
2021 年 9 月 30 日 

 

各  位 

 

株式会社 豊和銀行 

 

ローン Web 契約で QUO カード Pay プレゼントキャンペーンの実施について 

 

 株式会社豊和銀行（頭取 権藤 淳）では、2021 年 10 月１日（金）から 2022 年 3 月 31

日(木)までの期間限定で、下記のとおり「ローン Web 契約で QUO カード Pay プレゼント

キャンペーン」を実施いたしますのでお知らせいたします。  

  

記 

 

キャンペーン名称 ローン Web 契約で QUO カード Pay プレゼントキャンペーン  

対象商品 ・フリーローン「ほうわスーパーベスト（Web 完結型）」 

・オートローン（Web 完結型） 

キャンペーン期間 2021 年 10 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

キャンペーン内容 以下の条件を満たした先着 100 名さまに QUO カード Pay をプレゼン

トします。 

①フリーローン「ほうわスーパーベスト（Web 完結型）」 

キャンペーン期間中に、対象商品を借入金額 30 万円以上かつ、返

済期間 3 年以上で契約した方に 3,000 円分の QUO カード Pay をプ

レゼントします。 

②オートローン（Web 完結型） 

キャンペーン期間中に、対象商品を借入金額 80 万円以上かつ、返済

期間 3 年以上で契約した方に 4,000 円をプレゼントします。  

プレゼントの提供 対象商品を毎月末までにお借入いただいたお客さまに対し、翌月末

日までに、お申込み時にご登録いただいた電子メールアドレス宛に

デジタルギフトコードを送付します。  

ご留意事項 ・ご登録のメールアドレスにメールが送信できない場合は対象外と

なります。 

・メール送信時点で対象商品を一括返済または延滞されている場合

は対象外となります。  

・複数口のお借入の場合も、プレゼントは 1 人 1 回限りとなります。 

・電子メールの再送信は行いませんので、送付したメールは大切に

保管してください。  

・都合により、プレゼントが変更になる場合がございます。 

ローン Web 契約で QUO カード Pay プレゼントキャンペーンの詳細は次頁をご覧ください。 

フリーローン「ほうわスーパーベスト（Web 完結型）」のお申込みはこちらから 

オートローン（Web 完結型）のお申込みはこちらから 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ  営業統括部 大内 ＴＥＬ 097-534-2616 

https://www.howabank.co.jp/personal/loan/web_best.html
https://www.howabank.co.jp/personal/loan/auto_web.html


3,000

●ご登録のメールアドレスにメールが送信できない場合は
対象外となります。
●メール送信時点で対象商品を一括返済または延滞されて
いる場合は対象外となります。

●複数口のお借入の場合も、プレゼントは1人1回限りとなります。
●電子メールの再送信は行いませんので、送付したメールは大切に
保管してください。
●都合により、プレゼントが変更になる場合がございます。

対象商品を毎月末日までにお借入いただいたお客さまに対し、
翌月末日までに、お申込み時にご登録いただいた電子メール
アドレス宛へデジタルギフトコードを送付します。

お借入金額30万円以上、お借入期間3年以上 お借入金額80万円以上、お借入期間3年以上

お申込みはこちらのQRから お申込みはこちらのQRから

（Web完結型）
オートローン

プレゼント！
3,000円

分
プレゼント！

4,000円
分

（Web完結型）
ほうわスーパーベスト

プレゼントの
発送方法

ご留意事項

［QUOカードPayについて］
『QUOカードPay』とは、スマートフォンで使えるデジタルギフトです。
専用のアプリが不要で、メールなどで送られてきたURLを開くだけで、簡単にご利用いただけます。
「QUOカードPay」の使い方は、右記ＵＲＬにてご確認ください。  https://www.quocard.com/pay/use/

《ご留意事項》 ※「QUOカードPay」には発行日より3年間の有効期限がございますのでご注意ください。　※「QUOカード
Pay」は、スマートフォンの画面にバーコードを表示させて利用する前払式支払手段です。スマートフォン以外の携帯電話およびタ
ブレットではご利用できません。　※お受け取りいただいたバリューコードのURLを紛失された場合、バリューコードのURLを再
発行することはできません。残高がゼロになるまで、ブックマークやメールの保存などバリューコードのURLにアクセスできるよう
にしてください。　※「QUOカードPay」は、カードタイプのQUOカードとは異なるサービスです。カードタイプのQUOカード加
盟店ではご利用できない場合があるほか、カードタイプのQUOカードの残高を移行、チャージすることはできません。　※本キャ
ンペーンは、株式会社豊和銀行により実施しています。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社クオカードではお受け
できません。　※「QUOカードPay」もしくは「クオ・カード ペイ」およびそれらのロゴは株式会社クオカードの登録商標です。

下記の商品をWEBにてお申込みのうえお借入いただいた先着100名さまに　

※
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プレゼントキャンペーン

ローンWeb契約で

プレゼントキャンペーン

先着
100名さま

ローンWeb契約で
WEB申込限定

2021年 ▼（金）10 1/ （木）3 31/2022年

［ キャンペーン期間 ］



●お申込時の年齢が満２０歳以上で、完済時の年齢が満８０歳以
下の安定した収入のある個人の方
●アルバイト、パート、年金受給者、専業主婦（配偶者が給与所得
者の場合に限る）の方もご利用いただけます。
●ご住所またはお勤め先が大分県・福岡県・熊本県内の当行本支店の営業区域内にお住まいの個人の方
●当行のキャッシュカードを発行している普通預金口座をお持ちの個人の方（屋号付の普通預金口座を除きます。）
●当行にお届けいただいているご住所と現住所が同じ方
●居住家屋に電話、または携帯電話のある方
●当行所定の保証会社の保証が得られる方

