかかる場合がございます。
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
2018年2月19日現在

東京スター銀行

僕の頼れる１枚。

お借り入れ利率

1.8％～14.6％

年率

（保証料を含む）

ご利用限度額

10万円以上 1,000万円以下

Webで完結！
お借り入れ、ご返済が
来店不要で簡単・便利

お問い合わせは、お気軽に。

7 0120-82-1154

平日 9：00～21：00

土・日・祝日 9：00～17：00

携帯電話
からもご利用
いただけます。

スターカードローン お手続きの流れ

頼れる1枚。
スターカードローンにお任せください。
「急に欲しい物ができた」
「 欲しいと思っていた時計がこの値段で…」

仮審査お申し込み（インターネットまたはお電話）

※事前にスターワン口座開設のお手続きをされることをおすすめいたします。
なお、
オンライン口座開設も承っております。

在籍確認等のお電話

当行または保証会社よりお勤め先・ご自宅に
（個人名で）
お電話いたします。
※仮審査の結果によってはご連絡しない場合もございます。

「今月は友達の結婚式が多くて…」。
そんなときに限ってお金が不足がちですね。

仮審査結果のお知らせ（お電話）

※ご希望に添えない場合には、eメールまたは書面にてご連絡いたします。※審査結果のお問い合わせにはお答えいたしかねますのでご了承ください。

[本審査に進むためにはスターワン口座を開設いただく必要があります。]

ご利用限度額は1,000万円まで。大型出費にもらくらく対応できます。

カードローン選びは
①金利

②使い勝手

③ゆとりのご利用限度額

郵送でのお手続きをご希望の場合
●ご契約パッケージをお受け取り後、
ご契約書類に
ご記入のうえ、
必要書類とともにご返送ください。

同封の口座開設用紙にてご契約のお手続きと同時にスター
ワン口座開設手続きをされることも可能です。必要事項を
ご記入・捺印のうえ、
ご郵送ください。

1 〈ご本人さまが確認できる書類〉
健康保険証のコピー
（住所を確認できるもの）

お手続きにはパソコンのメールアドレスおよび利用環境が必要
です。ご契約に関して必要な書類は、画像ファイルのアップ
ロードによりご提出いただきます。
※詳細は担当者までお問い合わせください。

星

生年月日
交付年月日
組合員氏名
住所

有 効 期 限

平成 ○○年 △△月××日

資格取得年月日

平成 ○○年 △△月××日

隆

注
1.

意

事

3点すべて

写真付きのご本人さまが確認できる資料
のコピー
（運転免許証、パスポートなど）

健康保険証のコピー例
氏名

お借り入れ利率 年率 1.8％～14.6％（保証料を含む）。納得の金利で、返済額も安心。

（インターネットでお申し込みされた方のみ）

ご契約に関して必要な書類一式

健康保険証
被保険者証

①金利

オンライン契約（WEB契約）をご希望の場合

運転免許証のコピー例

お住まいの世帯の公共料金領収書（請求書）の原本
（3ヵ月以内、住所が確認できるもの）

パスポートのコピー例

項

診療を受けようとするときには、この証をその都度保険医療機関等

性別 男
昭和 ○×年 △月 ×日
の窓口で渡してください。
平成 ○×年 △月 ×日2. 被保険者の資格がなくなったとき、その被扶養者で無くなったとき、
星 隆
または氏名が変更になったときには、この証をすみやかに事業主に
東京都○×区○×△1-1-1
返してください。

保険者番号 ECM000000000

3.
住所

不正にこの証を使用したものは、刑法により詐欺罪おして懲罰の処

○○健康保険組合

分を受けます。

東京都○×区○×△1-1-1

②使い勝手

表面と裏面をコピー。
住所記載のうえご提出ください。

パソコンでもスマートフォンでも、どちらからでも簡単にお借り入れ、ご返済ができる。
全国の提携 ATM でご利用可能＊。

③ゆとりのご利用限度額
ご利用限度額は 1,000 万円まで。大型出費にもらくらく対応。
※東京スター銀行の ATM および、全国の提携金融機関（ゆうちょ銀行、セブン銀行を含む）ATM でお引き出しが可能です。
インターネットバンキングからもお借り入れ・ご返済が可能です。所定の ATM 手数料がかかる場合がございます。
●お申し込み時、
満20歳以上、65歳未満の方

ご利用いただける方
お借り入れ利率
ご利用限度額
お使いみち
契約期間

●定期的な収入がある方

（学生・年金生活者・パート・アルバイトの方も可）
●保証会社
（新生フィナンシャル株式会社）
の保証が受けられる方

年率1.8%～14.6%（保証料を含む）
10万円以上1,000万円以下（10万円単位）
※当行審査により決定いたします。

ご自由にお使いいただけます（ただし事業性資金を除きます）
1年毎の自動更新（期間満了日の時点で満66歳に達していた場合は期間延長しないものとします）

表面と裏面をコピー。
有効期限内であることをご確認ください。

写真および所持人記入欄
（氏名、
住所記載欄）
、
外務大臣押印のページをコピー。
有効期限内であることをご確認ください。

●コピーにはお名前、生年月日、
ご住所が鮮明に転写されていることをご確認ください。
●本籍やその他ご本人さま確認に必要のない情報部分は、
お手数ですが塗りつぶしてからお送りいただけますようお願い申し上げます。
●外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書のコピー
（有効期限内・両面）
もお願いいたします。
●運転免許証、
パスポートのいずれもお持ちでない方は個人番号カードのコピー
（有効期限内・表面）
をご提出ください。
●審査の過程で後日、住民票の写しをお願いする場合がございます。

2

〈前年度の年収が確認できる書類〉 いずれか1点

源泉徴収票または確定申告書
（１・２枚目、
受領印付）
の写し、
住民税課税決定通知書、
課税証明書のうちいずれか１点

ご本人さま確認のお電話
キャッシュカードのお受け取り（スターワン口座をお持ちでない場合）
キャッシュカードは本人限定受取郵便でお送りいたします。

本人限定受取郵便は、
ご自宅または郵便局の窓口でご本人さまのみにお受け取りいただける郵便ですのでご注意ください。
ご本人さまが確認できる書類の住所がお申し込みの住所と異なる場合はお受け取りいただけません。

審査結果（ご融資可否）
のお知らせ

● スターカードローン申込書兼当座貸越契約書・保証委託契約書のお客さま控えをお受け取りください
（書留郵便でお送りいたします）。
● ローンカードを発行いたします
（書留郵便でお送りいたします）。
●ローンカードの暗証番号は
「暗証番号案内ハガキ」
にてご案内いたします
（書留郵便でお送りいたします）。

