
                     

 

2022 年 2 月 14 日 

各 位  

オリックス・クレジット株式会社 

 

スマホ完結型ローン「ORIX MONEY」の取扱開始 

～期間限定、最大 3カ月間の実質無利息キャンペーンを展開。 

ピース又吉直樹さん、綾部祐二さん出演のテレビ CM もスタート～ 

 

オリックス・クレジット株式会社（本社：東京都立川市、社長：岡田 靖）は、このたび、 

個人向けローンの新商品「ORIX MONEY」の取り扱いを開始し、本日より、「最大 3 カ月

間 実質無利息キャンペーン」を実施しますのでお知らせします。 

あわせて、お笑いコンビのピースを起用した新 CM を本日より全国で放映開始します。 

 

 
 

「ORIX MONEY」は、個人向けローンとして、お申し込みからご契約、お借り入れ、

ご返済まで、すべての手続きがスマートフォンで完結する新しいマネーサービスです※1。

お申し込み時に必要な書類のアップロードや、eKYC※2による本人確認手続きもスマホで

行うことができます。お借入れ時には、お客さまの金融機関口座に 24 時間・365 日※3即

時振込ができるほか、返済用口座を設定することで、いつでもご返済いただけます。 

このたびの新商品の取扱開始を記念して、本日～4 月 28 日（木）までの期間、新規ご成

約のお客さまを対象に、最大 3 カ月間、お支払いいただいた利息を全額還元するキャンペ

ーンを実施します。 

 

また、本日よりピースの又吉直樹さんが出演する新 CM を、3 月 7 日より綾部祐二さん

と共演する新 CM を全国で放映します※4。本商品は、お客さま一人一人の前向きな決断を

後押しさせていただけるよう、「その決断に新しい追い風を。」をコンセプトとしています。

「新しい決断」を体現されているピースのお二人のイメージに重ねた本商品の CM を、ぜ

ひご覧ください。 

オリックス・クレジットは、今後もお客さまの利便性向上につながるサービスを拡充する

とともに、お客さまのニーズに合わせた金融商品の開発に努めてまいります。 

以 上 

※1 商品ウェブサイト：https://www.orixcredit.co.jp/orixmoney/ 

※2 オンラインで行う本人確認手続き。 

※3 2021年12月2日付プレスリリース「ご融資金の「即時振込」を24時間365日に拡大」 

※4 第一弾 CM「ORIX MONEY 心を決めた人々」篇（オリックス・クレジット公式 YouTube チャンネル） 

 

 

 

 

 

＜本商品に関するお問い合わせ先＞ 

オリックス・クレジット株式会社 TEL：0120-20-8480 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 船山・我妻 TEL：03-6722-3630 

https://www.orixcredit.co.jp/
https://www.orixcredit.co.jp/news/release211202.pdf
https://www.orixcredit.co.jp/news/release211202.pdf
https://youtu.be/MwK7m22ieVc


                     

■「ORIX MONEY」商品概要 

お申し込み可能な方 満 20 歳以上 69 歳までの方で毎月定期収入のある方 

ご契約枠（コース） 10 万円～800 万円 

金利（実質年率） 2.9％～17.8％ 

返済方式 新残高スライドリボルビング返済 

契約期間 1 年毎の自動更新 

返済期間/返済回数 最終借入日から最長 17 年 8 カ月・1 回～212 回 

遅延損害金 実質年率 19.9％ 

担保・保証人 不要 

※お申し込みには所定の審査があり、審査結果によってはご希望に添えない場合がありま

す。 

※お申し込み時に 50 万円から 800 万円の間で当社が設定するご契約枠からご希望契約枠

(コース)をご選択いただきますが、審査結果によっては 50 万円を下回る契約額となる場合

があります。 

※個人事業主の方の新規入会時のご契約枠は、一律 50 万円となります。 

 

 

■オリックス・クレジット公式アプリ「ORIX MONEY」について 

 

・対応端末：iPhone、Android 

＜App Store＞ 

https://apps.apple.com/jp/app/id1607805789 

＜Google Play＞ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.orix.credit.nextage.prod202201 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/jp/app/id1607805789
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.orix.credit.nextage.prod202201


                     

