
審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。
詳しくは担当者、または融資窓口におたずねください。

仮審査お申込み方法

令和3年9月

かわしんフリーローン「スタートライン」商品概要

ご利用いた
だける方

ご融資形態

ご融資金額

ご融資期間

ご融資利率
 （保証料込）

ご返済方式

必 要 書 類

担保・保証人

・お申込み時の年齢が満20歳以上、
  完済時の年齢が満76歳未満の方
・安定継続した収入のある方
 （※パート、アルバイト、専業主婦の方も可）
・当金庫の営業地区内に居住または
  勤務されている方
・オリックス・クレジット（株）の保証が
  受けられる方

証書貸付（固定金利型）

お使いみち 自由（但し、事業性資金を除きます）

10万円以上1,000万円以下（1万円単位）
※但し、専業主婦の方は50万円以内となります。

6ヶ月以上10年以内（1ヶ月単位）※据置不可

固定金利 ︓ 年3.５%、5.0%、6.５%、8.0%、9.5%、
11.0%、12.5%、14.0％のいずれか。

（審査により決定いたします）

不要です。※オリックス・クレジット（株）の保証を
ご利用いただきます。

・毎月元利均等返済方式
・元利均等ボーナス併用返済方式（元金の50％まで、
  年2回6ヶ月毎のボーナス返済可）もできます。

●ご本人の確認資料　
　運転免許証、パスポート、健康保険証、
　顔写真付住民基本台帳カード等
・日本国籍以外の方は上記書類に加え、永住者または

特別永住者であることを確認できる次のいずれか　
の書類　在留カード・特別永住者証明書・外国人登録
証明書・住民票抄本（在留資格の記載があるもの)

　＊有効期間内のものであること。
　＊2020年2月4日以降に申請されたパスポートには、

　所持人記入欄(住所記載欄)がなく、ご住所の確認
　ができないため、他の本人確認書類が必要となり
　ます。

●所得証明資料
　（源泉徴収票・確定申告書・納税通知書・所得証明

書など）
・ご融資金額が300万円を超える場合は提出とし、

300万円以下は原則不要です。
・但し、当金庫が審査上必要と判断した場合は必要と

なります。
・上記に関わらずオリックス・クレジット（株）が必要
　と認めた場合に必要となります。
●普通預金通帳・お届印
　口座をお持ちでない場合は、新規にご契約いただき

ますのでご印鑑をご用意ください。

ご融資金額 最高 万円1,000

ご融資期間 最長 年10

裏面の仮審査申込書にご記入のうえ、お取引の
店舗、もしくはお近くの店舗にお持ちください。

裏面の仮審査申込書にご記入のうえ、FAXを
お願いします。 FAX︓048（257）2011

FAX

https://www.shinkin.co.jp/ksb/

「スタートライン」
かわしんフリーローン

お使いみち自由！
お 見 積 書 不 要！

お借り換えもOK !
おまとめにも対応!

固定金利　年利︓保証料込

年3.5%～14.0%年3.5%～14.0%年3.5%～14.0%

安心の金利プラン!安心の金利プラン!

結婚 旅行 自動車 車検・修理 リフォーム 住宅設備 学校 塾・講習お借換え

他金融機関

医療 介護

フリーローンは、様々な用途にご利用できます。
最大1,000万円までお申込みできます！

年3.5％、5.0％、6.5％、8.0％、
9.5％、11.0％、12.5％、14.0％のいずれか

電話番号 048（287）3815 　
フリーダイヤル 0120-12-6000

川口 ローンセンター 川口市栄町3丁目9番3号 本店2階

〈営業日〉　月曜日～金曜日（土日祝日、12/31～1/3は休業）
〈営業時間〉 9:00～17:00

ローンセンター

●収入と支出のバランスを大切に！ ●ローンのご利用は計画的に！●収入と支出のバランスを大切に！ ●ローンのご利用は計画的に！●収入と支出のバランスを大切に！ ●ローンのご利用は計画的に！

川口市
本店営業部
仲町支店
飯塚支店
本町東支店
芝支店
柳崎支店
鳩ヶ谷支店
木曽呂支店
川口中央支店
東川口支店
赤井支店
東本郷支店

048（253）3337
048（253）4441
048（252）2376
048（222）3101・7101
048（265）3333
048（268）1222
048（285）2811
048（295）6111
048（256）2522
048（295）8511
048（281）3711
048（283）2727

さいたま市
大宮支店
大和田支店
東大宮支店
土呂支店
与野支店
北浦和支店
武蔵浦和支店
浦和中尾支店
浦和道場支店
東浦和駅前支店
岩槻支店

048（666）4311
048（686）3450
048（685）1131
048（653）6211
048（833）9111
048（833）1171
048（866）3611
048（874）2311
048（865）1181
048（875）6611
048（798）8821

