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十八親和銀行合併記念キャンペーンの実施について
株式会社十八親和銀行（取締役頭取 森 拓二郎）では、２０２０年１０月１日の合併を記念しまして、個人
のお客さま向けに十八親和銀行合併記念「人生サポートキャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、店頭などにて「ファーストコンタクトシート」をご記入いただいた方へもれなくオ
リジナルデザインの「マスクケース」をプレゼントいたします。
さらに、対象となるお取引をいただいた方の中から抽選で「長崎県特産品ギフト 1,000名」または「〈長
崎県限定〉ホテル・旅館宿泊券1万円分 200名」をプレゼントいたします。
十八親和銀行では、お客さまと一緒にお金のことを考える「ファーストコンタクトシート」を通じ、お客
さまの豊かなライフプランをサポートしてまいります。
また、ローンにつきましては、「合併記念ローン特別金利キャンペーン」を併せて実施いたします。
キャンペーン期間中にお申込みいただくと、マイカーローンで通常 年3.3％～2.6％のところ、年 1.9%(
最大 1.4％の割引)となるなど、ご利用いただきやすい金利となっております。
新生活や家計の見直しなどでローンをご検討中の方は、ぜひこの機会にご利用ください。

記
１．キャンペーン概要
＜人生サポートキャンペーン＞
キャンペーン実施期間

２０２０年１０月１日（木）～２０２０年１２月３０日（水）

【対象者全員にプレゼント】
対象取引

特典

期間中、店頭または訪問先にて「ファーストコンタクトシート」
をご記入いただいた方（※）
※２０２０年９月以前に「ファーストコンタクトシート」をご記入
いただいた方のうち、追加でご記入いただいた方を含みます。

【対象者全員にプレゼント】
オリジナル「マスクケース」
※なくなり次第終了させていただきます。（お一人様にひとつ）

【抽選でプレゼント】期間中、「ファーストコンタクトシート」のご記入かつ下表のお取引をいただいた個人のお客さま
対象取引

特典

定期預金（10万円以上）
投資信託（10万円以上）
長崎県特産品ギフト

積立投資信託（毎月5,000円以上）

1,000名

または

住宅ローン

＜長崎県限定＞

フリーローン

ホテル・旅館宿泊券1万円分

200名

マイカーローン
教育ローン
【本キャンペーンに関するご留意事項】
 プレゼントの抽選は２０２１年２月を予定しています。
 円定期預金は抽選日前に解約された場合には抽選権は失効します。

※投資信託および各種ローンのお申込にあたっては、必ず各商品に関するご留意点をお読みください。

＜合併記念ローン特別金利キャンペーン＞
キャンペーン実施期間

２０２０年１０月１日（木）～２０２１年３月３１日（水）お申込分まで

【対象商品および適用金利】
対象商品

キャンペーン期間中の適用金利

ニューオートローンDX
（固定金利）

【通常金利】年2.6％～3.3％

⇒【キャンペーン金利】年1.9％

学資ローンDX
（変動金利）

【通常金利】年2.6％～3.3％

⇒【キャンペーン金利】年2.6％

ナイスカバー
（固定金利）

【通常金利】年5.9％～14.0％ ⇒【キャンペーン金利】年5.8％～年12.8％

住まいるローン
（変動金利）

【通常金利】年4.3％～4.5％

⇒【キャンペーン金利】年3.9％

住まいるローンワイド
（変動金利）

【通常金利】年4.5％～4.7％

⇒【キャンペーン金利】年4.1％

※お申込みに際しては十八親和銀行所定の審査を行い、審査結果によってはご希望に添えない場合がございます。
※表示金利は２０２０年１０月１日（木）～２０２１年３月３１日（水）までにお申込みいただいた場合の適用金利です。
ただし、市場金利の動向によって変更する場合がございます。
※各商品・キャンペーンの詳しい内容につきましては、ホームページまたはキャンペーンチラシをご覧ください。

