
FAX送信方向

■お申込内容について

■お申込みの方について

■お勤め先について

お借入先 現在残高

■収入とお借入状況について

リフォームローン(リフォーム２０）仮審査申込書
※ご本人さまの確認またはお申込内容の確認のため、お勤め先またはご自宅にお電話を差し上げる場合がございます。

株式会社福邦銀行御中　　保証委託先：㈱オリエントコーポレーション御中

自宅　　　　　　－　　　　　－　　　　　なし

携帯　　　　　　－　　　　　－　　　　　なし

昭和　平成　　　　　　年　　　　月

従業員数

返 済 用
普 通 預 金
口 座 番 号

電話
番号

年　 　月　　 日

入居年月

お申込日
お 借 入
希 望 日

お 取 引 店
（ 希 望 店 ）

年　  月 　　日 年　  　月　  　日
支店

お 使 い み ち
年　　　　　　ヵ月

お 申 込 金 額
万円

ご 返 済 期 間

おなまえ

有　　　　無配偶者

フリガナ 生 年
月 日

性別

〒 －
ご
家
族

フリガナ

おところ 有（　　　　人）　　無

有（　　　　人）　　無

所属部署

電話番号

他の
扶養家族

入社年月
ご職業

経営者　正社員　公務員

自営　契約社員　派遣

　　　－ 　－

　　年

    月

昭
和

平
成

業 種

会 社 名

住 所

お仕事内容

〒 －

製造　　土木　　建設　　卸売　　小売　　飲食　　旅館　　娯楽　　運輸　　通信　　倉庫　　生保　　訪問販売　　教育　　医療　　放送
出版　　不動産　　金融機関　　公共　　農林　　水産　　鉱業　　その他

事務　　営業　　販売　　労務　　製造　　運転手　　技能　　保安　　接客　　個人経営　　法人経営　　その他　　　　　

嘱託　年金　その他

本件を除く
その他のお
借入状況
（本件にて返済
を予定されてい
るお借入は○を
ご記入下さい）

税込年収 万円 収入形態

小計 万円

会社名
電 話 番 号 お仕事内容

【個人情報の利用目的について】

万円

固定給　　一部歩合制　　完全歩合制　　事業収入　　不動産収入　　　その他

（出向・派遣されている方は出向先または派遣先について以下にご記入下さい）

出向

派遣

フリガナ

担保があるお借入れ（住宅ローンなど）

お借入先 現在残高 ご返済

万円

万円

万円

担保がないお借入れ（カードローンなど）

お借入先 現在残高ご返済 ご返済

万円

万円万円

　営業店名

部店長印 検印

お借入合計 万円

私は、下記及び裏面掲載の｢個人情報の利用目的について｣
｢個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項｣｢仮審
査お申込にあたってその他ご同意いただく条項｣に同意のう
え、標記ローンに申し込みます。

係印 本人確認

必ずお読みください

署
名

小計

この仮審査申込書をFAXで送信してください。送信後の原本は、お客様の手元に控えとして保管してください。

午後5時以降および土・日・祝日のお申込は、翌
営業日の受付となります。FAX　0120-681-294

お
住
ま
い

　家族持家(戸建・ﾏﾝｼｮﾝ)

　公団・公営　     　借家

　賃貸(ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ)

本人持家(戸建・ﾏﾝｼｮﾝ)

官舎　　　社宅　　　寮

その他（　　　　　　　　　）
同一生計の

お子様

昭和

平成

男性　　・　　女性

銀行は、お宮様の個人情報および本人確認情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

１．銀行の業務内容

　(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務およびこれらに付随する業務

　(2)公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことが

     できる業  務およびこれらに付随する業務

　(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

２．銀行の利用目的

　(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの中込の受付のため

　(2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため

　(3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため

　(4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため

　(5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため

　(6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に

     提供するため

　(7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行

     するため

　(8)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

　(9)市場調査、ならびにデータ分折やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため

　(10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため

　(11)関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

　(12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

　(13)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

　(14)当行の業績把握・決算関連業務・監査業務・人事関連業務・安全管理業務等の内部管理のため

　(15)当行が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため

　(16)当行の株主さまに関する権利および義務の履行のため

　(17)法令等に基づき開示、報告を行うため

※利用目的の(10)による各種ご提案(宣伝物・印刷物の送付等の営業案内)を希望しない場合は、停止を申出ることができます。

※法令等による利用目的の限定について

●銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の

返済能力の調査以外の目的・第三者提供はいたしません。

●銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、医療保険または犯罪履歴についての情報等の特別非公開情報は、適切

