＜みちのく＞カードローン『トモカ』商品概要説明書
（平成 29 年 5 月 1 日現在）
１．商品名

＜みちのく＞カードローン『トモカ』

２．ご利用
いただける方

当行各営業店の営業区域内に居住または勤務する個人で次の条件を満たす
方。
当行の審査基準を満たし、かつ保証会社の保証を受けられる方。
※当行本支店所在地周辺（青森県、北海道、秋田県、岩手県、宮城県内のみ）
にお住いの方に限らせていただきます。
■ご利用限度額
■ご利用限度額 10 万円～
万円～100 万円の
万円の場合
①お申込時満 20 歳以上満 64 歳以下の方。
②安定した収入のある方。
パート・アルバイトおよび専業主婦の方も対象となります。
※ただし
ただし、
ただし、ご利用限度額 10 万円とさせていただきます
万円とさせていただきます。
とさせていただきます。
■ご利用限度額
■ご利用限度額 200 万円～
万円～500 万円の
万円の場合
①お申込時満 20 歳以上満 59 歳以下の方。
②安定した収入のある方。
パート・アルバイトおよび専業主婦の方は対象外となります。

３．お使いみち

ご自由です。

４．ご利用限度額

10 万円、30 万円、50 万円、100 万円、200 万円、300 万円、500 万円

５．ご契約期間

1 年（原則 1 年毎の自動更新としますが、自動更新の都度個別審査がございま
す。）
■ご利用限度額
■ご利用限度額 10 万円～
万円～100 万円の
万円の場合
満 65 歳の誕生日の属する月末を最終期日とします。
■ご利用限度額
■ご利用限度額 200 万円～
万円～500 万円の
万円の場合
満 60 歳の誕生日の属する月末を最終期日とします。

６．お借入金利

現在の金利については、店頭または当行ホームページにてご確認ください。
■ご利用限度額
■ご利用限度額 10 万円～
万円～100 万円の
万円の場合
金利は固定金利です。
・金融情勢等により見直しする場合があります。
■ご利用限度額
■ご利用限度額 200 万円～
万円～500 万円の
万円の場合
金利は変動金利です。
・お借入期間中の金利変動について
当行の短期プライムレートに連動する金利（以下「基準金利」という）を基準
として、「基準金利」の変動幅分を引き上げ、または引き下げします。
・「基準金利」の利率変動があった場合の金利は、「基準金利」が変更された
月の翌月 6 日（銀行が休日の場合は翌営業日）から適用させていただきま
す。

７．ご利用形式

当座貸越

８．自動融資

返済用指定預金口座への口座振替の請求等に対して、普通預金残高が不足す
る場合に、ご利用限度額の未利用額の範囲内で不足相当額を自動融資いたし
ます。
※ただし
ただし、
委託先との契約内容
また、
ただし、委託先との
との契約内容により
契約内容により対象
により対象とならない
対象とならない場合
とならない場合もございます
場合もございます。
もございます。また、
口座の
口座の残高が
残高が不足する
不足する場合
する場合でも
場合でも、
でも、当行の
当行の判断により
判断により自動融資
により自動融資を
自動融資を行わないこと
もございます。
もございます。

※ただし、事業資金は除かせていただきます。

自動融資対象とする主な口座振替の請求
公共料金（電気、携帯電話を含む電話、水道、ガス、ＮＨＫ）
クレジットカード決済
税金（国税、県税、市町村税、固定資産税、自動車税等）
保険料（生命保険料、損害保険料等）
その他の口座振替（購読料、家賃、会費、ガソリン、灯油代等）（※）
融資返済金（『トモカ』の約定返済金は除く）
※定期預金（積立含）、つみたて投信のお引落しは自動融資の対象となりません。

【ご注意ください】
融資返済金に関して自動融資が行われる場合は、返済する借入金利より自動
融資の借入金利が高いことにより、お客さまに不利益となる場合がございます。

①約定返済
・ 約定返済日は毎月 5 日（銀行が休日の場合は翌営業日）に、前月 5 日現在の
最終当座貸越残高に応じて次のとおり返済用指定預金口座から自動引落しに
よりご返済していただきます。

９．ご返済方法

前月 5 日現在の当座貸越残高（※）
約定返済額
5,000 円未満
前月 5 日現在の当座貸越残高（※）
5,00 円以上 ～ 30 万円未満
5,000 円
30 万円以上 ～ 50 万円未満
10,000 円
50 万円以上 ～ 100 万円未満
20,000 円
100 万円以上 ～ 200 万円未満
30,000 円
200 万円以上 ～ 300 万円未満
40,000 円
300 万円以上 ～ 500 万円未満
50,000 円
500 万円以上
60,000 円
※ 前月 5 日が休日の場合は翌営業日となります。
※ 貸越利息が元金に組込まれご利用限度額を超過したまま延滞した場合
は、その貸越残高に応じた約定返済額が適用になります。
（例・・・ご利用限度額が 30 万円の場合で、貸越利息が元金に組込まれ
ご利用限度額の 30 万円を超過したまま延滞すると、返済額は
5,000 円ではなく 10,000 円となります）

②随時返済
・貸越専用口座に直接入金することで、随時に任意の金額を返済することがで
きます。この場合でも、前月 5 日（銀行が休日の場合は翌営業日）時点で貸越
残高がある場合は、別途約定返済の請求がございます。
また、任意返済額が当座貸越残高を超えるときは、その超える金額について
はご返済用口座へ自動振り戻しされます。

10．利息の計算方法

・毎日の最終残高（100 円未満切り捨て）の累計額で計算されます。
・ 1 年を 365 日とする日割計算となります。
・毎月 5 日（銀行が休日の場合は翌営業日）に貸越元金に組入れられます。

11．担保・保証人

不要です。 ※ただし、㈱オリエントコーポレーションの保証となります。

12．保 証 料

保証料は金利に含まれております。

13．団体信用生命保険

団体信用生命保険は付保されておりません。

14．必要書類

①ご返済用口座の通帳 ②ご返済用口座のお届け印
③健康保険証 ・ 運転免許証 ・ パスポート ・ 個人番号カード ・ 住民基本台
帳カード（顔写真付）のいずれか 1 点
④所得を証明する書類（ご利用限度額が 50 万円を超える場合）
※50 万円以下のご利用限度額であっても、お申込みいただいた後、所得を証
明する書類の提出が必要となる場合がございます。
⑤健康保険証（ご利用限度額 500 万円の場合）

15．各種手数料

ご契約に際しては、印紙代が必要となります。
【印紙代】 200 円
【ご契約手数料】 無料
【その他】カードローンカードによるお取引の際に、当行およびオンライン提携
金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。

16．注意事項等

※貸越専用口座通帳の発行はされず、カードローンカードが発行されます。
※カードローンの取引明細として「お取引照合表」を毎年 4 月・10 月（6 ヵ月毎）
にお届けのご住所へお送りいたします。また、自動融資お取引があった場合
には、その翌月にも「お取引照合表」をお届けのご住所へお送りいたします。
※審査結果により、ご利用のご希望にそえない場合がございますのでご了承く
ださい。

一般社団法人全国銀行協会
17．当行が契約している
連絡先：全国銀行協会相談室
指定紛争解決機関
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

