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１．カードローンとは
２．カードローン市場
３．アコムの事業
４．課題の確認
５．企画上の制約
 

アジェンダ 



課題の確認 

•   「カードローンを利利⽤用するならアコムにし
たい！」と思ってもらえる企画を募集しま
す。

 　テーマ

•  	  「こんなカードローン・サービスがあるか
ら」「こんな使い⽅方ができて便便利利だから」

など、
•   新たな価値や使い⽅方の提案も含めた

•   アコムを利利⽤用したくなる企画を考えてくだ
さい。

 　サブテーマ



 　①契約時に決められた限度度額の範囲内で

 　②繰り返しお⾦金金を借りることができ

 　③⼀一定の⾦金金額以上を、⾃自分の都合で返済する

１．カードローンとはー特徴 

 　④利利息は利利⽤用した⽇日数分だけ発⽣生する

• カードローンの特徴 



１．カードローンとはー利用例 

限度度額３０万円の場合
３０万円 　利利⽤用可能

５万円、利利⽤用すると･･･
あと２５万円 　利利⽤用可能残⾼高５万円

さらに１０万円、利利⽤用すると･･･
あと１５万円 　利利⽤用可能残⾼高１５万円

返済するときは･･･

• 例えば 



２．カードローン市場－プレイ
ヤー 

消費者⾦金金融

クレジット
カード等

銀⾏行行等



２．カードローン市場－規模の推
移 
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カードローン市場（残⾼高）推移

消費者⾦金金融 クレジットカード等 銀⾏行行等

（兆円）

（⽇日本貸⾦金金業協会統計、⽇日本銀⾏行行統計より）



最新のＣＭをご覧ください。 
次のＵＲＬよりご確認ください	  
 　h.p://www.acom.co.jp/p/navi/cm.html



1979年年 　年年中無休・24時間稼動のATMを導⼊入 　

1936年年 　呉服店として創業

1960年年 　個⼈人向け無担保ローン開始

1978年年 　アコム株式会社を設⽴立立

1998年年 　業界初の⾃自動契約機「むじんくん」導⼊入 　

1998年年 　MasterCardの発⾏行行ライセンス取得

2008年年 　ＭＵＦＧの⼦子会社化

３．アコムの事業－歴史 
・沿⾰革概略略
 

1979年年 　年年中無休・24時間稼動のATMを導⼊入 　

1998年年 　MasterCardの発⾏行行ライセンス取得

1998年年 　業界初の⾃自動契約機「むじんくん」導⼊入 　



３．アコムの事業－社名の由来 



３．アコムの事業－事業概要 
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219
（⾒見見込み）

３．アコムのローン事業－業容 

○利利⽤用者数130万⼈人



３．アコムのローン事業－お客さまの特
徴① 

男性
71%

⼥女女性
29%

• 男⼥女女⽐比率率率



３．アコムのローン事業－お客さまの特
徴② 

20代
48%

30代
20%

40代
18%

50代〜～
15%

• 年年齢層



３．アコムのローン事業－お客さまの特
徴③ 

• 年年収別

200万以下

25%

200万超
500万以下

65%

500万超
700万以下

7%
700万超

3%



３．アコムのローン事業－強み 

• スピーディーな審査、融資
Ｓｐｅｅｄ（即時性）

• お客さまのライフスタイルに応える利利便便性
Ｓｉｍｐｌｅ（利利便便性）

• お客さまのプライバシーに配慮
Ｓｅｃｒｅｔ（秘匿匿性）

• 万全のセキュリティ体制
Ｓａｆｅｔｙ（安全性）

• ４つのＳ



３．アコムのローン事業－強み 

＜アコムカード＞ 
・最短30分で審査、60分で融資可能
・契約後30⽇日間は⾦金金利利０円！

＜ACマスターカード＞ 
・クレジットカードも即⽇日発⾏行行可能
・⼊入会⾦金金、年年会費無料料

• 商品 



３．アコムのローン事業－強み 

契約

• ⾃自動契約機
•   (むじんくん)
• インターネット
• 店頭窓⼝口

借⼊入

• ⾃自社ＡＴＭ
• 提携ＡＴＭ
• 店頭窓⼝口
• 振込

返済

• ⾃自社ＡＴＭ
• 提携ＡＴＭ
• インターネット
• 店頭窓⼝口
• 振込

○全国1,047拠点の店舗、ATMネットワーク
○コンビニのＡＴＭ等でも借⼊入、返済が可能

• チャネル 



３．アコムのローン事業－強み 
• チャネル 

スマホアプリ

＜インターネット＞ 
・店頭と同様のサービスを実現
・必要書類の提出はアプリで簡単
・利利⽤用明細書もネットで確認

⾃自動契約機 店頭窓⼝口

＜リアル＞ 
・⾃自動契約機で誰にも会わず
 　契約できる
・詳しい説明は店頭窓⼝口

インターネット



 　

４．課題の確認－テーマ設定の背
景 

• 例えば 
「アコム」の社名は95％の⼈人が知っている

90％の⼈人がカードローンの会社だと知っている

申込検討

申込

我慢する？？

他の⾦金金融機関？？



４．課題の確認－テーマ 

•   「カードローンを利利⽤用するならアコムにし
たい！」と思ってもらえる企画を募集しま
す。

 　テーマ

•  	  「こんなカードローン・サービスがあるか
ら」「こんな使い⽅方ができて便便利利だから」

など、
•   新たな価値や使い⽅方の提案も含めた

•   アコムを利利⽤用したくなる企画を考えてくだ
さい。

 　サブテーマ



５．企画の制約 

• ２０歳以上６９歳以下
• 安定した収⼊入のある⽅方

契約が可能な⽅方



ご静聴、ありがとうございま
した。 


