
新システム移行に伴う

ご利用に関する変更のお知らせ

必ずご確認ください

平成31年1月4日より、

カードローンのご利用方法が

一部変更されますのでご注意ください。

南日本銀行

カードローン



お客さま各位

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、私ども南日本銀行では、お客さまにより便利なサービスをご提供することを目的として、

平成31年1月4日（金）より新システムへの移行を予定しております。

つきましては、新たなシステムへの移行に伴い、現在ご利用いただいております「カードローン」

について、一部サービス内容について変更がございますので、ご案内申し上げます。

なお、カードローン以外のお取引につきましても、変更となる点がございます。

カードローン以外のお取引につきましては、冊子「新システム移行に関する重要なお知らせ」を

各営業店にご用意させていただいておりますので、そちらをご覧いただきますようお願いいたし

ます。

お客さまにより満足いただけますよう、サービスの向上に努めてまいりますので、今後とも南

日本銀行をお引き立て賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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ご返済方法について

カードローンの残高表示について

P.2

P.1

お問合わせ窓口

本件に関してご不明な点がございましたら、以下のお問合わせ窓口までお問合わせください。

フリーダイヤル

0120-791-373
銀行営業日 午前9時～午後5時受付時間

新システムへの更改に関する情報については、当行ホームページにも掲載しております。
最新の情報は下記URLからご確認ください。

http://nangin.jp/

のお取扱いについて

P.45 教育カードローンについて

の自動融資について



1 カードローンの残高表示について

カードローン通帳において、差引残高の表示が「マイナス」から「プラス」の
表示へ変更となります。

貸越が発生している場合、残高
はマイナスで表示されています

貸越が発生している場合、
残高はプラスで表示されます

※平成31年1月4日以降も現通帳をご利用の場合は、通帳の残高表示に変更
はございません。お繰越後の新通帳から変更になります。

① カードローン通帳の場合

1

【 現在 】 【 新システム移行後 】

通帳印字イメージ

平成31年1月以降に

新通帳へ繰越

取引画面によって、残高がプラスで表示されるケースとマイナスで表示されるケースがあ
ります。残高確認時はご注意ください。

■「貸越残高」を表示する場合・・・プラス表示

■「残高」を表示する場合・・・マイナス表示

※詳しくは、『新システム移行に伴うインターネット・モバイルバンキングご利用に
関する変更のお知らせ』のP4をご確認ください。

② インターネット・モバイルバンキングご利用時の場合 （現在と変更ございません）



ご返済方法について2

2

ご返済方法の変更について

◆１口座方式カードローン

◆２口座方式カードローン

約定日当日

早朝にお引き落としできなかった場合、返済用口座

にご入金いただいた際にリアルタイムで即時、ご返

済に充てさせていただきます。

（返済用口座の残高がご返済額以上になった場合）

0時 9時 15時6時

早
朝
引
き
落
と
し

～
～

返済金の引き落としタイミングが変更となります。

【 現在 】 【 新システム移行後 】

約定日当日の夜間 約定日当日の早朝・以降ご入金時

※約定日当日の早朝及び早朝以降、窓
口・ATM等でご入金された時点で直ちに返
済用口座から貸越専用口座へご返済処
理させていただきます。

※例として、約定日の12時に返済用口座

へご入金された場合でも、ご返済処理は

約定日の夜間となります。

貸越専用口座へ入金した都度、ご返済となります。（現在と変更ございません）
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A1
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mochitto、プラスカードローン、ふれあいカードローン
3

Q2

A2

自動融資機能について、変更はありますか？

自動融資が発生した当日中に返済用口座へ入金した場合、当日中の自動
融資発生金額を上限に自動的に自動融資の即時返済が行われます。

の自動融資について

残高に応じて返済元金が変動するカードローンを使っていますが、何か

貸越極度額いっぱいの貸越をしている状態で、約定日に利息が元加できな

変更はありますか？

残高スライド返済方式について

かった場合、返済元金を算出する残高に元加できていない利息が加算され
ます。

【残高スライド返済方式の返済額階層表】

※新システム移行後も本階層表については変更ありません。

≪例≫平成31年2月13日（3月の約定返済額算出残高基準日）の最終取引状況が

次回約定返済額を算出する基準日（前回約定日13日）時点で入金いただく
べき貸越利息が未精算であった場合、算出する基準となる残高は、貸越
残高＋未精算の貸越利息となります。
ご利用状況や返済状況によって、返済額の階層が上位階層となる場合
があります。