■「最大3カ月間 実質無利息キャンペーン」について 

 

 

キャンペーン期間 ：2022 年 2 月 14 日(月)～2022 年 4 月 28 日(木) ご成約分まで 

対象商品     ：ORIX MONEY 

URL        ：https://www.orixcredit.co.jp/orixmoney/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orixcredit.co.jp/orixmoney/


                     

■キャンペーン概要 

対象のお客さま  キャンペーン期間中に「ORIX MONEY」を新規にご契約いた

だいたお客さま  

キャンペーン内容 成約月を1カ月目とし、最大3カ月間お支払いいだだいた利息を

全額還元します。 

（利息還元対象期間の例） 

●2022年2月14日(月) ご成約＝2022年2月14日(月)～2022年5月

2日(月)までに支払った利息を全額還元。(※) 

●2022年3月1日(火) 成約＝2022年3月1日(火)～2022年5月31日

(火)までに支払った利息を全額還元。 

●2022年4月1日(金) 成約＝2022年4月1日(金)～2022年6月30日

(木)までに支払った利息を全額還元。 

※利息還元期間の最終日が金融機関休業日の場合は、実際の約

定日を最終日とします。 

利息還元時期 還元日は、利息還元対象期間終了日の翌月下旬となります。  

（例） 

●成約月が2月の場合 → 2022年5月末日までに振込(2022年2

月14日(月)～2022年5月2日(月)までに支払った利息) 

●成約月が3月の場合 → 2022年6月末日までに振込(2022年3

月1日(火)～2022年5月31日(火)までに支払った利息) 

●成約月が4月の場合 → 2022年7月末日までに振込(2022年4

月1日(金)～2022年6月30日(木)までに支払った利息) 

注意事項 ・2022年4月28日(木)までに「ORIX MONEY」をご成約され

た方が本キャンペーンの対象となります。 

・約定・臨時返済に関わらず、対象期間中に、実際にお支払い

いただいた利息が還元の対象となります。 

・利息還元はお支払いいただいた利息の合計が500円以上ある

場合とさせていただきます。 

・対象期間中のご利用でも、対象期間外にお支払いいただいた

利息は還元されません。 

・対象期間中のご返済額のうち利息分の金額を、ご登録口座へ

振り込む方法で還元します。ご登録口座に不備などがござい

ますとお振り込みができない場合がありますので、ご注意く

ださい。 

・「ORIX MONEY」への商品切替、過去に弊社商品のご契約が

ある方は本キャンペーンの対象外となります。 

・利息の還元時までに延滞・解約、その他契約状態によりご利

用ができなくなった方は還元の対象外となります。 

・本キャンペーンは予告なく終了となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 



                     

■CM 放映概要 

 

タイトル：第一弾「ORIX MONEY 心を決めた人々」篇 

放映開始日：2022 年 2 月 14 日(月) 

放送地域：全国 

出演者：ピース・又吉直樹さん 

 

タイトル：第二弾「ORIX MONEY 行くと決めた男」篇 

放映開始日：2022 年 3 月 7 日（月） 

放送地域：全国 

出演者：ピース・又吉直樹さん、綾部祐二さん 

 

第一弾として本日から放映される「ORIX MONEY 心を決めた人々」篇では、又吉さん

が語り役となり、人生の岐路で決断をした人々のストーリーを紹介します。 

第二弾では、綾部さんのメインストーリー「ORIX MONEY 行くと決めた男」篇（3 月 7

日放送開始）を放送します。 

 

 

 

■出演者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又吉直樹（写真左） 

性別：男性   

生年月日：1980 年 06 月 02 日 

身長/体重：164cm /58kg  

出身地：大阪府 寝屋川市 

血液型：B 型 

趣味：サッカー/散歩/読書 

出身/入社/入門：1999 年 NSC 東京校 5 期生 

綾部祐二（写真右） 

性別：男性  

生年月日：1977 年 12 月 13 日 

身長/体重：167cm /55kg 

出身地：茨城県 古河市 

血液型：O 型  

趣味：ファッション/スポーツ 

出身/入社/入門：1999 年 NSC 東京校 5 期生 



                     

■ストーリーボード：第一弾「ORIX MONEY 心を決めた人々」篇 

 

 

 


