さいたま住宅生活協同組合ご利用のお客さまへ

提携住宅リフォームローン

提携住宅リフォームローン商品内容
ご 利 用 いた だ ける方

ご 融 資 後 の 金 利 の 見 直 し（ 変 動 金 利 の 場 合 ）

●満20歳以上で、
満81歳になるまでにご返済を終えられる方

●新長期プライムレート
（３年以内）
に連動する変動金利

●勤続年数が1年以上の方
（新卒者の方は、勤続1年未満でもお

●年２回
（４月１日と１０月１日を基準日とする）、新長期プラ

申し込みできます。）
※自営の場合は営業年数が3年以上の方
●前年税込年収が100万円以上ある方
● 建物および敷地が本人または親族（注）の所有であることが確
認できる方
※ご本人がお借入対象の建物にお住まいの場合に限ります。
（注）ここでいう親族とは､配偶者､子､本人および配偶者の父
母･祖父母とさせていただきます。
●建物および敷地に担保権の設定がない方
※住宅金融支援機構からの借入、住宅ローン等の住宅融資に
関する担保権の場合にはお申し込みいただけます。
●群馬信用保証
（株）
の保証が得られる方
●その他、
当行所定の融資基準を満たしている方

お使いみち
●ご自宅の増改築･補修､システムキッチン･浴室などの改修資金
●自宅敷地内の車庫・物置・造園・門扉・塀などの住宅本体以外の

構築物に関わる資金
●太陽光発電システムの設置・購入費用

イムレート（３年以内）
を基準として見直します。
● 見直し基準日以降最初に到来する約定返済日の翌日から新金

利を適用します。

ご融資期間
●６か月以上15年以内
（6か月単位）

新規ご融資金利
●固定金利と変動金利の２種類の金利を用意しております。
新規ご

融資金利については、下記までお問い合わせください。

「団体信用生命保険」
に
ご加入いただけます。
保険料は当行が
負担します。

する返済方法です。）

インターネット、FAX による
仮審査申し込みの結果を、
最短で当日中にご回答
いたします。

元金分は、
ご融資金額の50％以内で、かつ１万円単位といた
します。

保証会社

1

●保証会社は群馬信用保証
（株）
となります。
●別途、
保証料はいただきません。
●ご返済が滞る等一定の事由が生じた場合、
保証会社がお客さまに

商品内容をご確認のうえお申し込みください。お申し込みは当行営業地域内にお住まいか、お勤めのお客さまに限らせていただきます。

代わって残りのお借入金額およびお利息等を一括で返済いたしま
す（代位弁済）。代位弁済後は、保証会社に対して支払義務が生じます。

24時間

繰 り上 げ 返 済 手 数 料
●
「全額繰り上げ返済」
または
「一部繰り上げ返済」時に、
ご融資期

間が残り１年以上ある場合は、繰り上げ返済手数料（5，
400
円、
消費税含む）
をお支払いいただきます。

受付OK!

【群馬銀行】提携住宅リフォームローン専用ページ

【送信先】群馬銀行ダイレクトセンター

0120-254730

http://www.gunmabank.co.jp/teikei/reform
販売店コード
（ID）
:63813

2

回答！
スピード

原則として、午前中のお申し込みは当日中に、午後のお申し込みは翌営業日の午前中にご回答いたします。
【ご連絡時間9:00〜20:00（土・日・祝休日、12/31〜1/3を除く）】
ご連絡のつかない場合は郵送にてお知らせいたします。
土･日･祝休日、12/31〜1/3のお申し込みは翌営業日中にご連絡いたします。
審査結果のご連絡は仮審査申込書到着後、最短で2時間程度かかります。
お申し込み内容で確認させていただく事項がある場合は、確認後の審査となりますのでご了承願います。