上尾市
上尾支店 048（776）1731

みずほ台支店
富士見市

049（254）3452

桶川支店
桶川市

048（787）3333

宮代支店
宮代町

0480（33）7011

蕨市
蕨支店 048（431）2271

戸田市
戸田支店
戸田北支店

048（442）2608
048（421）8202

一ノ割支店
春日部支店

048（736）3111
048（738）3333

春日部市

志木市
志木支店
宗岡支店
志木北支店

048（471）2525
048（474）2121
048（474）8511

和光市
和光支店 048（461）4187

越谷市
蒲生支店
蒲生西口支店
南越谷支店
せんげん台支店

048（989）1231
048（986）5181
048（985）1772
048（971）0111

鴻巣支店 048（541）3600
鴻巣市

久喜市
鷲宮支店
栗橋支店
久喜支店

0480（58）3201
0480（52）1122
0480（25）2281

ふじみ野支店
ふじみ野市

049（267）4501



私は、川口信用金庫（以下「金庫」という。）ならびにオリックス・クレジット株式会社（以下「保証会社」という。また金庫と保証会社を一括して「金庫等」という。）に標記ローン取引ならびに保証委託の仮審査申込みを下記条項
を同意の上で行い、借入金額等の条件については、金庫等へ提出する金銭消費貸借契約兼保証委託契約書によって確定し、その条項に従います。
ご融資金額が700万円を超える場合は、当金庫の会員にご加入いただきます。700万円以下のご融資につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。詳しくは渉外係または窓口にお尋ねください。

●個人情報の取扱いに関する同意条項
1.　金庫等が加盟する信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および同機関と提携する信用情報機関（以下「提携先機関」と

いう。）に私の個人情報が登録されている場合には、金庫等が当該個人情報の提供を受け、返済又は支払い能力を調査する
目的のみに使用すること。

2.　金庫等が私に係る本申込みに基づく個人情報〔本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号
番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等情報。以下「申込情報」という。〕を、加盟先機関に提供すること。

3.　加盟先機関が当該申込情報を第4項で定める期間登録し、加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供するこ
と。なお、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該申込情報を返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。

4.　金庫等が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。
〈金庫が加盟する信用情報機関〉（ＫＳＣ、JICC）
全国銀行個人信用情報センター　TEL03-3214-5020(httpｓ://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
株式会社日本信用情報機構　TEL0570-055-955(httpｓ://www.jicc.co.jp/)
　※同機関と提携する個人信用情報機関　
　株式会社シー・アイ・シー　TEL0120-810-414(https://www.cic.co.jp/)
〈保証会社が加盟する信用情報機関〉（ＪＩＣＣ、ＣＩＣ）
株式会社日本信用情報機構　TEL0570-055-955(httpｓ://www.jicc.co.jp/)
株式会社シー・アイ・シー　TEL0120-810-414(https://www.cic.co.jp/)

〈登録情報および登録期間〉

5.　前項に記載する3機関は、相互に提携しています。
6.　金庫が私の取引全般に関する情報（利用残高、返済状況等）を保証会社に提供すること。

また、金庫等が取引上の判断のため、私の取引全般に関する情報を相互に利用すること。
但し、信用情報機関の情報は除きます。

7.　本契約が不成立の場合でも、その理由の如何を問わず、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。

8.　私の個人情報に関わる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、第４項に記載の信用情報機関に
連絡することにより行うこと。各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細については、各機関のホームページを
ご覧ください。

【お問い合わせ窓口】
〈金庫の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口〉
 川口信用金庫　お客様相談室　〒332-8686　埼玉県川口市栄町3-9-3　TEL.0120-58-3311
〈保証会社の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口〉
 オリックス・クレジット株式会社　〒190-8528　東京都立川市曙町2-22-20　立川センタービル　TEL.042-528-5701

登録情報 ＫＳＣ JICC CIC
本契約に係る申込み

をした事実
金庫が照会した日から
1年を超えない期間 照会日から6ヶ月以内 保証会社が照会した日

から6ヶ月間

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

R03.09

令和

私は、後記「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意のうえ、標記ローンを下記のとおり申し込みます。
※ご住所・お名前などは運転免許証等の本人確認書類どおりにご記入ください。また、太枠内のすべての項目について、お申込されるご本人さまがご記入ください。

かわしんフリーローン 「スタートライン」 仮審査申込書兼保証委託申込書

川口信用金庫／オリックス・クレジット（株）御中

令和

FAXを
ご利用の方は 048-257-2011
店頭窓口でもお受けします

自宅電話番号

携帯電話番号
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