
横浜銀行カードローン
マンガでわかる！
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お申し込みからご利用までの流れ

STEP1 お申し込み
PC、スマートフォンでお申し
込みになれます。
●ご契約までWEBで完結！
●口座をお持ちでない方は、 

ご契約までの間に口座を開
設してください。

※受付後、ご指定のお電話番号に確認のご連絡をし
ます。

STEP2 審査
書類提出に関するお知らせをSMS（ショー
トメッセージサービス）にてお送りします。
以下の書類を、アップロード・郵送・FAXの
いずれかの方法でご提出ください。
●ご本人確認書類
●収入証明書（お借入限度額が60万円以上と

なる場合）

STEP3 審査結果のご連絡
審査結果は、最短でお申し込みの翌日に
ご回答。ご指定のお電話番号へご連絡し
ます。
※受付時間や審査の状況によっては審査結果のご連絡

が翌々日以降になる場合があります。

STEP4 ご契約手続き
WEBでのご契約手続き、もしくは契約書
類を郵送またはFAXでご提出ください。
※WEBでのご契約に関するお知らせは、SMS（ショー

トメッセージサービス)にてお送りします。
※ご指定の返済用普通預金口座へのお振り込みによ

り、ご契約日当日のご利用が可能です。ただし、受
付時間によっては、ご契約日当日のご利用ができな
い場合があります。

※ご提出書類に不備等がある場合は、あらためて提出
をお願いする場合があります。

STEP5 カード発行・ご利用開始
「横浜銀行カードローン」カードをご自宅
に郵送します。カード到着次第、ご利用に
なれます。
※カードは簡易書留郵便にてご自宅にお送りします。

■ お申し込みに際しては、横浜銀行および保証会社（SMBC コン
シューマーファイナンス株式会社）の審査があります。審査の結果
によっては、ご希望に沿えない場合があります。
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借りすぎ注意！ 
カードローンのリスク2
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借りすぎ注意！ 
カードローンのリスク
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 ┃ご返済方法

定例のご返済
定例返済日は毎月10日（10日が土・日・祝日の場合は翌平日
窓口営業日）となります。 
前月の定例返済後のお借入残高に応じて、以下の金額をご指定
の預金口座から自動的にお引き落としします。
　　　　

前月の定例返済後の
借入残高※1 定例返済額

2千円以下 前月の定額返済後の借入残高※2

2千円超10万円以下   2,000円

10万円超20万円以下   4,000円

20万円超30万円以下   6,000円

30万円超40万円以下   8,000円

40万円超50万円以下 10,000円

50万円超100万円以下 15,000円

100万円超150万円以下 20,000円

150万円超200万円以下 25,000円

200万円超250万円以下 30,000円

250万円超300万円以下 35,000円

300万円超350万円以下 40,000円

350万円超400万円以下 45,000円

400万円超450万円以下 50,000円

450万円超500万円以下 55,000円

500万円超 以降100万円増加するごとに 60,000円に5,000円加えた金額

※１  前月の定例返済日にお借入残高があり、かつ定例返済がない場合は、
前月の定例返済日のお借入残高とします。

※２ 2,000円を上限として前日までの利息を含みます。

随時のご返済
上記の「定例返済」に加え、横浜銀行の ATM、コンビニ等の
ATM、スマホアプリ「はまぎん365」、〈はまぎん〉マイダイレク
ト（インターネットバンキング）から追加でご返済ができます。
　　※随時にご返済された場合も、定例返済のお引き落としがあります。
※ATMでの随時返済は、現金のみのお取り扱いとなります。
※横浜銀行のATM、はまぎん365、および〈はまぎん〉マイダイレクトで

は、元金・利息を含めた「全額返済」もできます（ただし、定例返済がお
済みでない場合、全額返済はご利用になれません）。

※横浜銀行のATMからの「全額返済」は、現金と利息の合計が100万円
以下の場合のみご利用になれます。

※ATMのお取扱時間については、22ページをご覧ください。
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便利な機能で、 
計画的な借入を！3
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 ┃スマホアプリ「はまぎん365」
アプリでカードローンの「お借り入れ・ご返済」、「入出金
明細照会」、「契約内容照会」がご利用になれます。お取引
明細の郵送停止（電子交付切替）も設定いただけます。