（平成27年９月１日現在）

ご連絡の際、
ご本人さまの確認をさせていただきます。

審査によってはご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承願います。

3
正式なお申し込み手続きは、審査結果のご連絡後、お取引店またはお取引希望店にご来店ください。既に
当行ご利用口座（普通預金）
をお持ちの方で、土・日曜日にお手続きをご希望の方は事前にお取引店にご
相談ください。最寄りのローンステーションをご案内させていただきます。

その他商品内容、最新金利、キャンペーン情報のご照会先

群馬銀行ダイレクトセンター

ご来店の際は「運転免許証」
「所得を証明する書類」等をお持ちいただきます。

群馬銀行ホームページ http://www.gunmabank.co.jp/

団体信用生命保険に加入する場合、健康状態について告知をしていただきます。傷病歴等がある場合、
保険会社の審査に２週間程度かかることもございますので、お早めのお手続きが必要です。

販売店名： さいたま住宅生活協同組合
販売店コード（ID）
： 63813
※本リーフレットの内容は平成27年７月１日現在のものであり、
予告なく変更させていただく場合があります。

あなたの夢、応援します。
9880911

請求単位・枚

27.９ 2,800（100）

〒371-8611 前橋市元総社町194

裏面の仮審査申込書に必要事項をご記入の
うえ FAX にてご送信ください。

ご郵送でのお申し込みの場合は、仮審査申込書が到着次第審査させていただきます。

担 保・保 証 人
●不要です。

24時間

受付OK!

団体信用生命保険
ます。
●最終返済時年齢が70歳以上の場合、
必ずご加入いただきます。
●加入者が、
死亡または所定の高度障害状態になられたとき、保
険金によりローンの残額が返済されます。
●保険料は当行が負担します。
●ご加入に際しては、
保険会社による所定の審査がございます。

●10万円以上1,000万円以内
（1万円単位）

15

最短当日回答！
土日のお手続きも
可能！

●６か月ごとの均等増額返済も併用できます。
ただし、増額返済

●高効率給湯器の設置・購入費用

ご融資金額

万一の際は
保険金で！
ローンを返済

●元利均等毎月返済
（毎月の元本と利息の返済合計額を一定に

● 最終返済時年齢が70歳未満の場合、
任意でご加入いただけ

（事業資金にはご利用いただけません）

15

1,000
1,000

ご返済方法

●ガスコージェネレーションシステムの設置・購入費用
● その他環境に配慮した住宅設備等の設置・購入費用

ご自宅の増改築、浴室やシステムキッチンの改修、太陽光発電システム等、
環境に配慮した住宅設備の購入・設置費用に

h t t p : // w w w. g u n m a b a n k . c o . j p /

4
普通預金通帳とそのお届け印（普通預金通帳をお
持ちでない方は、
口座開設のためのお届け印）
運転免許証などご本人さまを確認できる資料
健康保険証
お使いみちを確認できる資料
（見積書、契約書など）
所得を証明する資料
･給与所得者の場合…源泉徴収票または住民税決
定通知書、
市町村の発行する前年税込年収の証明
書のいずれか一つ
･自営の場合…税務署の発行する納税証明書（そ
の２）
前年分を含む]連続３期分、
同
（その３）
前年分
その他、必要に応じて確認書類をいただく場合が
あります。
※ローンのご利用に際しましては、当行所定の審査をさせていた
だきます。
※ご返済試算額等、詳しくは営業店窓口までお気軽にお問い合わ
せください。
説明書をご用意しております。

株式会社 群 馬 銀 行 御中
群馬信用保証株式会社 御中

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

ご郵送 〒371-8611 前橋市元総社町194 群馬銀行ダイレクトセンター行

▲

0120-254730

▲

ＦＡＸなら

提携住宅リフォームローン仮審査申込書
兼仮保証委託申込書

［株式会社群馬銀行・群馬信用保証株式会社に対する同意内容］

お 申 込 日 平成

年

月

日

借入希望日 平成

年

月

日

第１条（個人情報の利用目的）-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------株式会社群馬銀行（以下「銀行」という）は、個人情報の
保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 号）に

