
※下記太枠内の全ての項目を、お申込みになるご本人様がご記入ください。　　　ＦＡＸ　０１２０－４７５－１６０

［同意確認欄］　 ご署名

⑦個人信用情報機関は次のとおりです。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（金庫
および保証会社ではできません）。
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）
　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/  ℡03-3214-5020
金庫と一般社団法人しんきん保証基金が加盟しています。
・㈱日本信用情報機構　（JICC）
　https://www.jicc.co.jp/　℡0570-055-955
金庫とすべての保証会社が加盟しています。
・㈱シー・アイ・シー　（CIC）
　https://www.cic.co.jp/　℡0120-810-414
すべての保証会社が加盟しています。
※ 全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相互に提携して
います。
⑧私の個人情報および個人信用情報に係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
の申立ては、金庫等および金庫等の加盟する個人信用情報機関の手続きによって行うことに同意しま
す。（個人信用情報機関に登録されている情報の開示・訂正・削除請求は金庫等ではできません。）
⑨私は、本ローンを申込むにあたり、金庫等の審査の結果、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。また、本申込みに伴う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金庫等および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されるこ
とに同意します。
●お問合せ窓口
(1) 米子信用金庫　　お客様相談室
　〒683-8601　鳥取県米子市東福原2-5-1　℡0120-475-818
(2) 一般社団法人しんきん保証基金　　経営企画部 お客様相談室
　〒104-0031 東京都中央区京橋2-8-7　℡03-3566-5750
　当基金では、個人情報保護管理者（経営企画部担当役員）を設置しております。また、個人情報保
護方針などについては、　http://www.shinkin-hosho.jp　をご参照ください。
(3) 株式会社エヌケーシー　　カスタマーセンター
　〒680-8555　鳥取県鳥取市戎町471　℡0857-27-6111
(4) 山陰信販株式会社　　お客様相談室
　〒683-8602　鳥取県米子市東福原2-1-1　℡0120-31-4839　 コンタクトセンター℡0859-35-7331
　当社は個人情報を適切に保護する責任者として個人情報管理責任者を設置しています。
(5) 株式会社クレディセゾン　　信用保証部　オペレーションセンター
　〒170-6038　東京都豊島区池袋3-1-1サンシャイン60 38F　　℡03-5992-3351
(6) オリックス・クレジット株式会社　　パーソナルセンター
　〒190-8528　東京都立川市曙町2-22-20　立川センタービル　　℡042-528-5701

諾　・　条件付　・　減額　・　否 諾　・　条件付　・　減額　・　否 諾　・　条件付　・　減額　・　否 諾　・　条件付　・　減額　・　否

　照会先1（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　照会先2（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　照会先3（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　照会先4（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

時　　　　　分 記号・番号

運転免許証　・　保険証　・　その他（　　　　　　　　　　） 検
印

担
当

本人
確認

年　　　月　　　日 確認
方法

資料検
印

担
当

ご住所

〒　　　　　－

米子信用金庫のフリーローン仮審査申込書

　私は、下記「仮審査お申込みにあたって同意いただく条項等」に同意のうえ、米子信用金庫に仮審査申込みとあわせて、
株式会社エヌケーシー、山陰信販株式会社、株式会社クレディセゾンもしくはオリックス・クレジット株式会社に保証委託を
申込みます。
　私は、保証会社の選定について貴金庫の仮審査の結果によって貴金庫の任意とし、その保証会社の保証等が得られな
い場合には上記保証委託先の範囲で選定した保証会社に再度保証依頼することに同意します。

お申込日 年　　　　月　　　　日 お借入額 　　  　　　　万円 ご返済期間        年　　　　  ヵ月

自宅電話 （　　　　　　）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

お名前

生年月日
3.昭和
4.平成   　 年　　　月　　　日（満　　　歳）

性 別 1.男性　2.女性

10人未満(1)
50人未満(2)
100人未満(3)
500人未満(4)
500人以上(5)

所在地

運転免許証 有・無 運転免許証 携帯電話 （　　　　　　）

万円
※前年年収とは、給与所得者の場合は税込
年収、自営業者の場合は経費控除後の所得
をさします。

　農林(01)　漁業・水産(02)　 製造(03)
　建設・土木(04)　運送(06)　教育関連(05)
　飲食(08)　理容・美容(09)　娯楽関連(10)
　旅行・ﾎﾃﾙ(13)　不動産(15)　保険・証券(07)
　その他金融(16)　小売・卸売(14)　その他ｻｰﾋﾞｽ(11)
　その他[　　　　　　　　　　　　　　　　  　](99)勤務先名