●お申込時の年齢が満２０歳以上で、完済時の年齢が満７５歳以
下の安定した収入のある個人の方
●アルバイト、パート、年金受給者の方もご利用いただけます。

●自家用車（営業用を除く）、自動二輪車、バイク、自家用船舶
（プレジャーボート、ジェットスキー等）、電動自転車、自転車、
電動車イス、車イス、シニアカー等の購入資金
●車両関係諸費用（車検費用、修理費、部品購入費用、運転免許
取得費用等）

※個人間売買、オークションによる購入にはご利用いただけません。
※現在ご返済中の自動車ローンのお借換にはご利用いただけません。

●個人の健全な生活に必要とする資金。
※事業資金や他債務のお借換え（おまとめ）にはお使いいただけません。

●１０万円以上３００万円以内（１万円単位）
●アルバイト、パート、専業主婦（配偶者が給与所得者の場合に
限る）の方は１００万円までのお申込みとなります。 
●審査結果によっては、お借入金額が減額となる場合がござい
ます。

●１０万円以上１,０００万円以内（１万円単位）
●同一世帯名義でのお借り入れは、2口までとします。
●審査結果によっては、お借入金額が減額となる場合がござい
ます。

●固定金利・保証料込
　年３．８％、年６．８％、年１０．８％、年１３．５％
●アルバイト・パート・専業主婦の方は年利１３．５％となります。
●お借入利率は、保証会社の審査結果により決定いたします。

●変動金利・保証料込
　年1.80％、年2.10％、年2.70％、年3.60％
●当行所定の短期プライムレートを基準とした変動金利となり
ます。
●ご融資期間中は、毎年４月１日と10月１日の短期プライムレー
トを基準として見直し、その変更幅と同じだけ引下げ、または
引上げられます。新利率は、それぞれ６月、12月のご返済日の
翌日より適用いたします。
●お借入利率は、お申込時点の金利ではなく、お借入時点の金
利が適用となります。

●繰上返済手数料　５,５００円（消費税込み）
●返済元金１００万円未満または借入利率が１０．８％、１３．５％
の場合は、手数料不要です。

●繰上返済手数料　５,５００円（消費税込み）
●返済元金１００万円未満の場合は、手数料不要です。

2021年10月1日現在

 ほうわスーパーベスト（Web完結型） オートローン（Web完結型）
《商品概要》

ご利用
いただける方

お使いみち

お借入金額

お借入利率

お借入期間

ご返済方法

ご返済日

手数料

保証会社

その他

●６ヶ月以上１５年以内（据え置き期間は、ありません。）
　※審査結果によっては、お借入期間が短縮となる場合がございます。

●６ヶ月以上１０年以内（据え置き期間は、ありません。）
　※審査結果によっては、お借入期間が短縮となる場合がございます。

●元利均等分割返済
●毎月均等返済（６ヶ月ごとのボーナス返済の併用も可能です。）ただし、ボーナス返済は、お借入額の５０％以内とします。
●自営業者、会社役員の方はボーナス返済併用でのご利用はできません。ただし、会社役員の方でボーナスを受給されている方は
ご利用できます。
●毎月８日（休日の場合は翌営業日）

●九州総合信用株式会社
●店頭に説明書をご用意しています。
●営業店窓口やホームページで返済額を試算します。
●お申込みに際しては、保証会社の保証審査と当行所定の審査がございます。審査の結果、ご希望にそえない場合もございます。

①ご本人さまを確認できる資料（原則運転免許証）
②口座番号がわかる資料（普通預金口座通帳、キャッ
シュカード等）
　※オートローン（Web完結型）でお申込み金額が
　　300万円超の場合
③所得確認資料
【給与所得者の方】
　公的所得証明書、源泉徴収票（手書きの場合は発
行印のあるもの）、住民税決定通知書のいずれか
　※新入社員の方、前年以降の転就職者の方は直
　近の給与明細（手書き不可）となります。

【会社役員の方】
　公的所得証明書または住民税決定通知書
【自営業者の方】
　公的所得証明書、住民税決定通知書または確定
申告書

①お使いみちを確認できる資料（車の購入契約
書またはお見積書）

　・ご提出いただくお見積書等には、発行日、購入者
名、金額の記載が必要です。

②お振込先、お振込金額の確認できる資料
　・お見積書に「お振込先」「お振込金額」が記載され

ている場合は不要です。
　・ご融資金は、ご返済口座へ入金後、当行より直接

支払先へ振込みいたします。
　・お振込には手数料がかかりますので、あらかじめ

ご返済口座にご入金ください。
③所得確認資料
　・左記の所得確認資料（お申込み金額が300万

円超の場合）

オートローン（Web完結型）
仮審査承認後にご提出いただくもの

Web完結型ローン
お申込み時にご用意いただくもの

●ご本人さま以外の方のお申込みはできま
せん。
●現在、当行でお借入されているお客さま
は、同一店舗のみでのお借入とさせていた
だきます。

●受付のご確認、手続きのご依頼等を電子メ
ールで送信しますので、パソコン・スマートフ
ォン等のメールアドレスが必要となります。
●ご在籍・ご在職の確認のため、勤務先へお
電話させていただきます（この場合は個人
名でお架けいたします。）ので、あらかじめ
ご了承ください。
●お申込み内容や審査結果によっては、
Webでご契約いただけない場合がござい
ます。

Web完結型ローン
申込みに関する注意事項

DIC2590

Web完結型ローン・本キャンペーンについてのお問い合わせは、
豊和銀行コールセンター  7®0120-530-919（平日9：00～17：00）までお願いいたします。




