
 

 

2021 年 1月 12 日 

各 位 

株式会社 第四北越銀行 

個人ローン商品における「第四北越銀行合併記念キャンペーン」の実施について 

 株式会社 第四北越銀行（頭取：並木 富士雄）では、住宅関連ローンおよびマイカーロー

ン、カードローンＡＳＣＡ（アスカ）を対象とした、「第四北越銀行合併記念キャンペーン」

を下記のとおり実施いたします。 

住宅関連ローンでは、キャンペーン特典として所定の条件を満たしたお客さま全員に QUO

カード 1,000 円分をプレゼントいたします。さらに、住宅関連ローンを 2,000 万円以上お借

り入れいただいたお客さまに対しては、抽選で、新潟に関連した景品をプレゼントいたしま

す。 

また、マイカーローンでは、キャンペーンとして最下限金利を 1.6％に引き下げるほか、

カードローンＡＳＣＡでは、所定の条件を満たしたお客さま全員に QUO カード Pay

※

1,000 円

分をプレゼントいたします。 

地域の皆さまとともに新たな一歩を踏み出した当行は、今後も新潟県最大の金融機関とし

てお客さまのニーズにあった商品･サービスを提供してまいります。 

※「QUOカード Pay」：Web 上で受け渡しが完結できるデジタル版 QUOカード。 

記 

１．住宅関連ローンを対象としたキャンペーン内容 

対象商品 

・住宅ローン 

・借換専用住宅ローン（有担保型、無担保型） 

・有担保型リフォームローン 

期 間 2021 年 1月 12 日（火）～2021年 4月 30 日（金） 

対象となる

お客さま 

上記キャンぺーン期間中に対象商品をお申し込みいただき、以下の条件を

満たしたお客さま 

①2021 年 7月 30日（金）までにお借り入れ 

 ※7月末時点でお借り入れ残高が無い場合は対象外 

②「お客さまアンケート」へのご記入 

内 容 

【対象となるお客さま全員】 

・QUO カード（1,000 円分）をプレゼント 

【対象となるお客さまのうち、借入金額 2,000 万円以上のかた】 

・抽選で 400 名さまに、以下の新潟に関連した景品のうち、いずれかを 

プレゼント 

①新潟県内の宿泊施設割引券（10,000 円分）  …200 名さま 

②新潟の特産品               …100 名さま 

③新潟の体験カタログギフト         …100 名さま 

（お客さまより①～③のいずれかをお選びいただきます） 

 



 

２．マイカーローンを対象としたキャンペーン内容 

期 間 2021 年 1月 18 日（月）～2021年 4月 30 日（金） 

対象となる

お客さま 

上記キャンぺーン期間中に Web からお申し込みいただき、2021 年 4 月 30

日までにお借り入れいただいたお客さま 

内 容 最下限金利を 1.6%に引き下げいたします

※

 

 ※金利は、審査結果に応じて決定いたします。 

Web からお申し込みいただいた場合は、最下限金利を引き下げた段階金利（1.6%～3.3%）

を適用いたします。 

 

３．カードローンＡＳＣＡ（アスカ）を対象としたキャンペーン内容 

期 間 2021 年 1月 18 日（月）～2021年 4月 30 日（金） 

対象となる

お客さま 

上記キャンペーン期間中に新たにご契約をいただき、申込時に携帯電話 

番号を確認できたお客さま

※

 

内 容 QUO カード Pay1,000 円分をプレゼントいたします 

 ※2021 年 4 月 30 日時点で解約されている場合および契約内容の変更に伴う新規ご契約の

場合は対象外となります。 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】電話 025-229-8149 

営業本部 支店統括グループ／小野、田覺、小柳 



当行ホームページから「住宅ローン」 のお申し込みが可能です。Web事前審査

0120-86-4464
（通話料はお客さまのご負担となります）

9：00～20：00（ただし銀行休業日を除きます）
025-226-6595一部のIP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合

◎ご相談日時のご予約も承ります。また、店頭にくわしい説明書をご用意しております。お近くの＜第四北越銀行＞までお問い合わせください。

コールセンター
第四北越銀行  住宅ローン

スマートフォンから簡単アクセス！

口座不要
第四北越銀行

に口座がなくて
も

審査をお申し込
みいただけます

。

2021年1月12日●～火 2021年4月30日●金

木竜麻生

宿泊施設の宿泊割引券 新潟の特産品 新潟の体験カタログギフト

くわしくは裏面をご確認ください。

住宅ローン、借換専用住宅ローン（有担保型・無担保型）、
有担保型リフォームローン

第四北越銀行

合併記念キャンペーン

10,000円分（新潟県内限定）
抽選200名

抽選100名 抽選100名

  （2021年1月12日現在）

住宅
ローン篇

対象商品

以下の条件を満たしたかた全員にQUOカード1,000円分プレゼント

さらに、2,000万円以上のお借り入れのかたには
抽選で新潟にまつわる景品をプレゼント！！

キャンペーン
期間

●キャンペーン期間中に下記対象商品を申し込み、2021年7月30日（金）までにご契約  ● お客さまアンケート へのご記入



抽選で200名の方に新潟県内の対象宿泊施設で使える宿泊割引券をプレゼント！お近くの宿でゆっくりお過ごしください。
（ご利用期間）2021年9月10日～2022年3月31日まで（3月31日チェックアウト分）

●宿泊割引券

新潟県の特産品を抽選で100名の方にプレゼント！以下の商品からお好きなもの1つをお選びください。

●特産品

新潟県内限定の体験カタログギフト「360°NIIGATA」を抽選で100名の方にプレゼント！カタログに記載の美容、グルメ、アウトドア、
スポーツ、音楽など10ジャンル以上からお好きなものをお選びいただけます。