所属部課[　　　　　　　　　　　　　　　]
電話
番号

（　　　　　　）
勤続
年数

年　　　カ月 従
業
員
数

お住まい
本人持家(1)  家族持家(2)  社宅･寮(3)  賃貸マンション(4)  アパート(5)
公営住宅(6)  借家[一戸建](7)  貸間･住み込み(8) その他[　　　　　　　　　　](9)

お
勤
め
先

ﾌﾘｶﾞﾅ

職業

　正社員一般(12)　正社員管理職(11)
　法人役員(01)　自営業(05)
　国家公務員(03)　地方公務員(04)
　年金受給者(06)　契約社員・嘱託(13)
　パート・アルバイト(08)
　その他[　　　　 　　　　　 　](09)

業種

〒　　　　　　　－
前年
年収

配偶者 有・無
同居の
ご家族

　子　（　　 ）人
その他（　　 ）人

お取引
希望店

       　　 支店

居住
年数

　年　 カ月

審査結果のご連絡先
(電話連絡)

１.ご自宅　２.勤務先　３.携帯 連絡希望日時
　　月　　　 日　午前・午後　 　　　時頃
平日9：00～17：00の間でご指定ください。

金庫等が個人信用情報機
関に照会した日から6ヵ月
間

申込経路 1.店頭　2.営業　3.職域先　4.ＤＭ　5.ＦＡＸ　6.電話　7.インターネット　8.その他

仮審査お申込みにあたって同意いただく条項等
●私は、米子信用金庫（以下「金庫」という。）に表記のローンを申込むにあたり、以下について同
意します。（正式なお申込み時には、下記記載の内容のほかに追加して「ご同意いただく条項等」が
ございます。）
①私は上記保証委託会社（以下「保証会社」という）の選定について、金庫による審査の結果、金庫
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、他の
保証会社に再度保証を依頼することに同意します。（再度保証依頼を行うか否かは金庫の任意としま
す。また再度保証を依頼した場合、下記④⑤⑥記載の個人信用情報機関の利用および登録も再度行わ
れることになります。）
②私は、申込書に記載した事項および申込の内容等に関する情報、その他金庫および保証会社（以下
「金庫等」という。）との他の取引に関する情報、運転免許証等により得られた本人確認を行うため
の情報（以下「個人情報」という。）を与信判断ならびに与信後の管理を行うため、金庫等が取得・
保有し、相互に提供・利用することに同意します。
③私は本同意条項に不同意の場合、私が本申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、金庫等が
ローン契約をお断りする場合があることに同意します。
④私は金庫等の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報
（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、電話帳記載の情報、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、金庫等がそれを与信取引上の判断（返済能力をいう。但し
金庫等は信用金庫法施行規則第110条等に基づき、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。
⑤私は、金庫等が私に係わる本申込みに関して取得した個人情報、本人確認資料等を加盟する個人信
用情報機関に提供し、提供を受けた個人信用情報機関が当該本人確認情報を本人の同一性確認の目的
に利用することに同意します。
⑥私は、本申込みに関する客観的な取引事実に基づく個人情報が金庫等の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、金庫等の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信
用情報機関の会員により、申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。

登録情報
登録期間

KSC CIC JICC

2019.01

米子信用金庫　御中　　一般社団法人しんきん保証基金　御中　　株式会社エヌケーシー　御中　　山陰信販株式会社　御中　　株式会社クレディセゾン　御中　　オリックス・クレジット株式会社　御中

お借入予定日

氏名、生年月日、住
所、電話番号、勤務
先等の本人情報

下記が登録されている期
間

同左 同左

本契約に係る申込み
をした事実

金庫等が信用情報を利用
した日から1年を超えない
期間

保証会社が個人信用情報
機関に照会した日から6ヵ
月間

万円 万円 本人・家族

有・無本人・家族万円

万円 本人・家族 有・無

有・無

合計 万円 万円

万円 万円

万円

万円

借入先 借入残高 毎月返済額 借入名義人

有・無

借入名義人 借換希望毎月返済額借入残高借入先借換希望

本人・家族 有・無

有・無

万円 万円 本人・家族 有・無

万円 万円 本人・家族

万円 万円 本人・家族

有・無

資
金
使
途

物品購入（23）　医療費（25）
冠婚葬祭（26）　レジャー・旅行（27）
マイカー購入（21）　車検・修理（71）
学校納付金（41）　家屋増改築（22）
不動産等の購入（81）　事業性資金   借換
その他サービス購入（91）
その他（99）[　　　　　　　　　　　　　　　　]

借
入
状
況

年　　　　月　　　　日

万円 万円 本人・家族 有・無

万円 万円 本人・家族

 

　

こちらに

ご署名ください


