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ソニー銀行株式会社

ソニー銀行 「目的別ローン」取り扱い開始のお知らせ
ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）は、
６月１７日から、新しい商品として無担保型のローン商品「目的別ローン」の取り扱いを開始いたしまし
たので、お知らせいたします。ネット専業銀行であるソニーバンクが取り扱う目的別ローンは、教育、
新車購入、耐久消費財の購入、結婚、旅行などさまざまな目的に合わせてお使いいただくことができ
ます。

■ ソニーバンク 「目的別ローン」の特徴
（１） さまざまな目的に応じて利用可能
ソニーバンクの目的別ローンは、教育、新車購入、耐久消費財の購入、結婚、旅行など
さまざまな目的に合わせてお使いいただくことができます。

（２） ご来店が不要
ソニーバンクの目的別ローンは、ご来店の必要がなく仮お申し込みはインターネットで、
お申し込み書類・ご契約書類は郵送でご利用いただけます。また、お借り入れの実行まで、
ソニーバンクの専任スタッフが電話、電子メールでお客さまをサポートします。

（３）担保や、保証人は不要
ソニーバンクの目的別ローンには、担保は不要です。また、保証は、㈱ソニーファイナン
スインターナショナルの保証をご利用いただきますので、保証人をお客さまにお願いする
ことはありません。（㈱ソニーファイナンスインターナショナルへの保証料は、ソニーバンク
が負担します。）

（４）金利タイプは２種類。金利タイプの変更もインターネットで
金利タイプは、「固定金利（2 年、3 年、5 年など）」「変動金利」からお選びいただくことが
できます。お借り入れ期間中は、お客さまのご希望に応じて金利タイプをインターネットで
いつでも何度でも、手数料無料で変更いただくことができます*。
*「固定金利」適用期間中での変更はできません。

（５） お取り扱い手数料がかからない
ソニーバンクの目的別ローンは、お取り扱い手数料がかかりません。

（６） 繰り上げ返済もインターネットで簡単に
ソニーバンクの目的別ローンは、一部繰り上げ返済や一括返済についても、ご来店や
契約書類の再提出等が不要で、インターネットでいつでも何度でも手数料無料でご返済
が可能です。
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■

「目的別ローン」 商品概要

商品名

（2002 年 6 月 17 日現在）
教育ローン・新車ローン・一般ローン

教育ローン
資金使途

新車ローン
一般ローン

ご利用いただける方

ご融資金額／期間

教育ローン
新車ローン
一般ローン

金利
新規お借入れの場合

既お借入れについての
金利見直しルール

金利タイプの変更

教育ローン

金利適用期間

新車ローン

一般ローン

ご家族の方が幼稚園・小学校・中学校・高校・大学等にて要する入学金、寄付金、
授業料、受験料、下宿入居費用、海外研修・ホームステイ費用
新車系ディーラー販売店にて購入される新車（営業車は除く)
※中古車・バイク・車検にかかる費用等は含みません
当社が指定する目的に合致したローン
※家財・雑貨、スポーツ・レジャー、その他（結婚、旅行、歯科治療、葬儀）
以下の条件をすべて満たす方に限ります。但し、当社所定の審査の結果、ご希望にそえ
ない場合があります。
・当社に普通預金口座をお持ちの方。
・お申し込み時の年齢が満 20 歳以上満 65 歳未満の方。
・前年度の年収（自営業の方の場合は申告所得）が 200 万円以上である方。
・日本国籍、または永住権のある方。
・㈱ソニーファイナンスインターナショナルの保証を受けられる方。
10 万円以上 500 万円以下（1 万円きざみ）／1 年以上 10 年以下（1 ケ月きざみ）
10 万円以上 300 万円以下（1 万円きざみ）／1 年以上 7 年以下（1 ケ月きざみ）
10 万円以上 300 万円以下（1 万円きざみ）／1 年以上 5 年以下（1 ケ月きざみ）
固定金利
変動金利
市場での金利スワップ手法を活用し、毎月、 市場での金利スワップ手法を活用し、毎月、
金利を決定します。
金利を決定します。
（金利については当社ホームページをご覧 （金利については当社ホームページをご覧
ください）
ください）
固定金利適用期間中は、金利は変わりませ 年 2 回、5 月 1 日・11 月 1 日を基準日として、
変動金利の適用金利が決定され、それぞれ
ん。
6 月・12 月の約定返済日の翌日から適用さ
れます。ただし、増額返済月（ボーナス月）と
して 7 月・1 月または 8 月・2 月の組み合わせ
を選択されている場合は､当該基準日直後
の増額返済月（ボーナス月）の約定返済日
の翌日からの適用となります。
お借り入れ期間中、ご希望に応じて 「固定金利」 「変動金利」を何度でもお選びいただ
けます。（ただし、「固定金利」適用期間中での変更はできません）変更を希望される場合
は、当社ホームページでの、当社所定のお客さまの操作により、お申し込みいただけま
す。※「固定金利」期間満了後、変更のお申し込みがない場合には、「変動金利」に変更さ
せていただきます。
既存の「固定金利」期間満了日までに、満了 「固定金利」への変更をお申し込みいただけ
後の「固定金利」への変更をお申し込みいた ます。お申し込みいただいた金利タイプは、
だけます。お申し込みいただいた金利タイプ お申込日の翌日から適用されます。※一度
は、既存固定金利適用期間満了日の翌日 お申し込みいただいた後の変更はできませ
から適用されます。※一度お申し込みいただ ん。
いた後の変更はできません。
2・3・5・7・10 年のいずれかの期間をお選び
いただけます。（お借入れ残存期間内でのご
選択となります）
2・3・5・7 年のいずれかの期間をお選びいた
だけます。（お借入れ残存期間内でのご選
択となります）
2・3・5 年のいずれかの期間をお選びいただ
けます。（お借入れ残存期間内でのご選択と
なります
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ご返済方法