十八親和銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。

２．その他
詳しい内容につきましては、十八親和銀行窓口へお気軽にお問合せください。
販売会社情報
≪商号等≫
株式会社 十八親和銀行（登録金融機関）
≪登録番号≫ 福岡財務支局長（登金）第3号
≪加入協会≫ 日本証券業協会

以
《 本件に関するお問合せ先 》
株式会社十八親和銀行 営業推進部
TEL 095 – 827 – 8026

上

十八親和銀行合併記念

人生サポート
キャンペーン
2020年10月1日（木）〜12月30日（水）

新たな「人生サポート」の幅を広げ、お客さまの豊かなライフプランをサポートします。

期間中、店頭または訪問先にて「ファーストコンタクトシート」をご記入いただいた方に、
もれなくオリジナルデザイン「マスクケース」をプレゼントします！

マスクケースを

ご記入
いただくと

も れ な く

プレゼント

■ファーストコンタクトシート

に！
さら

対象商品をお取引いただいたお客さまに

抽選で素敵な景品をプレゼント！
！ くわしくは裏面へ！
●マスクケースのプレゼントは、なくなり次第終了させていただきます。
（お一人様にひとつ）

期間中、
「ファーストコンタクトシート」のご記入かつ、
新たに下記対象商品のいずれかをお取引いただいた個人のお客さまへ
円定期預金

※１

※ニューマネーに限ります。
※４

住宅ローン

（毎月５，
０００円以上）

（10万円以上）

ＡＴＭ作成を含みます

※４

※３

積立投資信託

投資信託

（10万円以上）

対 象 商 品

※２

※４

マイカーローン

フリーローン

※４

教育ローン

※1 ●新たにお預け入れされた預金に限ります。●預入期間は問いません。●抽選日は2021年2月の予定です。
（抽選日前に定期預金を解約された場合、抽選権は失効します。）
※2 ●ノーロードファンドは対象外となります。●店頭窓口、
インターネットバンキングでのお取引が対象です。●積立投資信託でのご購入は対象外です。
※3 ●初回（増額後初めてを含む）のお買付けが2021年1月31日までに完了したものに限ります。●積立投資信託のご契約が複数ファンドの場合、毎月振替額を合算します。
●すでに積立投資信託をご契約の場合は、
2020年9月30日時点の契約額と2020年12月31日時点の契約額とを比較します。
●店頭窓口、
インターネットバンキングでのお取引が対象です。
●つみたてＮＩ
ＳＡ以外のノーロードファンドは対象外とさせていただきます。
※4 ●各種ローンは、キャンペーン期間中にローンが実行されたお客さまが対象です。

抽選で素敵な景品をプレゼント！
〈 長崎県内限定 〉

長崎県特産品ギフト

ホテル・旅館宿泊券

１，
０００名様

１０，
０００円分を２００名様

or

※当選者には長崎県特産品のカタログを送付いたします。
【抽選方法】複数の対象取引をいただいた場合でも、抽選権の本数はお一人様1本とし、十八親和銀行所定の方法により抽選を行います。なお、発送先は当行にご登録
されているご住所とさせていただきます。お客さまの住所・転居先不明などで景品をお届けできない場合、
ご当選を無効とさせていただく場合がございます。
【当選発表】当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。
（2021年2月下旬予定）

投資信託に関するご留意点
■ご検討にあたっては、
「商品パンフレット」
「投資信託説明書(交付目論見書)」
等を必ずお読みください。■投資信託は預金ではなく、
預金保険の対象ではあり
ません。
また、
十八親和銀行で取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。■投資信託は、
元本保証および利回り保証のいずれでもありません。
投資信託の口座開設には、
「マイナンバー確認書類」
および運転免許証など
「本人確認書類」
のご提示が必要です。
NISA口座・ジュニアNISA口座・つみたてNISAに関するご留意点は、NISA GUIDE BOOKをご覧ください。

