
お
申
込
人

おなまえ

おところ

フリガナ
フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

生年月日 配偶者

昭和 平成

昭和

昭和

平成

平成

年  　  月  　  日（満　　歳）

〒

お
勤
め
先

電話番号

お住まい

就業形態

自宅

携帯

（　　　　　）－（　　　　　）－（　　　　　）

（　　　　　）－（　　　　　）－（　　　　　）

（　　　　　）－（　　　　　）－（　　　　　）

名義

名義

本人 家族 その他

①年金種類 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

②年金受給開始日

③年間の年金受給額

入居
年月

年金受給者の方は
ご記入ください。

年　　　月　　

年　　　月　　

家族
合計

（本人含む）

※パート・アルバイトの方は下記について、パート・アルバイト先の内容をご記入ください。
※専業主婦の方はお勤め先欄に「専業主婦」とご記入のうえ、配偶者の年収を税込年収欄にご記入ください。

お勤め先名
【自営の方は屋号。
 派遣（出向）者は
 派遣（出向）先】

お勤め先
住　　所

会社連絡先
派遣・出向先

業種 職種

役職

所属部署 従業員数

人

人

万円

万円

入社（開業）年月

税込年収

銀行使用欄

自己所有 家族所有

公営・公団 借家

正社員 パート嘱託 アルバイト

会社役員 自営（事業主） 専業主婦

派遣自営（専従者） 年金受給者

社宅 寮

本人 家族 その他

その他

アパート・賃貸マンション

運転手

技能・技術労務

販売 営業事務 自営

旧　　　姓

有

無

有

無

性別

男

女

〒

昭和 平成

受付日

保証依頼日
旧保証番号

旧ポケットローン

残高 円

0 5 8 2 － － 0 1

有　 　・　　無　

検 印 係 印

平成　  　年　　 月 　　日

平成　  　年　　 月 　　日

当行とのお取引

預金口座

給与振込

（　　　）自宅　　　（　　　）勤務先　　（　　　）携帯　　　※希望時間帯・・・・　　 時ごろ（平日 9：00 ～ 17：00）

各種引落

あり   ・   なし お借入状況 当　　　行

件　　　　万円

件　　　　万円

当行以外すべて

件　　　　万円

件　　　　万円

カードローン・キャッシング

その他ローン（住宅ローン等）

あり   ・   なし

あり   ・   なし

このローンをどこで
お知りになりましたか

審査結果等の連絡順位

新聞広告 雑誌広告 交通広告 知人紹介 行員紹介テレビCM 折込チラシダイレクトメール インターネット店内・ATM広告

 本 部 使 用 欄営業店使用欄（店頭受付の場合）

確認日

支店名

平成　　　　年　　　　月　　　　日

確認者
・運転免許証

・写真付住民基本台帳カード

・その他

確
認
書
類（
選
択
）

本
人
確
認

一般社員 会社代表者 その他  （　　　　　　  　　　）会社役員管理職

製造業 卸売・小売業 医療・教育 金融・保険業 不動産業

サービス業 土木・建築業 電気・ガス・水道 運輸・通信業 農・林・漁業

飲食業 公共団体 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
その他　（　　　　　　　　 　）

年　　　月　　

内
の
項
目
を
ご
本
人
様
が
正
確
に
ご
記
入（
ご
選
択
）く
だ
さ
い
。

T　H26.2　10,000

お
申
込
内
容

株式会社 福岡中央銀行 御中
保証委託先：SMBCコンシューマーファイナンス 御中 お申込みにあたっての留意事項

①所定の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合があります。その場合、お断りする理由についてはお答えできません。
②暴力団または暴力団に準ずる反社会的勢力に関係する方はお申込みできません。
③お申込内容の確認および在住・在籍の確認のため、銀行または保証会社よりご自宅およびお勤め先等に電話を差し上げますので、
予めご了承ください。なお、ご連絡が付かない場合や確認ができない場合は、手続きが遅れたり、審査ができない場合がござい
ますので、予めご了承ください。