本人または親族の所有である

随する業務（今後取り扱いが認められる業務を含みま
す。）

生 年 月 日

1. 男
2. 女

印

年

年

齢

月

日

満

歳

ご自宅

(

携 帯

(１万円単位)

万円

支払予定先

具体的にご記入ください。

①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお

基づき、申込人の個人情報を、以下の業務および利用目的の

申込の受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づく申込人の確認等や、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

達成に必要な範囲で利用いたします。
Ａ．業務内容

支払先
（ご購入・ご契約先等）
への振込みとさせていただきます。

③上記①②に付随する一切の業務
①申込みの受け付け、資格確認、保証の審査、保証の決定
②保証取引の継続的な管理、保証・審査基準の見直し

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

⑤保証業務における市場調査等研究開発、取引上の必要

支払総計

（ご購入・ご契約先等）

万円

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

万円

する各種ご提案のため
⑪提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため

な各種郵便物の送付
⑥その他申込人との取引の適切かつ円滑な履行
Ｃ．利用目的の限定
①個人信用情報機関から提供を受けた申込人の借入金返
済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外
の目的に利用・第三者提供いたしません。
②人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴
についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業
務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利
用・第三者提供いたしません。

所有不動産
ご

ご 職
業

職

1. 独身

族
業

2. 既婚

1. 会社員・会社役員

㎡）

）人

扶養家族の人数（ご本人除く）

）人

2. 官公庁職員

3. 自営業

（
4. 年金受給者

2. 無

ご家族と

1. 同居

2. 別居
)

役

1. 一般職 2. 管理職
3. 役員

職

お 勤 め 先 電 話 番 号 (市外局番からご記入ください)

フリガ ナ
〒

(

)

1. 製造・建設業 2. 卸売・小売業 3. 公共・公益事業 4. 飲食・旅館 5. 運輸・倉庫 6. 生保セールス・訪問販売
7. 教育・医療 8. 放送出版・情報 9. 不動産業 10. 金融機関 11. その他サービス業 12. 農林水産業

万円

(100万円以上)

家族収入

左記「前年税込年収」以外の収入
万円 事業収入
不動産収入

万円

康 1. 社保 2. 国保
険 3. その他
（

3. 昭和
4. 平成

年

）

月

［ ］

前勤務先名
（転職のみ） 勤続年数
万円

年

●お申込人ご本人さまの普通預金口座番号をご記入ください。なお、口座をお持ちでない方は、お取引希望店をご記入ください。既にローンをお借り入れされている方は、ご返済されている口座のある支店名と口座番号をご記入ください。

ＦＡＸ

お取引店名
仮審査結果およびお申し込み
内容等についてのご連絡先
（※ご本人さまのご連絡先を指定してください）

群 馬 銀 行

本 店
支 店
出張所

ご連絡先

（携

（

帯・ご自宅・勤務先）
※○印をつけてください

お申し込みにあたってのご留意点
（必ずお読みください）

お申し込み内容
ご照会先

）

ご利用口座
（普通預金）
ご都合のよい時間帯
（ご連絡は平日となります）

１．午前

２．午後

群馬銀行ダイレクトセンター 027-255-1380
受付時間 9：00〜17：00
（土・日・祝休日、
12/31〜1/3を除く）

第２条（個人情報の収集・保有・利用）---------------------------------------------------------------------------------------------------------申込人は銀行および群馬信用保証が本申込および本申込に

③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状

基づく契約（以下「本契約」という）を申込人と銀行・群馬
信用保証との取引の与信判断および与信後の管理のため、以

況。
④本契約に関する申込人の返済能力を調査するためまた

下の情報（以下これらを総称して「個人情報（その履歴を含
む）」という）を保護措置を講じた上で収集・保有・利用す
ることに同意します。

は支払途上における返済能力を調査するため、申込人
が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、銀行お

