
フリーローン そよ風 仮審査申込書兼保証委託申込書
湘南信用金庫／オリックス・クレジット（株）　御中

事業取引

職業欄で「1.経営者」をご選択された方のみ下記欄をご記入ください。※法人代表者の方は経営している企業についてご記入ください。

事業概要
※◯◯製造、○○を販売、のように具体的にご記入ください。

業容

約　　　　　　　　　　　　　   万円

前年実績 今期見込 来期見込

売上

利益（税引後）

□ 当金庫で事業取引あり　　　　　　　□当金庫で事業取引開始予定あり　　　　　　　□ 当金庫で事業取引なし

□ 増加　　　　　□ 横ばい　　　　□ 減少 □ 増加　　　　　□ 横ばい　　　　□ 減少

約　　　　　　　　　　　　　   万円 □ 増加　　　　　□ 横ばい　　　　□ 減少 □ 増加　　　　　□ 横ばい　　　　□ 減少

R01.05

令和

令和



本店営業部

田浦支店

衣笠支店

追浜支店

久里浜支店

武山支店

北久里浜支店

長沢支店

鴨居支店

池上支店

野比支店

逸見支店

馬堀支店

浦賀支店

堀ノ内支店

三浦海岸支店

三崎支店

逗子支店

磯子支店

保土ケ谷支店

伊勢佐木町支店

大口支店

矢向支店

横浜西口支店

能見台支店

戸塚支店

藤棚中央支店

杉田支店

上大岡支店

永田支店

本郷町支店

元町中華街支店

小山支店

本門寺前支店

鎌倉営業部

大船支店

腰越支店

深沢支店

茅ヶ崎営業部

小和田支店

寒川支店

若松町支店

高田支店

鎌倉駅前支店

藤沢支店

茅ヶ崎南口支店

窓口営業：平日９時～15時（全店舗共通）

店舗名 住所 電話番号 FAX番号 住所案内

046-825-1212

046-861-8345

046-852-1510

046-865-5248

046-835-1313

046-857-1313

046-836-1212

046-848-1631

046-842-1313

046-852-1612

046-849-7851

046-823-1456

046-842-1312

046-844-3966

046-823-9960

046-889-1234

046-881-0751

046-871-8150

045-761-1541

045-333-6211

045-252-9111

045-431-1212

045-582-6211

045-314-1433

045-785-3421

045-871-1231

045-322-4001

045-771-1711

045-847-8181

045-711-4411

045-622-2361

045-671-1060

03-3783-8111

03-3751-5171

0467-24-1231

0467-43-1231

0467-32-4551

0467-32-1231

0467-82-4121

0467-82-4187

0467-75-3311

0467-87-0977

0467-53-3211

0467-23-7320

0466-27-6310

0467-84-1551

京浜急行横須賀中央駅徒歩５分 中央大通りリドレ隣り

京浜急行田浦駅徒歩３分 国道１６号線沿い 京急バス船越停留所すぐ

ＪＲ横須賀線衣笠駅前

京急追浜駅前

京急久里浜駅前

京急横須賀中央駅より三崎行き、三浦海岸駅行きバス25分 一騎塚バス停すぐ

京急北久里浜駅前

京急長沢駅徒歩１分

京急浦賀駅よりかもめ団地行き、観音崎行きバス５分小原台入口バス停から徒歩３分

ＪＲ衣笠駅よりＪＲ横須賀駅行きバス５分池上中学バス停すぐ

京急ＹＲＰ野比駅より徒歩３分 野比商店街

京急逸見駅より国道１６号線方面に徒歩２分　

京急馬堀海岸駅前

京急浦賀駅より浦賀通りを徒歩３分

京急堀ノ内駅前

京急三浦海岸駅より徒歩２分

京急三崎口駅より城ヶ島・三崎東岡・三崎港行きバス１０分 天神町バス停すぐ

ＪＲ横須賀線逗子駅並び

ＪＲ磯子駅より、上り線バス１５分 浜バス停徒歩２分 磯子警察署向かい

相鉄線和田町駅より国道１６号線方面へ徒歩２分

京急日の出町駅より横浜駅根岸道路を根岸方面に徒歩５分

ＪＲ大口駅徒歩２分 大口通商店街入口

ＪＲ南武線矢向駅徒歩５分 矢向商店街内

横浜駅相鉄口 ダイエー方面 徒歩３分