④この申込書は仮審査であり、実際にご利用いただくには、別途正式なお申込みが必要です。また、仮審査申込書の記入内容と正式
申込時にいただいた書類の内容が異なる場合や、正式申込時のお客様の信用状態が変化している場合は、仮審査の結果にかか
わらず、ご契約をお断りする場合があります。

⑤正式なお申込みは、審査結果のご連絡後、1ヵ月以内にご本人がお取引店までご来店ください。
⑥この申込書の控はお手元に保管してください。なお、提出頂く申込書及び書類は審査結果にかかわらず返却できません。

福中銀
仮審査申込書快速ポケットローン

（カードローン）
FAX番号

FAXでもお申込みいただけます

0120-805-430
※お申込内容等の確認のため、お勤め先およびご自宅にお電話を差し上げますのでご了承ください。

私は、右記「お申込みにあてっての留意事項」及び裏面記載の「個人情報の
取扱いに関する同意書」を確認し、同意のうえ本ローンを申し込みます。

ご署名
こちらに
ご署名
ください

運転免許証番号 第 号

お申込日

万円
お申込金額
10～300万円
（10万円単位）

お借入
希望店
（取引店）

返済用
普通預金
口座番号

返済日契約期間

平成  　  年  　  月  　  日 部 ・ 支店

1年
（1年毎に契約更新）

毎月5日
（銀行休業日の場合は翌営業日）

口座をお持ちでない場合はご記入不要です。

運転免許証をお持ちの方は
左記に番号を記入してください



平成26年2月3日現在

　申込人は、下記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」について同意のう
え、株式会社福岡中央銀行(以下「銀行」という)および保証会社（各商品毎に
使用する保証会社一覧は以下参照）にローン仮審査を申込みます。

銀行及び保証会社(以下あわせて「銀行等」という)の所定の審査結果によって
は希望に添えない場合があること、またその場合銀行等は、お断りする理由
及び内容について一切回答しないことに同意します。
また、この申込みは仮審査であり、必ずしも融資を約束するものではないこ
と、及びこの申込みで入力した内容と正式申込時に提出する書類の内容が異
なる場合や、正式申込時までに申込人の信用状態が変化している場合は、仮
審査の結果にかかわらず融資が実行されないことに同意します。

第1条　銀行の個人情報の利用目的について
申込人（債務者・連帯債務者及び連帯保証人等を含む。以下同じ）は、銀行が個
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）に基づき、申込人の
個人情報を、下記業務において下記利用目的の達成に必要な範囲で利用する
ことに同意します。 
【業務内容】
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随
する業務
②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）

【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与信業務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遂行のため
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
※1なお、特定の個人情報の利用目的が、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利用いたしません。

◎銀行法施行規則第13条6の6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
査以外の目的に利用または第三者に提供するなどいたしません。

◎銀行法施行規則第13条6の7等により、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または第三者に提供するな
どいたしません。
※2銀行は【利用目的】⑩を目的とした利用・提供停止の申出があった場合、遅滞
なく停止する措置をとります。

※3銀行は本申込による契約が不成立の場合であっても、上記※2の場合を除
き、個人情報の利用・提供を停止することはできません。

第2条　保証会社の個人信用情報の収集・保有・利用について
申込人は、保証会社が保護措置を講じた上で、申込人の個人情報を下記利用目
的のため収集・利用し、保証会社が定める相当期間保有することに同意します。
【利用目的】
①現在及び将来における保証会社の与信判断のため
②保証会社とお客様とのお取引及び交渉経過、その他の事実に関する記録のため
③保証会社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研
究及び開発のため
④保証会社における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

第3条　個人信用情報機関の利用・登録について
申込人は、以下の項目について同意します。
①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（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
の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情
報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。）が登録されている場
合には、銀行等がその個人情報を利用し、返済能力を調査する目的のみに利
用すること。

②銀行等がこの申込みにより取得する申込人の個人情報（氏名、生年月日、性
別、住所（申込人への郵便物不着の有無等を含む）、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の本人情報及び本人を特定するた
めの情報）並びに本申込日、本申込商品種別等の情報（以下「申込情報」とい
う）を加盟先機関に登録すること。
③加盟先機関が申込情報を各加盟先機関が定める期間（この申込みをした事
実について、全国銀行個人信用情報センターは申込日から1年を超えない期
間、株式会社日本信用情報機構は申込日から6ヵ月を超えない期間、株式会
社シー・アイ・シーは照会した日から6ヵ月間）登録し、加盟先機関および提携
先機関の加盟会員が申込人の返済能力を調査する目的のみに利用すること。
④銀行等が加盟する個人信用情報機関