①所定の申込書に申込人が記載した申込人の氏名、年齢、
生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居
状況。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支

0120-254730

■審査結果によってはご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承願います。
なお、
この場合、
お申し込
みをお断りする旨をご通知いたしますが、
ご提出いただいた仮審査申込書は返却しませんので、
ご了承ください。
■ご連絡する審査結果は、あくまでも事前審査の結果です。正式なお申込手続きのため、お取引店（お取引希望
店）またはローンステーションの窓口へ所定の日までにお越しください。ご来店の際は「運転免許証」
「所得を証
明する書類」等をお持ちいただきます。
■ご提出いただいた仮審査申込書の記入事項とご持参いただいた確認資料等の記載内容が相違する場合には、ご
連絡した審査結果の如何にかかわらず、ご希望に添いかねる場合がございます。
■支払先が当行と提携している業者以外の場合、通常の住宅リフォームローンの店頭金利が適用されます。
■お申込後、審査結果の連絡がない場合は仮審査申込書の未着も考えられますので、上記電話番号までご照会ください。

人確認を行った際に収集した情報。

払回数。

第３条（個人信用情報機関の登録および利用）-----------------------------------------------------------------------------------------------（1）銀行および群馬信用保証が加盟する個人信用情報機関（個人の返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該
情報の提供を業としている者）および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人等の個人情報（当該各機関の
加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録
を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。）が登録されている場合には、銀行および群馬信用保証がそれを与信取引
上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則および割賦販売法等により、返済能力に関する情
報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。）のために利用することに同意します。
（2）銀行および群馬信用保証が加盟する前項の個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は次のとおりです。各機関
の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示
は各機関で行います。（銀行および群馬信用保証ではできません。）
銀行および群馬信用保証
群馬信用保証

提携個人信用情報機関

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

株式会社シー・アイ・シー

全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構

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および株式会社シー・アイ・シー

銀行、群馬信用保証が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
①銀行および群馬信用保証が加盟する個人信用情報機関
名
住

称
所

電話番号
ホームページ
主 な
業務内容

②群馬信用保証が加盟する個人信用情報機関

○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

〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1

〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7
新宿ファーストウエスト15階

〒101−0042 東京都千代田区神田東松下町
41−1

TEL 03-3214-5020

TEL 0120-810-414

TEL 0120−441−481

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

http://www.cic.co.jp/

http://www.jicc.co.jp/

主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信
用情報機関

主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機
員とする個人信用情報機関
関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

(3)下記の個人情報が、銀行および群馬信用保証が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、同機関および当該
機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただ
し、銀行法施行規則および割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。）のために
利用されることに同意します。
登録情報
①

全国銀行
個人信用
情報
センター

②

登録期間

お申し込みに際しましては、以下にご留意ください。
以下②〜⑦の情報のいずれかが登録されている期間

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
●

Ｂ．加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律」

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、貸付額、支払
回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払状況等（完済、支払停止抗弁の申立
等の事実を含む）の情報となります。

第４条（銀行と群馬信用保証の間での個人情報の提供）----------------------------------------------------------------------------------申込人は、本申込および本契約にかかる情報を、銀行と群

（2）群馬信用保証から銀行への個人情報の提供

馬信用保証が相互に提供し、利用することに同意します。
（1）銀行から群馬信用保証への個人情報の提供
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込

記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状

人の下記情報が、保証委託先の群馬信用保証における本申

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、

込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引

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

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

本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下
況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の

開発、取引上必要な各種郵便物の送付、その他申込人との

種郵便物の送付、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、群馬信用保証より銀行に提供されることに

取引が適切かつ円滑に履行されるために銀行より群馬信用
保証に提供されることに同意します。

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

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、借入要領に関す

する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関す
る情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあた

る情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあた
り提出する書面に記載された全ての情報

り提出する書面に記載の全ての情報
②群馬信用保証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、群馬信用保証における取引
に関する情報