ご利用方法
●スマートフォンにアプリをインストール
横浜銀行ウェブサイトを経由して、本アプリをインストールしてください。

●カードローン口座をアプリに登録
アプリの初期設定後、メニューの「総資産」をタップし、「口座を追加」より、カードローン
口座を追加してください。  ※口座番号はローンカードをご確認ください。

返済予定金額のお知らせ機能
はまぎん365のプッシュ通知機能を利用して、毎月のご返済予定金額
をお知らせします。
●対象となる方(以下のすべての条件を満たす方)
・カードローン口座、返済用普通預金口座をともにはまぎん365のサービス利用口座  
  に登録している方
・毎月の定例返済日(10日、土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日)の2営業日前時
  点でご返済予定がある方、あるいはご返済日当日にお引き落としができなかった方
・はまぎん365のプッシュ通知機能が有効になっている方

●ご返済予定日の通知
毎月の定例返済日の2営業日前に、お引き落とし予定金額・ご返済予定日をお知らせします。

●ご返済当日の通知
ご返済当日にお引き落としができなかった場合に限り、お引き落とし予定金額を再度お
知らせします。

 ┃〈はまぎん〉マイダイレクト 
(インターネットバンキング )

パソコンやスマートフォンを利用して、カードローンの
「お借り入れ・ご返済」、「入出金明細照会」、「契約内容照会」が 
ご利用になれます。お取引明細の郵送停止（電子交付切替）
も設定いただけます。

ご利用方法
●〈はまぎん〉マイダイレクトの初回利用登録
横浜銀行ウェブサイト（https://www.boy.co.jp/）より、パソコン 
またはスマートフォンにて初回利用登録をおこなってください。

●カードローン口座をサービス利用口座に追加
〈はまぎん〉マイダイレクトにログインし、上部メニュー「各種利用設定」の「サービス
利用口座の追加・削除」から、カードローン口座を追加してください。　　　　　　　
※口座番号はローンカードをご確認ください。
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 ┃商品概要

ご利用になれる方
以下条件をすべて満たす方。

1. ご契約時満20歳以上69歳以下の方
2. 安定した収入のある方、およびその配偶者（パート・アルバ

イトの方も可。学生の方は不可。年収には年金を含みます）
3. 次の地域に居住またはお勤めの方
 ・神奈川県内全地域
 ・東京都内全地域
 ・群馬県内の以下の市
 　前橋市、高崎市、桐生市
4. 保証会社（SMBCコンシューマーファイナンス株式会社）の

保証が受けられる方
5. 横浜銀行ならびにSMBCコンシューマーファイナンス株式

会社の個人情報の取り扱いに同意される方

お借入限度額
10万円〜 1,000万円（10万円単位）

お借入方法
当座貸越

ご契約期間
1年（1年ごとの自動更新）
※ 満70歳以降はあらたなお借り入れはできません。ご返済のみ

のお取り引きとなります。

手数料
無料です（ただし、横浜銀行ATM・コンビニ等ATM以外の提
携金融機関ATMでのお借り入れには、所定のATM利用手数料
がかかります）。

■店頭に説明書を用意しています。
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 ┃金利について

お借入限度額に応じて以下のとおりです。 （2023年3⽉1⽇）

お借入限度額 金利（年利）

100万円以下 14.6%
100万円超200万円以下 11.8%
200万円超300万円以下   8.8%
300万円超400万円以下   6.8%
400万円超500万円以下   4.8%
500万円超600万円以下   4.5%
600万円超700万円以下   4.0%
700万円超800万円以下   3.5%
800万円超900万円以下   3.0%

900万円超1,000万円未満   2.5%
1,000万円   1.5%

※金利は変動金利です。金融情勢等により随時見直しします。
※金利を変更する場合は、一定期間店頭に掲示します。

 ┃お利息について
付利単位を 100 円とし、毎月 10 日（10 日が土・日・祝日の 
場合は翌平日窓口営業日）に、その前日までの分について所定の
利率・方法により利息を計算し、お借入元本に組み入れます。