京急能見台駅より、能見台通を徒歩２分

ＪＲ戸塚駅東口、横浜市営地下鉄戸塚駅徒歩３分 吉倉橋わき

京急戸部駅より徒歩１０分 西前銀座商店街

京急杉田駅（プララ東急）前

京急上大岡駅前 リスト・ガーデンスクエア（旧三越ビル）１Ｆ

京急井土ヶ谷駅よりバス平和台行き７分 永田町住宅前バス停すぐ

ＪＲ石川町駅よりバス本牧車庫行き・根岸駅行き７分本郷町バス停すぐ

ＪＲ石川町駅より川沿い徒歩８分 朱雀門（南門）そば

東急目黒線武蔵小山駅徒歩５分　

東急池上線池上駅前

鎌倉駅より由比ヶ浜方面に徒歩５分 下馬四つ角

ＪＲ大船駅東口ルミネ１Ｆ

江ノ島電鉄腰越駅すぐ

湘南モノレール湘南深沢駅より西鎌倉方面徒歩５分 深沢郵便局前

ＪＲ茅ヶ崎駅北口下車平塚方面へ徒歩３分 エメロード

ＪＲ東海道線辻堂駅西口より茅ヶ崎方面に徒歩２分

ＪＲ相模線寒川駅徒歩３分 岡田西交差点すぐ

ＪＲ茅ヶ崎駅南口よりバス辻堂南口行、ＪＲ辻堂駅南口より茅ヶ崎南口行１０分 桜道バス停すぐ

ＪＲ茅ヶ崎駅北口よりバス鶴が台団地・文教大学行き１０分 鶴が台入口バス停すぐ

ＪＲ鎌倉駅西口前

ＪＲ藤沢駅南口よりＯＰＡ沿い徒歩３分　

ＪＲ茅ヶ崎駅南口前

046-825-0195

046-861-0574

046-851-1617

046-865-3229

046-836-7909

046-856-9934

046-836-7976

046-849-7251

046-843-3349

046-852-9449

046-849-1259

046-827-3796

046-842-9366

046-844-3971

046-823-9964

046-889-2352

046-881-0778

046-873-0414

045-761-6644

045-333-1289

045-252-4310

045-421-6616

045-575-7426

045-322-2868

045-785-6800

045-881-5066

045-322-4206

045-775-0357

045-847-8186

045-712-6885

045-623-3424

045-671-1064

03-3782-8534

03-3755-9373

0467-25-5451

0467-44-9509

0467-31-1288

0467-32-0490

0467-87-2014

0467-86-8842

0467-75-7845

0467-87-0979

0467-53-3369

0467-23-7325

0466-27-6360

0467-57-5222

横須賀市大滝町２-２

横須賀市船越町１-４５

横須賀市衣笠栄町１-７０

横須賀市追浜本町１-１

横須賀市久里浜４-８-１７

横須賀市林１-１-６

横須賀市根岸町３-３-８

横須賀市グリーンハイツ３-５

横須賀市鴨居１-１０-１４

横須賀市池上４-１-４

横須賀市野比１-８-２７

横須賀市東逸見町２-８１

横須賀市馬堀町３-２-１

横須賀市浦賀３-２-１６

横須賀市三春町３-２５

三浦市南下浦町上宮田３１１５

三浦市三崎町諸磯９７５

逗子市逗子１-１-３

横浜市磯子区中浜町１５-１３

横浜市保土ヶ谷区和田１-１７-３

横浜市中区長者町８-１３４

横浜市神奈川区大口通１２７-９

横浜市鶴見区矢向６-１２-７

横浜市西区南幸２-１３-１２

横浜市金沢区能見台通７-２５

横浜市戸塚区上倉田町４９８-９

横浜市西区中央２-４-１６

横浜市磯子区杉田１-１９-１７

横浜市港南区上大岡西１-１８-３

横浜市南区永田北３-３-１２

横浜市中区本郷町２-５１

横浜市中区山下町１１２

東京都品川区小山４-５-４

東京都大田区池上６-３-８

鎌倉市御成町４-１３

鎌倉市大船１-４-１

鎌倉市腰越３-２２-１

鎌倉市常盤８２

茅ヶ崎新栄町８-４

茅ヶ崎市浜竹３-２-３２

高座郡寒川町岡田１-３-２

茅ヶ崎市旭が丘２-３３

茅ヶ崎市鶴が台１-２

鎌倉市御成町１１-３９

藤沢市鵠沼橘１-１-２

茅ヶ崎市幸町２２-６-１０２

区
地
浦
三
・
賀
須
横

区
地
京
東
・
浜
横

区
地
南
湘

店舗一覧

ＦＡＸでお申込みの場合は送付先をこちらの店舗一覧よりお選びください 