な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。

【個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項(重要事項抜粋)】

１．個人情報の利用

申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と提携する個人信用情報機関（以

下「提携先　機関」という。）および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下｢提携先機関｣という。)に申込人の個人情報(加盟

先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関に

よって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録

されている場合には、銀行等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は

返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能

力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能

力を調査する目的のみに利用します。

２．取引情報の個人信用情報機関への提供

申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務

先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種

類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞

等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、加盟先機関に提供する

ことに同意します。

３．取引情報の登録と他会員への提供

申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同

意します。提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第13条の6の6等、

貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利

用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規

則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびそ

の加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。



【個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項】

本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から５年を超えない期間 本人から申告のあった日から５年を超えない期間 登録日から５年以内

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間 当該登録情報が調査中の期間

ー ー

官報情報
破産手続開始決定等を受けた日から１０年を超えない
期間

宣告日または決定日から７年間 ー

不渡情報
第１回目不渡は不渡発生日から６ヶ月を超えない期
間、取引停止処分は処分日から５年を超えない期間

契約期間中および契約終了後５年以内

債務の支払を延滞等した事実
契約期間中および本契約終了後(完済していない場合
は完済日)から５年を超えない期間

延滞継続中、延滞解消および債務譲渡の事実に係る
情報については当該事実の発生日から１年を超えな
い期間

契約期間中および契約終了後５年以内

借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(代位
弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む）等の本契約に関する客観
的な取引事実

契約期間中および本契約終了後(完済していない場合
は完済日)から５年を超えない期間

契約期間中およびこの契約による債務の完済日から
５年を超えない期間

本契約にかかる申込みをした事実として申込日・申込内容(契約が不成立に
なった場合を含む）

銀行等が信用情報を利用した日より１年を超えない期
間

全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構

氏名、生年月日、性別、住所、（本人への郵便不着の有無等を含む。）、電話
番号、勤務先等の本人情報

下記の情報が登録されている期間

０３－６７１４－７７４２

申込日から１年を超えない期間 保証会社が信用情報を利用した日から６ヶ月間

０５７０－０６６０９９

０３－３２７０－２５６０

株式会社シー・アイ・シー 　　　　　℡0120‐810‐414　　http://www.cic.co.jp

東京都千代田区大手町２－１－１　大手町野村ビル２４階

下記の情報が登録されている期間 下記の情報が登録されている期間

０６－６３６８－７５７７

０３－５９９６－１１１１

福井県福井市日の出４丁目１１－１３

東京都千代田区麹町５－２－１

東京都港区２丁目１６－４

東京都立川市曙町２－２２－２０　立川センタービル

東京都千代田区大手町１－２－４

京都府京都市下京区烏丸通５条上る高砂町３８１－１

０４２－５２８－５７０１

０１２０－５１－０５０８

株式会社日本信用情報機構 　　　　　℡0120‐441‐481　　http://www.jicc.co.jp

※加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録機関

登録情報
登録期間

株式会社シー・アイ・シー

東京都中野区江原町１－１３－２２

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

全国銀行個人信用情報センター 　　　　　℡03‐3214‐5020　　http://www.zenginkyou.or.jp/pcic/index.html

株式会社シー・アイ・シー 

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

個人信用情報機関名

大阪府大阪市豊津町９－１　パシフィックマークス江坂

電話番号　・　ＵＲＬ 個人信用情報機関名 電話番号　・　ＵＲＬ

[個人信用情報機関の連絡先]