遅延損害金
利息計算単位

・元利均等返済。約定返済日に、元本と利息を合わせた一定額を、お客さまの当社の普
通預金口座より、自動引き落としさせていただきます。
・毎月のご返済と併せて、半年毎の増額返済もご利用いただけます。（半年毎の増額
返済金額は、ご融資金額の 50%以内<5％きざみ>でご指定いただくことができます）
年利 14.6％（約定返済日の翌日から計算されます）
※別途、督促手数料 420 円（消費税込み）がかかる場合があります。
1円

繰り上げ返済手数料
お取り扱い手数料
金利タイプ変更手数料

月々のご返済日は、2 日、7 日、12 日、17 日、22 日、27 日の 6 つの日のいずれかからご
指定いただけます。
増額返済月（ボーナス月）は、6 月と 12 月、7 月と 1 月、8 月と 2 月、からのご選択となりま
す。
※当社の他のお借入れがある場合は、同一の約定返済日となります。
※約定返済日が土、日、祝日、その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、当
社の翌営業日がご返済日となります。
※月々のご返済日・増額返済月（ボーナス月）を変更された場合は、525 円（消費税込み）
の手数料がかかります。
1 万円以上 1 円単位で、当社ホームページでの当社所定の操作により、随時ご返済が可
能です。
お借り入れの一部繰り上げ返済・一括返済を問わず、手数料はかかりません。
かかりません。
かかりません。

担保

必要ありません。

保証人

必要ありません。㈱ソニーファイナンスインターナショナルの保証をご利用いただきます。

必要書類

年収確認資料（お申し込み金額が 50 万円以下の場合は不要）、資金使途確認資料、支
払先確認資料（資金使途確認資料に支払口座表示の場合は不要）、お申し込み者と教育
機関に入在学するご家族との関係を証明する資料（教育ローンの場合のみ）

約定返済日

一部繰り上げ返済・一括返済

（右記の他、お申し込み内容によっては、
別途追加でお願いすることがございま
す。
）

◇ ソニーバンクのサイト

会社概要・・・・・・ http://sonybank.net/
サービスサイト・・ http://moneykit.net/
http://moneykit.net/postpet/

◇ お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター 電話 0570-0-36524
受付日：
1 月 1 日〜3 日および 5 月 3 日〜5 日を除く毎日
受付時間： 平日 9:00〜20:00 土・日・祝日 9:00〜17:00 （12 月 31 日 9:00〜17:00）
※全国どこからでもＮＴＴ市内通話料金でご利用いただけます。

03-5439-4900
※携帯電話・ＰＨＳ・海外からご利用いただけます。

以

上

■ 報道関係からのお問い合わせ先
ソニー銀行株式会社
企画部広報：安積（ｱﾂﾞﾐ）
〒106‑0047 東京都港区南麻布 1‑6‑18
press@moneykit.co.jp
TEL:03‑5446‑5678
FAX:03‑5446‑2831
3/3