②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁
済日等本契約に関する情報
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延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
⑤銀行が群馬信用保証に対して代位弁済を請求するにあ

④群馬信用保証における、保証残高情報、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

たり必要な情報

第５条（債権譲渡）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本契約のローン債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、
申込人の個人情報（個人信用情報機関から取得した情報を除く。）が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債
権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同
意します。

第６条（管理・回収業務の委託）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------申込人は、銀行および群馬信用保証が、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年10月16日法律第126号）第３条に
より法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、この申込みにかかる債権の回収を委託する場合は、申込人の個人情報（個人信
用情報機関から取得した情報を除く。）を銀行および群馬信用保証との間でこの申込みに関する取引上の判断および同社にお
ける債権管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。

第７条（個人情報の開示・訂正・削除）---------------------------------------------------------------------------------------------------------（1）申込人は、銀行・群馬信用保証および第３条（2）記載
の個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法
律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示する
よう請求することができます。

手続きにつきましては、銀行 のホームページによっ
てもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第３条（2）
記載の個人信用情報機関に連絡ください。

①銀行および群馬信用保証に開示を求める場合には、第 （2）万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合に
11条記載の問い合わせ窓口にご連絡ください。開示
は、銀行および群馬信用保証は、すみやかに訂正または削
請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数
除に応じるものとします。
料等）の詳細についてお答えします。また、開示請求

第８条（個人情報の取扱に対する不同意）------------------------------------------------------------------------------------------------------銀行および群馬信用保証は、申込人が申込みに必要な記載事項（借入申込書表面で申込人が記載すべき事項）の記載を希望
しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承諾できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申
込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意しない場合でも、これを理由に銀行または群馬信
用保証が本契約を断ることはないものとします。

第９条（本契約が不成立の場合）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第２条、第３条（3）に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を
問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第 10 条（利用・提供の中止の申出）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

④

⑥

1. この仮審査申込書は、事前審査のための書面です。つきましては、事前審査結果のご連絡後、別途、正式な申込書および確認資料等のご提出が必要となりますので、お申
第 11 条（問い合わせ窓口） ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況（延 契約期間中および契約終了日（完済していない場合は完済日）から５

みのご本人さまがお取引店（お取引希望店）またはローンステーションの窓口までお越しください。なお、事前審査結果のご連絡日から実際の借り入れ日までの期間が3
滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。
）
年を超えない期間
個人情報の開示・訂正・削除における申込人の個人情報に関する問い合わせや利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関

しましては、下記までお願いします。
2. この仮審査申込書の記入事項と、ご来店時にご提出いただく正式な申込書および確認資料等の記載内容とが相違している場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわら
第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分
不渡情報
○株式会社群馬銀行 本・支店およびローンステーション
ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
は取引停止処分日から5年を超えない期間
3. この仮審査申込書は、お客さまにご返却いたしません。
○株式会社群馬銀行 お客さま相談窓口 TEL 027-252-1111
〒 371 − 8611 群馬県前橋市元総社町 194
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
4. お申込後、審査結果のご連絡がない場合は、仮審査申込書の未着も考えられますので、下記電話番号までご照会ください。
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
○群馬信用保証株式会社
TEL 027-252-1169
〒 371 − 0846 群馬県前橋市元総社町 194

⑦ 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報
①

用、提供している場合であっても申込人により中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用・提供を中止する措置を
とります。

話番号、勤務先等の本人情報

を超える場合には、再審査となります。
③ 個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等
当該利用日から1年を超えない期間

⑤

株式会社
日本信用
情報機構

契約期間中および契約終了後から5年間

銀行は、申込人が、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご案内に同意を得た範囲内で銀行が当該情報を利
ュコーナー 3. 職場 4. ダイレクトメール 5. その他
（
この仮審査申込書を入手されたのはどちらですか 1. 銀行の窓口 2. 銀行のキャッシ