ＳＭＢＣコンシューマファイナンス株式会社

オリックス・クレジット株式会社

株式会社セディナ

クレディセゾン株式会社

アプラス株式会社

全国保証株式会社

アイフル株式会社

加盟する個人信用情報機関ご連絡先 所在地

０３－５２７５－０２１１

０７７６－２５－５１２７ 福井県福井市順化１－６－９ 全国銀行個人信用情報センター / 株式会社日本信用情報機構

０７７６－２７－７７７２

株式会社オリエントコーポレーション

福邦カード株式会社

株式会社福邦銀行

銀行・保証会社名

株式会社福邦銀行 全国銀行個人信用情報センター / 株式会社日本信用情報機構

[銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関]

銀行・保証会社名 加盟する個人信用情報機関

福邦カード株式会社

[個人信用情報機関の連絡先]

個人信用情報機関名 電話番号　・　ＵＲＬ

株式会社
日本信用情報機構

※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は相互に提携しています。 ※各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載しています。

株式会社シー・アイ・シー 　　　　　℡0120‐810‐414　　http://www.cic.co.jp

株式会社日本信用情報機構 　　　　　℡0120‐441‐481　　http://www.jicc.co.jp株式会社オリエントコーポレーション 株式会社シー・アイ・シー / 株式会社日本信用情報機構

　　　　　℡03‐3214‐5020　　http://www.zenginkyou.or.jp/pcic/index.html全国銀行個人信用情報センター 

株式会社
シー・アイ・シー

株式会社
日本信用情報機構

株式会社
シー・アイ・シー

登録期間
登録情報

株式会社シー・アイ・シー

登録期間

氏名、生年月日、性別、住所、（本人
への郵便不着の有無等を含む。）、電
話番号、勤務先等の本人情報

右記の情報が登録されて
いる期間

右記の情報が登録されて
いる期間

右記の情報が登録されて
いる期間

※加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録機関

登録情報 全国銀行個人
信用情報センター

全国銀行個人
信用情報センター

本契約にかかる申込みをした事実とし
て申込日・申込内容(契約が不成立に
なった場合を含む）

銀行等が信用情報を利用
した日より１年を超えない
期間

申込日から１年を超えない
期間

保証会社が信用情報を利
用した日から６ヶ月間

申込人(契約成立後の契約者含む。以下同じ。)は本申込(本契約含む。以下総称して｢当該取引｣という。)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を株式会社福邦銀行(以下銀行という。)及び下記保証会社(以下、保証会社と
いう。また、銀行と保証会社を一括して｢銀行等｣という。)が以下の通り取扱うことに同意します。
第1条　個人情報の第三者への提供先について
　(1)加盟する個人信用情報機関　(2)保証会社
第2条　個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
１【個人情報の利用】
申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(以下｢「加盟先機関」という。｣および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟金会員によって登録され
る契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報含む。)が登録されている場合には、銀行等が当該取
引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報に
ついて、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
２【取引情報の個人信用情報機関への提供】
申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証の記号番号等)、申込情報(申込日および申込商品種別等)、契約内容に関す
る情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権
譲渡等)を、加盟先機関に提供することに同意します。
３【取引情報の登録と他会員への提供】
申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。
提供を受けた会員は当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第13条の6の6等貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について返済または支払能力を調査する目的のみ
に利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人
信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
４【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。
５【加盟先機関】
[銀行および保証会社のお問い合わせ窓口および加盟する個人信用情報機関]

第3条　銀行と保証会社との間で提供される個人情報の内容および利用目的
申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約
上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切且つ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
(2)銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
(3)銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
(4)延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
(5)銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、銀行における保証会社審査の結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断
およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円
滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
(1)氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載全ての情報
(2)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(3)保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
(4)保証会社における、保証残高、保証にかかる継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
(5)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
(6)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

【仮審査お申込みにあたってその他ご同意いただく条項】
第1条　保証会社の選定について
申込人は、仮審査申込書｢保証委託先｣に記載された保証会社の選定について、銀行による審査の結果、銀行が任意に行うことに同意します。保証会社による審査の結果、希望の保証が受けられない場合は、他の保証会社(1社に限ります。)
に再度保証を依頼することに同意します。
第2条　融資が受けられない場合の同意について
申込人は、銀行等の審査の結果融資が受けられない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込み時に差し入れた仮審査申込書および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。また、本契
約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。