⑤加盟先機関の名称及び連絡先

※上記KSC、CIC及びJICCは、相互に提携しています。
※加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求、又は個人情報の
訂正・削除等は、銀行等にではなく上記各加盟機関に請求して下さい。
第4条　個人情報の第三者提供について
申込人は、第1条及び第2条記載の利用目的で、申込情報並びに銀行における取
引情報（過去のものを含む）や保証会社での審査結果に関する情報（保証会社
における取引に関する情報を含む）を、銀行と保証会社が相互に提供し、また、
銀行等の有価証券報告書に記載されている親会社、子会社および関係会社な
らびに公表している提供先に提供し利用することに同意します。
第5条　不同意等の場合の取扱いについて
銀行は、この申込みに必要な入力事項を申込人に入力いただけない場合、また
は本条項の全部もしくは一部に同意いただけない場合、本申込みをお断りする
ことがあります。

個人情報の取扱いに関する同意条項

株式会社福岡中央銀行 御中
九州総合信用株式会社 御中　　株式会社クレディセゾン 御中
株式会社オリエントコーポレーション 御中
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 御中

各商品毎に使用する保証会社一覧
商品名 使用する保証会社

フリーローン 株式会社オリエントコーポレーション

シンプルローン

シンプルローンプラス

株式会社福岡中央銀行 全国銀行信用情報センター
株式会社日本信用情報機構

電話：03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

連絡先個人信用情報機関名
全国銀行個人信用情センター
（KSC）

電話：0120-810-414
http://www.cic.co.jp

株式会社シー・アイ・シー
（CIC）

電話：0120-441-481
http://www.jicc.co.jp

株式会社日本信用情報機構
（JICC）

株式会社オリエントコーポレーション
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社クレディセゾン

株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構

九州総合信用株式会社
全国銀行信用情報センター
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構

株式会社クレディセゾン

快速ポケットローン SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

教育ローン

オートローン
九州総合信用株式会社 
株式会社オリエントコーポレーション

九州総合信用株式会社

リフォームローン 株式会社オリエントコーポレーション

個人情報の取扱いに関する同意書
【個人ローン仮審査申込専用】

第1条　保証会社ならびに商品の選定について
申込人は、仮審査申込書の「商品概要」に記載された商品ならびに保証委託
先の保証会社の選定については、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。また、保証会社の審査の結果、希望の保証が受けられない
場合は、他の商品（保証会社）に再度保証依頼することに同意します。（「教育
ローン」「オートローン」「リフォームローン」「快速ポケットローン」については、
この条項は該当いたしません。）
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時に差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。

仮審査お申込みにあたってその他ご同意いただく条項）

〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-1
電話：092-751-4667
http://www.fukuokachuo-bank.co.jp

株式会社福岡中央銀行
営業統括部

〒812-8541 福岡市博多区博多駅東1-10-26
電話：092-481-0722
http://www.kyusoushin.com

九州総合信用株式会社
業務企画部

〒812-0036　福岡市博多区上呉服町10-10
呉服町ビジネスセンタービル８階  電話：0120-023-034
http://cyber.promise.co.jp

SMBCコンシューマー
ファイナンス株式会社
保証センター

〒102-8503　東京都千代田区麹町5-2-1
電話：03-5275-0211
http://www.orico.co.jp

株式会社オリエント
コーポレーション
お客様相談室

〒170-6038　東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60・38階　電話：03-5992-3351
http://www.saisoncard.co.jp

株式会社クレディセゾン
信用保証部オペレション
センター

1. 個人情報の取扱いに関する開示・訂正等について
　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）第25条か
ら第27条に規定する開示、訂正等の手続きについては銀行等のホーム
ページに掲載します。
2. 個人情報の取扱いに関するお問合せ窓口について

個人情報の取扱いについて