各種ローンに関するご留意点
●お申込みに際しては当行所定の審査を行い、審査結果についてはご自宅宛に書面または電話にて通知いたします。審査結果によってはご希望に添えな
い場合がございます。その場合、お断りする理由および内容については一切ご回答いたしません。●お申込みはあくまでも
「事前審査申込」
です。応諾の
場合、後日、正式申込みおよびご契約手続きが必要となります。●お申込みにあたっての条件やご返済額の試算、手数料などについては十八親和銀行の
窓口へお問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。
各種ローンの詳しい内容については、
窓口またはホームページの商品概要説明書をご覧ください。各種ローンのご利用は、
無理せず計画的に。
※十八親和銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。
■商号等 株式会社 十八親和銀行
（登録金融機関）登録番号 福岡財務支局長
（登金）
第３号 加入協会 日本証券業協会
本キャンペーンに関するお問い合わせ先は
■十八親和銀行テレホンサービスセンター

0120-122-312

平日9：00〜20：00
［受付時間］
但し、銀行休業日は除きます。

各ローンの詳しい内容については、
窓口またはホームページの商品概要説明書をご覧ください。

各種ローンのご利用は、
無理せず計画的に。

合併記念
ローン特別金利
キャンペーン

2020年10月1日
（木）
〜2021年3月31日
（水）
お申込み分まで

マイカーローン 教育ローン フリーローン
車の購入資金 が必要な方

入学金・授業料・制服代などが必要な方

マイカーローン
通常

固定
金利

年

2.7％〜 年3.3％

教育ローン
学資ローンDX
通常

変動
金利

年

2.7

％〜 年

3.3 ％

十八親和銀行で住宅ローンをお借入中の方

通常

「住まいるローン」
変動
金利

4.3 ％ 〜年4.5 ％

国内いずれかの金融機関で住宅ローンをお借入中の方

通常

「住まいるローンワイド」
年

4.5 ％ 〜年4.7％

上記以外の方

通常

固定 「ナイスカバー」
金利
年
％ 〜年

5.9

ニューオートローンDX

合併記念
特別金利

14.0％

合併記念
特別金利

1.9％

年

学資ローンDX

フリーローン
年

ショッピング費用 が必要な方

年

2.6％

住まいるローン・住まいるローンワイド・
ナイスカバー
合併記念
特別金利

合併記念
特別金利

合併記念
特別金利

キャンペーンの詳細はこちら

3.9 ％
年 4.1 ％

年

年

5.8％〜年12.8％

商品概要
マイカーローン
●ご利用いただける方／お借入時の年齢が満20歳以上69歳以下の方で完済時の年齢が満75歳以下の方。安定した収入がある方。
（アル
バイト・パートの方もお申込みいただけます。）
保証会社の保証が受けられる方。
※事業用のお車や事業用と兼用のお車の購入
（または借換）
、個人間売買、既にお支払済みの資金にはご利用になれません。

●ご融資金額／10万円以上1,500万円以下
（1万円単位）

※ただし、お借入金額が500万円超の場合は年収500万円以上あることが条件となります。
（自営業者の方は公的証明書での最終所得を確認いたします。）

●ご融資期間／6ヵ月以上10年以内
（6ヵ月単位）
●繰上返済手数料／一部繰上返済、一括繰上返済ともに5,500円
（消費税込）

教育ローン
●ご利用いただける方／お借入時の年齢が満20歳以上69歳以下の方で完済時の年齢が満75歳以下の方。安定した収入がある方。
（アル
バイト・パートの方もお申込みいただけます。）
保証会社の保証が受けられる方。
●ご融資金額／10万円以上2,000万円以下
（1万円単位）
●ご融資期間／６ヶ月以上１７年以内
（６ヶ月単位）
※7年以内
（６ヶ月単位）
の元金返済据置可
（元金返済据置期間中は一部繰上返済はご利用いただけません）