個人信用
情報機関名

この仮審査申込書は、事前審査のためのものです。つきましては、事前審査結果のご連絡後、別途、正式な申込書および確認資料等のご提出が必要となりますので、お申し込みのご本人さまがお取引店（お取引希望店）
またはローンステーションの窓口までお越しください。
■銀行または保証会社より、仮審査申込書に記入していただいたご連絡先に確認の電話を差
し上げることがございますのでご了承ください。
■原則として午前中のお申し込みは当日の午後に、午後のお申し込みは翌営業日の午前中に
ご回答いたします。
［ご連絡時間 9：00〜20：00 （土・日・祝休日、12/31〜１/３を除く）］
※ご連絡がつかない場合には郵送にてお知らせいたします。
※土・日曜日、銀行休業日のお申し込みは翌営業日中にご連絡いたします。
※ご郵送でのお申し込みの場合は、仮審査申込書が到着次第審査させていただきます。
※審査結果のご連絡は仮審査申込書到着後、最短で２時間程度かかります。

よび群馬信用保証が収集した取引履歴および過去の債
務の返済状況。
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
申込人の運転免許証、パスポート、住民票等により本

加盟個人信用情報機関

健康保険証記載の資格取得年月をご記入ください︒
自営業の方は営業開始年月をご記入ください︒

前
年
税込年収

1. 10人未満
2. 10人以上
3. 50人以上
4. 100人以上 5. 300人以上 6. 1,000人以上

−
健
保

入社年月

1. １千万円未満または自営業 2. １千万円以上
3. ５千万円以上 4. １億円以上 5. ５億円以上

従業員数

※勤続年数が１年以上の方

新(卒者は１年未満でも可 )
※自営の場合は営業年数３年以上の方

お勤め先
所 在 地

1. 有

月

5.その他 (

担当業務
(仕事内容）

お勤め先名

年

ご自宅以外の不動産

生計を同一とする方の人数（ご本人・別居者も含む）
（

フリガ ナ

業 種 資本金

·給与所得者の方は︑
源泉徴収票の支払金額欄または
所得証明書の収入金額欄の金額をご記入ください︒
·自営業の方は︑
確定申告書
﹁所得金額﹂
合計欄の過
去３期分の平均金額をご記入ください︒

ご

家

建物
㎡）（

3. 昭和
4. 平成

入居開始年月は住民登録した年月をご記入ください︒
扶養家族数は健康保険証よりご記入ください︒

お住まい等

土地
ご自宅（

入 居 開 始 年 月

〈キリトリ線〉

⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

1. 本人持家
2. 家族持家
3. 社宅・寮
4. 借家・賃貸マンション
5. アパート

債務の支払を延滞した事実

します。

Ｂ．利用目的

−

万円

本契約に係る客観的な取引事実

契約期間中および契約終了後5年以内

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。
（5）本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものと

−

自己資金

群馬信用保証が個人信用情報機関に照会した日から6か月間

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

①信用保証ならびに信用調査業務
②住宅金融・個人消費金融相談業務

③加盟する個人信用情報機関への提供
④法令等や契約上の権利の行使や義務の履行

⑧申込人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、ならびにデータ分析やアンケートの実施等

宣告日または決定日から７年間

本契約に係る申込をした事実

（4）申込人は、前項の個人情報が、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

−

お借入希望額

申込日から6か月を超えない期間

⑤ 官報情報

第３条の施行に伴い、割賦販売法第35条の３の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関
は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。
C．群馬銀行および群馬信用保証が加盟する株式会社シー・アイ・シーに登録する情報は、下記のとおりです。

報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）に

務を適切に遂行するため

当該事実の発生から1年を超えない期間

申込商品種類別等の情報）

る目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

)

か月

延滞継続中

延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報
④ 本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報、ならびに申込日および

株式会社
シー・ア
イ・シー

当該事実の発生日から5年を超えない期間

延滞情報

Ａ．提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記「登録情報」の内「債務の支払を延滞した事実」となります。