【お利息の計算方法】
お利息＝お借入残高×ご利用日数×お借入金利÷365日
　　　
（例）お借入限度額50万円でご契約のお客さまが、10万円を

30日間ご利用になった場合
10万円×30日×年14.6%÷365日=1,200円

　　　
※1円未満のお利息は切り捨てとします。
※金利の見直しは随時おこないます。
※実行後に金利が変動する可能性があります。

 ┃お取引明細表
毎年４月と10月の中旬〜下旬に順次、前６か月分の取引明細を
お届けのご住所あてに郵送します。
スマホアプリ「はまぎん365」や〈はまぎん〉マイダイレクト（イ
ンターネットバンキング）でもお取引明細の確認ができます。
お取引明細の郵送を希望されない場合は、はまぎん365や〈は
まぎん〉マイダイレクトにて電子交付に切り替えることができ
ます。
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 ┃ご利用可能な ATM

（１）ご利用可能なお取り引き・利用手数料について
お借り入れ
残高照会 ご返済 ATM利用

手数料

横浜銀行
ATM ○

　　    ※1

○ 無料

セブン銀行
ATM ○

　※1※2

○ 無料

ローソン銀行
ATM ○

　※1※2

○ 無料

イーネット
ATM ○

　※1※2

○ 無料

イオン銀行
ATM ○ × 無料

提携金融機関ATM
（全国の銀行・信用金庫等） ○ ×

　　※3
提携金融機関
所定の手数料

※１ 土・日・祝日はご返済ができません。
※２ 元金・利息を含めた「全額返済」はご利用になれません。
※３ 残高照会のATM利用手数料は無料です。

（２）ご利用可能時間

平日 土日祝日

横浜銀行ATM 0:00 〜 24:00

セブン銀行・ローソン銀行・イーネットATM 0:00 〜 24:00

イオン銀行ATM 8:00 〜 21:00

提携金融機関ATM
（全国の銀行・信用金庫等） 提携金融機関所定の時間帯

※ATMによってはご利用できない時間帯があります。
※提携金融機関のご利用可能時間について詳しくは、各社ウェ

ブサイトや横浜銀行ウェブサイトにてご確認ください。
※システムメンテナンス等により、一部の場所・日・時間帯で

ご利用になれない場合があります。
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 ┃よくあるご質問

担保や保証人は必要ですか？
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証しますので、 
担保・保証人とも不要です。

カード発行に手数料や年会費はかかりますか？
入会金・年会費などの手数料は一切かかりません。

ローンカードが届く前に借り入れできますか？
ご希望により、カード発行前のご融資が可能です。ご契約時に、
返済用口座へご入金いたします。ただし、ご契約手続きの時間
によっては、お振り込みが翌営業日以降となる場合があります。

横浜銀行カードローンの借入・返済は 
何円単位でできますか？

【ATMの場合】
お借り入れは1,000円以上1,000円単位、ご返済はご利用の
ATMが取り扱える単位となります（硬貨が使用できるATMで
は硬貨でのご返済が可能です）。
　　　【スマホアプリ「はまぎん365」・〈はまぎん〉マイダイレク
ト（インターネットバンキング）の場合】
お借り入れ・ご返済とも1円単位です。

横浜銀行カードローンの借入限度額（借入極度）
を増額したいのですがどうすればよいですか？

お借入限度額の増額は、下記のいずれかの方法でお申し込み 
ください。
　　　【電話の場合】
横浜銀行カードローン受付センター

0120-458- 014
受付時間：平      日 9:00〜20:00
 土日祝日 9:00〜17:00 （12/31〜1/3は休業）

【郵送・ FAX の場合】
店頭設置のリーフレット内の「仮審査申込書」に必要事項を 
ご記入のうえ、郵送・FAXしてください。
※窓口・WEBではお申し込みできません。
　　　●その他ご不明な点は、 
   以下よりご確認ください。

横浜銀行カードローン
よくあるお問い合わせ

ヨ 　 コ 　 ハ 　  　 マ 　 イ ー ヨ
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https://www.boy.co.jp/2023.3

お問い合わせ・ご相談は
●仮審査申込について

横浜銀行カードローン
受付センター

 〔電話受付時間〕平日9:00〜20:00、土日祝日9:00〜17:00
                      　　　  （12/31〜1/3は休業）

●ご契約後のお取引や、ご返済に関するご相談について
横浜銀行カードローンプラザ

（横浜銀行カードローン相談窓口）

 〔電話受付時間〕銀行窓口営業日の9:00〜19:00

0120-458-014

TEL:045-225-1981

（ ）

各種ローン、クレジットカードのご利用は計画的に。

ヨ 　 コ 　 ハ 　 　 マ 　 イ ー ヨ


