
1/3 

 
 

平成 27 年 9 月 30 日 

 

「30 分回答カードローン」及び「Ｗｅｂ完結型ローン」の取扱開始について 

 

 西日本シティ銀行（頭取 谷川 浩道）は、ローンをお申込みされるお客さまの「審査結果の回

答が早くほしい」「来店する時間がない」等、さまざまなニーズに対応するため、平成 27 年 10 月

21 日（水）より 30 分回答カードローン及びＷｅｂ完結型ローンの取扱いを開始しますので、お

知らせします。 

30 分回答カードローンは、お申込みから審査結果回答までの時間をこれまでの 4、5 時間から

最短 30 分に短縮することを実現したカードローン商品です。 

 また、Ｗｅｂ完結型ローンは、これまでローンのご契約で原則必須となっていました「来店」

「書類記入」「押印」の手続きを不要とし、ご来店する時間のないお客さまでもローンのご契約を

可能としたローン商品です。 

 当行は、今後も引続きお客さまの利便性向上に努めるとともに、お客さまの多様なニーズに対

応できる商品、サービスの提供に取り組んでまいります。 

記 

１．30 分回答カードローン 

（１）商品名 

   NCB カードローン クイック 30 

（２）主なポイント 

 お申込みから審査結果回答までに要する時間を最短 30 分に短縮 
 最短申込日当日にご利用可能（意思確認等を実施した後のご利用となります） 
 窓口の端末に暗証番号をご入力いただくことで、お届け印なしでご契約が可能 

（当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限ります） 

（３）取扱開始予定日 

 ・ 平成 27 年 10 月 21 日（水） 

（４）商品概要 

受付窓口 東京・大阪支店を除く全店（ローン営業室、いつでもプラザを含みます）

お受付が 

可能な時間 

平日 10:00～19:00（ただし、窓口が開いている場合に限ります） 

※上記以外にお申込みされた場合は、最短 30 分でのご回答はできませ

んので、あらかじめご了承ください。 

お申込み 

いただける方 

お申込時の年齢が満 20 歳以上満 69 歳以下で、収入のある個人の方 

※パート・アルバイト・専業主婦・年金受給者の方もお申込みいただけ

ます。（ただし、学生は除きます） 

お申込金額 30 万円（一律） 

お借入利率 年 14.95%（固定金利・保証料込） 

お申込みに 

必要なもの 

ご本人を確認できる資料（運転免許証等） 

※当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちでない 

場合は、お届け印が必要です。 
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２．Ｗｅｂ完結型ローン 

（１）商品名 

   NCB キャッシュエース（Web） …カードローンタイプ 
   NCB EZ フリーローン（Web） …フリーローンタイプ 
   NCB EZ マイカーローン（Web） …マイカーローンタイプ 

（２）主なポイント 

 お申込みからご契約までの手続きがパソコン・スマホで完結 

 「来店」「書類記入」「押印」不要 

 商品タイプは「カードローンタイプ」「フリーローンタイプ」「マイカーローンタイプ」

の 3 タイプ 

※当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限ります。 

（３）取扱開始予定日 

 ・ 平成 27 年 10 月 21 日（水） 

（４）商品概要 

  ①NCB キャッシュエース（Web） 

お申込み 

いただける方 

以下の条件を全て満たされる方 

① 当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちの個人の 

お客さま 

※普通預金口座のご名義が屋号付の場合はお申込みいただけません。 

② 現在、当行でカードローンをご契約いただいていないお客さま 

③ 満 20 歳以上満 69 歳以下で、収入のあるお客さま 

（学生の方を除き、パート・アルバイト・配偶者に収入のある専業 

主婦・年金受給者のお客さまもお申込みいただけます。） 

④ 現在、以下の県内にお住まいのお客さま 

  福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・ 

山口県・広島県・岡山県 

お申込金額 10 万円以上 300 万円以内（10 万円単位） 

お借入利率 

ご契約額により利率が変わります。 

ご契約額 年利率（固定金利） 

10 万円以上 100 万円未満 年 14.95%（保証料込） 

100 万円以上 200 万円未満 年 14.00%（保証料込） 

200 万円以上 300 万円以下 年 13.00%（保証料込） 
 

お申込みに 

必要なもの 

お取引店（店番号）、口座番号がわかる資料（キャッシュカード、 

普通預金口座通帳等） 

ご本人を確認できる資料（運転免許証等） 

  ②NCB EZ フリーローン（Web） 

お申込み 

いただける方 

以下の条件を全て満たされる方  

① 当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちの個人の 

お客さま 

※普通預金口座のご名義が屋号付の場合はお申込みいただけません。 

② お申込時の年齢が満 20 歳以上満 74 歳以下で、完済時の年齢が 

満 80 歳以下のお客さま  

（学生の方を除き、パート・アルバイト・配偶者に収入のある専業 

主婦・年金受給者のお客さまもお申込みいただけます。）  

③ 現在、以下の県内にお住まいのお客さま  

  福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・ 

  山口県・広島県・岡山県  

お使いみち 自由（ただし、事業性資金を除く） 

お申込金額 

10 万円以上 500 万円以内（1 万円単位） 

※パート・アルバイト・専業主婦の方は 100 万円までのお申込みとなりま

す。 
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お借入期間 6 ヶ月以上 15 年以内（1 ヶ月単位） 

お借入利率 年 15.00%（固定金利・保証料込） 

お申込みに必

要なもの 

・お取引店（店番号）、口座番号がわかる資料（キャッシュカード、普通

預金口座通帳等） 

・ご本人を確認できる資料（運転免許証等） 

・ご収入を確認できる資料（お申込み金額が 300 万円超の場合のみ必要）

 
  ③NCB EZ マイカーローン（Web） 

お申込み 

いただける方 

以下の条件を全て満たされる方  

① 当行にキャッシュカード発行済の普通預金口座をお持ちの個人の 

お客さま 

※普通預金口座のご名義が屋号付の場合はお申込みいただけません。 

② お申込時の年齢が満 20 歳以上満 74 歳以下で、完済時の年齢が 

満 75 歳以下の安定した収入があるお客さま 

 ※パート、アルバイト、年金受給者の方は、本商品をお申込みいただく

ことはできません。 

③ 現在、以下の県内にお住まいのお客さま 

  福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・ 

山口県・広島県・岡山県 

お使いみち 

新車・中古車購入資金のうち、当行より直接振込が可能な資金 

※個人間売買・オークションによる購入、事業性の車輌購入には 

ご利用いただけません。 

お申込金額 10 万円以上 1,000 万円以内（1 万円単位） 

お借入期間 6 ヶ月以上 10 年以内（1 ヶ月単位） 

お借入利率 

（基準金利） 
年 3.3%（変動金利・保証料込） 

お申込みに必

要なもの 

・お取引店（店番号）、口座番号がわかる資料（キャッシュカード、普通

預金口座通帳等） 

・ご本人を確認できる資料（運転免許証等） 

・ご収入を確認できる資料（お申込み金額が 300 万円超の場合のみ必要）

・お使いみち・お振込先・お振込額を確認できる資料（お見積書、ご請求

書等） 

 
以 上 

 本件に関するお問い合わせ先 
営業企画部 江熊・松下 TEL 092-476-2561 