金融商品やサービスに関し、以下の目的で利用いたします。

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

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
③ 産申立、債権譲渡等）

保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非
公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められ

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

資金計画

お使いみち

お借入要項

年

(６か月単位)

②銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、

銀行および銀行のグループ会社や提携会社の提供する

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

電 話 番 号 (市外局番からご記入ください)
〒

お借入期間

いたしません。

③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な

3. 昭和
４．
平成

フリガ ナ

お借入希望額

を受けた申込人の借入金返済能力に関する情報は、申
込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供

（2）群馬信用保証における個人情報の利用目的
申込人は、群馬信用保証株式会社（以下「群馬信用保証」と
いう）に保証委託を申し込みますが、群馬信用保証は個人情

Ｂ．利用目的

株式会社
日本信用
情報機構

①銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供

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

性 別

名

所

利用いたしません。

※ここでいう親族とは、配偶者、子、本人および配偶者の父母・祖父母とさせていただきます。

フリガ ナ

住

の達成に必要な範囲で利用いたします。

これらに付随する業務

担保権の設定がないか、
あっても住宅金融支援機構からの借入、
住宅ローン等の住宅融資に関するものである

氏

基づき、申込人の個人情報を、以下の業務ならびに利用目的

②投資信託販売業務、保険販売業務、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

リフォームを行う建物および敷地について以下の該当項目に○印をつけ、
すべてに○印がつくことをご確認ください。
※○印がつかない項目がある場合は、
お取り扱いができません。

済日、延滞等）

特定の個人情報の利用目的が、以下のように法令等に
基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で

Ａ．業務内容
①預金業務、貸出業務、為替業務、両替業務、外国為替

印

② 等）および返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完 契約継続中および完済日から5年を超えない期間

Ｃ．利用目的の限定

業務およびこれらに付随する業務

︵自署・捺印︶
お申込人氏名

【個人情報の取扱に関するご注意】
①お客さまが申込され、
または、
契約された事実に関する情報は、
与信判断および与信後の管理のため銀行および保証会社が加盟する個人信用
情報機関へ登録され、
当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
また、
「株式会社群馬銀行・群馬信用保証株式会社
②詳細については、別記の「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」をご確認ください。
に対する同意内容」第１条(1)B．⑩のうちダイレクトメールの発送等について同意されない場合は、第10条に基づき対応させていただきますので、
別途、銀行までお申出ください。

お申 込人

ご記入もれや誤記入︑ご捺印もれがあると︑審査ができない場合があります︒

太
※線枠の中をすべてご記入ください︒

１．
私は、
提携住宅リフォームローン仮審査申込書兼仮保証委託申込書
（以下、
「仮審査申込書」
という）
の内容および別記の
「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」
を確認の上、
群馬信用保証株式会社
（以下、
「保証会社」
という）
の保証によ
り、
株式会社群馬銀行
（以下、
「銀行」
という）
に仮審査の申し込みを希望します。
２．
借入金額その他の条件は銀行宛提出の金銭消費貸借契約証書
（消費者ローン契約書）
によって確定し、
また、
保証条件は保証会社宛提出する保証委託契約書に基づき各々その条項に従います。
３．
この仮審査申込の結果、
上記の保証会社から保証が得られない場合にも銀行および保証会社に対して一切異議を述べません。
また、
保証会社の保証が得られない場合は銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
４．
この仮審査申込書による審査結果について、
銀行と提携しているリフォーム業者から問い合わせがあった場合には、
私の承諾を得ることなく、
銀行が回答することに異議を述べません。

契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、契約金額、貸付金保証額

⑬その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

（1）群馬銀行における個人情報の利用目的

本人から申告のあった日から5年を超えない期間

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第 12 条（条項の変更）
-255-1380
:群馬銀行ダイレクトセンター
●お申し込み内容のご照会先
TEL027
以下②〜⑤の情報のいずれかが登録されている期間

本人を特定するための情報（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）

（右上に続きます）

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