●体験カタログギフト

エリア

下越・佐渡

地区名

佐渡・両津

佐渡・八幡温泉

佐渡・相川

瀬波温泉

月岡温泉

咲花温泉

角神温泉

湯田上温泉

岩室温泉

弥彦温泉

寺泊温泉

蓬平温泉

越後大湯温泉

六日町温泉

越後湯沢温泉

当間高原

松之山温泉

鵜の浜温泉

赤倉温泉

糸魚川

両津やまきホテル

国際佐渡観光ホテル 八幡館

伝統と風格の宿 ホテル万長 ／ 大佐渡温泉 ホテル大佐渡

大観荘せなみの湯 ／ 瀬波ビューホテル

白玉の湯 華鳳 ／ 白玉の湯 泉慶 ／ ホテル清風苑

翠玉の湯 佐取館 ／ 阿賀のめぐみ 望川閣

ホテル角神

ホテル小柳 ／ 越後乃お宿 わか竹

ゆもとや ／ ほてる大橋 館の湯

四季の宿 みのや

美味探求の宿 住吉屋 ／ ホテル飛鳥

和泉屋 ／ 蓬莱館 福引屋

源泉湯の宿　かいり

ほてる木の芽坂 ／ ほてる坂戸城

ホテル双葉 ／ 松泉閣 花月 ／ 湯沢グランドホテル ／ NASPAニューオータニ

当間高原リゾート・ベルナティオ

ひなの宿 ちとせ

ロイヤルホテル小林

赤倉観光ホテル ／ ホテル太閤

ホテル国富 翠泉閣

施設名

中越

上越

【対象宿泊施設】

【商品】
A 「加島屋」ビン詰3Ｇセット 冷蔵便
B 「村上牛」肩ロースすき焼き用400ｇ 冷凍便
C 「新潟たけうち」詰合せ 冷凍便
D 「磨き屋シンジケート」ビアタンブラーペア
E 「マルナオ」箸夫婦セット

キャンペーン特典について

注意点
・宿泊割引券がご利用いただける宿泊施設は、左表の新潟県内 
　の宿泊施設に限ります。
  対象宿泊施設は変更になる場合がございますので、ご了承 
　ください。
・ご利用期間経過後はご利用いただけません。

※写真はイメージです。 ※詰合せ内容、商品デザイン、商品パッケージ等変更になる場合がございます。

※カタログの内容は変更になる場合があります。

カタログの
内容はコチラ

A

B E

C D

1

2

3

第四北越銀行所定の方法により抽選を行います。抽選方法

選べるプレゼント

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9月以降の予定）。
※発送先はアンケートにご記入いただいた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

・2021年9月以降の発送となります 。
・アンケートにご記入いただいたご住所に普通郵便で郵送させていただきます 。

QUOカード
贈呈方法



対象商品 マイカーローン

木竜麻生

第四北越銀行

合併記念キャンペーン

マイカー
ローン篇

来店不要　印鑑不要　最短即日に受付審査回答

年1.7%～年3 .3 %

お借り入れ利率（変動金利・保証料込）

最大1,000万円
お借り入れ金額

最長10年
お借り入れ期間

●他社ローンのお借り換えOK!  ●新社会人のかたもご利用可能!  ●車検や修理費にも使える!

Web完結！お申し込みからお借り入れまで

24時間365日受付！ お申し込みはPC・スマートフォンかお電話で！ 

0120-86-6070

  （2021年1月18日現在）

ローン受付センター
（24時間365日受付）

第四北越銀行  マイカーローン

※商品内容についてくわしくは店頭またはホームページにてご確認ください。 ※審査の結果ご希望にそいかねる場合もありますのでご了承ください。

最下限金利を
1.6%に引き下げ

第四北越銀行

2021年1月18日●～月 2021年4月30日●金キャンペーン期間

キャンペーン期間中にＷｅｂから申し込みし、
2021年4月30日（金）までに
お借り入れいただいたかた
※残価設定型マイカーローンはキャンペーンの対象外となります。

対象条件



年4 .0 %～年14 .8 %

お借り入れ利率（固定金利・保証料込）

※商品内容についてくわしくは店頭またはホームページにてご確認ください。 ※審査の結果ご希望にそいかねる場合もありますのでご了承ください。

第四北越銀行  カードローン

最大500万円
お借り入れ極度額

24時間365日受付！ 

●ローンカード到着前でもお振り込みによりお借り入れOK!!  
●ATMでお借り入れもご返済もOK!  ●担保も保証人も不要  ●20歳からのカードローン

来店不要　印鑑不要　最短即日に受付審査回答 お申し込みはPC・スマートフォンかお電話で！ 

Web完結！お申し込みからお借り入れまで

0120-86-6070

  （2021年1月18日現在）

ローン受付センター
（24時間365日受付）

2021年1月18日●～月 2021年4月30日●金キャンペーン期間

対象商品 カードローンASCA

・キャンペーン期間中に「カードローンASCA」をご契約
・申込時に携帯電話番号を確認できたかた

QUOカードPay1,000円分プレゼント

木竜麻生

第四北越銀行

合併記念キャンペーン

カード
ローン篇

第四北越銀行 カードローン
アスカ

対象条件

・2021年4月30日（金）時点で解約されている場合
・契約内容の変更に伴う新規ご契約の場合対象外

※プレゼントは5月以降、申込時に確認した携帯電話番号にSMSで発信いたします。専用ＵＲＬからお受け取りください。
※また、SMS拒否設定されているかたにはお送りできません。予めご了承ください。
※フィーチャーフォンやタブレット、ガラホ携帯は、QUOカードPayの動作を保証しておりません。予めご了承ください。