右記の場合

本事例の場合、『貸越残高 1,000,000円 ＋ 未精算の貸越利息 5,000円

貸越極度額 1,000,000円 貸越残高 1,000,000円
約定返済額 20,000円 貸越利息 5,000円

＝1,005,000円』となることから、3月分の約定返済額は「30,000円」となります。

貸越残高 約定返済額 貸越残高 約定返済額

1万円以上50万円以下 10,000円 250万円超300万円以下 60,000円

50万円超100万円以下 20,000円 300万円超350万円以下 70,000円

100万円超150万円以下 30,000円 350万円超400万円以下 80,000円

150万円超200万円以下 40,000円 400万円超450万円以下 90,000円

200万円超250万円以下 50,000円 450万円超1,000万円以下 100,000円

貸越残高の約定返済額
（20,000円）

貸越残高 + お利息 の約定
返済額 （30,000円）

【 現在 】 【 新システム移行後 】

次回約定返済額を算出する残高

新システムでは、口座振替処理が発生すると同時に自動融資が発生します。

自動融資機能の変更について

口座振替が行えなかった日の夜間

【 現在 】 【 新システム移行後 】
■ 自動融資の発生時期

口座振替処理と同時（引落日早朝）

■ 自動融資の返済
自動融資発生日の当日中に返済用
口座へ入金した場合、即時返済処理
（※自動融資発生当日以外のご入金時は約定日の

返済処理となります）

返済用口座の入金時期を問わず、
約定日にご返済処理

※Pay-easy(ペイジー)、デビットカードのご利用につきましては、自動融資の対象となりません。

■対象商品 WAZZECA、mochitto



インターネット・モバイルバンキング利用時のお取扱いについて4

教育カードローンについて5

Q3

A3

インターネット・モバイルバンキングを使うにあたって、変更はありますか？

Q4

A4

教育カードローンについて、変更はありますか？

返済方法において、『元金据置「有」』を選択されているお客さま（平成31年1月4日
以降に据置期間の終了を迎えるお客さま、または、新規契約されるお客さま）につ
きましては、元金据置期間終了後の返済額が変更となります。

毎月返済金額の変更

貸越極度額に応じた下記の通りの返済額
貸越極度額は問わず、据置期間終了月の
月末残高に応じた下記の通りの返済額

※据置期間終了後は右上部の表の通りの返済額を完済となるまで継続的に

※返済が進むにつれて、残高が減少した場合でも、返済額に変更はありませんが、
任意の金額の随時返済は従来どおりにご利用いただけます。

（据置期間終了月が平成31年3月であり、貸越極度額300万円に対し、
月末の残高が180万円だった場合）
平成31年4月以降の約定返済額（元金）は、「35,000円」となります。

※毎月の返済額は、約定返済額に毎月の利息を合計した金額となります。

払いいただきます。

（任意の金額を返済用口座ではなく、カードローン口座へ直接ご入金ください）

≪例≫据置期間終了後の約定返済額の確定

50万円 10,000円

100万円 15,000円

150万円 25,000円

200万円 35,000円

250万円 40,000円

300万円 50,000円

350万円 60,000円

400万円 65,000円

450万円 75,000円

500万円 80,000円

約定返済額貸越極度額
据置期間終了月の

月末の貸越残高

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 25,000円
150万円超200万円以下 35,000円
200万円超250万円以下 40,000円
250万円超300万円以下 50,000円
300万円超350万円以下 60,000円
350万円超400万円以下 65,000円
400万円超450万円以下 75,000円
450万円超500万円以下 80,000円

約定返済額

4

カードローン口座からの直接のお振込ができなくなります。

据置期間終了後の返済額について、詳細を希望されるお客さまは、
373net支店（0120-791-373）へお問合わせください。

※詳しくは、『新システム移行に伴うインターネット・モバイルバンキングご利用に
関する変更のお知らせ』のP5「カードローン口座からのお振込について」をご確認
ください。

変更内容は下記の通りとなります。

【 カードローン口座からの直接のお振込み 】

現状システム
お振込
○

新システム
お振込
×

【 現在 】 【 新システム移行後 】



6 通帳について

通帳のデザイン変更例

Q5

A5

現在、利用している通帳は利用できますか？

現在、ご利用中の通帳は最終ページが満行となるまで、そのままご利用い
ただけます。現在の通帳が満ページ満行となりましたら、窓口にて新たなデ

また繰越する場合はどのようになりますか？

ザインの通帳へ繰越させていただきます。

※カードローン商品によっては、「WAZZECA」をはじめ、現在の取扱いと同
様に、通帳を発行しない商品もございます。

【 事業者のお客さま向けのカードローン 】

＜ 現在ご利用中の通帳

現

現

現

新

新

新

5

＜ 繰越後の通帳 ＞

（ 注 ）

【 個人のお客さま向けのカードローン 】



〒892-8611 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号

本件に関するお問合わせ窓口

フリーダイヤル

0120-791-373
銀行営業日 午前9時～午後5時受付時間

南日本銀行は新システムへの移行準備のため、以下の期間中、ＡＴＭを

休止させていただきます。

【ATMの休止予定スケジュール】

休止させていただく主なサービス

■当行ATMでのお取引（お預入れ・お引出し・残高照会・通帳記帳等）

■提携金融機関、コンビニエンスストアのATMでの当行カードによるお取引

※当行ATMでのお振込み（予約振込を含みます）は、平成30年12月28日（金）の15時以降ご利用いただけ
ませんのでご注意ください。

お客さまには大変ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんが現金のお預入れ・お引出し・お振込み・

通帳のご記帳など早めにご準備いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

●詳しくは最寄りの当行本・支店までお問合わせください。

●通帳・キャッシュカードの紛失・盗難などにつきましては、ATM監視センター

0120-099-239 までご連絡ください。

南日本銀行 検索

http://nangin.jp/

本件に関する最新の情報は、ホームページにてご確認ください。