●繰上返済手数料／一部繰上返済、一括繰上返済ともに5,500円
（消費税込）

フリーローン
●ご利用いただける方／お借入時の年齢が満20歳以上69歳以下の方で 収入がある方。
（ 住まいるローン・住まいるローンワイドの場合、
アルバイト・パートの方は除きます。）
保証会社の保証が受けられる方。
●ご融資金額／10万円以上500万円以下
（1万円単位）
●ご融資期間／6ヶ月以上15年以内
（6ヶ月単位）
●繰上返済手数料／一部繰上返済、一括繰上返済ともに5,500円
（消費税込）
お使いみちが「ローンのおまとめやお借換え」の場合のご注意事項（住まいるローン・住まいるローンワイドの場合）
●ご契約は窓口のみのお手続きとなります。また、その際お使いみちの確認資料が必要となります。●ご融資日当日に、ご返済ができる資金に限ります。●「ローンおま
とめ」
資金はお申し出の既存のお借入れの返済以外には利用できません。

住まいるローンワイドのご注意事項

●事業性資金にはお使いになれません。
●ご契約時に住宅ローンのお借入れについて確認ができない場合、
ご通知した審査結果にかかわらず、
ご融資をお断りすることがございます。

ローンおまとめの際は無理のない返済計画を立て、その後のお借入総額が大きくならないよう気をつけましょう。

合併記念ローン特別金利キャンペーンのご注意事項
●表示金利は、2020年10月1日（木）〜2021年3月31日（水）
までにお申込みいただいた場合の適用利率です。
ただし、市場金利の動向によって変更する場合がございます。

お申込みに際しては十八親和銀行所定の審査を行い、審査結果についてはご自宅宛書面または電話にて通知いたします。審査結果によってはご希望に添
えない場合がございますが、その場合お断りする理由および内容についてはご回答いたしません。●十八親和銀行に普通預金口座
（総合口座含む）
をお持
ちでない方は、
ご契約までに
「窓口」
にてご返済用普通預金口座をご作成いただきます。●ローンのおまとめなどお申込内容によっては窓口でのご契約が
必要となる場合があります。●保証会社の保証が必要となります。●年収・他のお借入れ残高に応じて融資金額を制限させていただくことがございます。
●借換資金およびローンおまとめ資金は、
お申し出の既存のお借入れのご返済以外にはご利用できません。●本ローンは特定の販売会社様でのご購入等
に対する特別金利および、特定の学校、塾の入学金、授業料等のお借入れに対する特別金利はご用意しておりません。●
「窓口」
でご契約いただく場合／所
定の期日までに審査結果通知書・運転免許証等の必要書類・ご印鑑等を持参し、
ご指定のお取引店へご本人様がご来店の上、申込書類に必要事項をご記
入・ご捺印いただきます。●
「郵送」
でご契約いただく場合／(1)ご勤務先に
「申込確認書」
を郵送いたします。(2)
「審査結果」
と併せてご自宅宛に
「契約書」
を
送付いたしますので、必ず、
ご本人様が必要事項をご記入・ご捺印の上、運転免許証
（写）
等の必要書類と、
ご勤務先に送付する
「申込確認書」
を添えてご返
送ください。(3)ご勤務先またはご自宅へ電話にて、お支払方法等の詳細確認をいたします。※
「お借入申込」
の内容と、契約書ならびにご提出書類の内容
が相違する場合、通知した審査結果にかかわらず、
ご希望に添いかねる場合がございます。※
「個人情報の取扱いに関する同意書」
のご提出または署名が
ない場合は、
お申込をお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

お申込みにあたっての条件やご返済額の試算、
手数料などについては十八親和銀行の窓口、
ホームページまたは下記の問い合わせ先へご相談ください。
■十八親和銀行ダイレクトコンサルティングプラザ

0120-34-3456

メニュー 1 お申込み

［受付時間］
平日9：00〜20：00 但し、
銀行休業日は除きます。
※十八親和銀行のキャッシュカードをお持ちでない方は、
メニュー 2 をご選択ください。
2020 年 10月1日現在
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