
しずちゅう CSカードローン事前審査申込書 株式会社 静岡中央銀行 御中
オリックス・クレジット株式会社 御中

しずちゅう CSカードローン
（保証会社：オリックス・クレジット株式会社）

下記太枠の項目を、お申し込みのご本人さまがご記入ください。

■借入申込内容
希望極度額

10万円以上800万円以内（10万円単位）

万円 1年間（原則、自動更新）
但し、満70歳の誕生月の末日を期限とします

ご契約期間 ご利用
目的

お申込日区分
性別

生年月日
旧姓

平成新規　・　増額

昭和
平成

男 女・

あり なし・

電話番号

フリガナ フリガナ
お名前

１．自己所有　　２．家族所有　　３．公団・公営　　４．賃貸マンション　　５．借家　
６．アパー ト　　７．社宅・官舎　 ８．寮　　　　 　９．その他（　　　　　　    　　　）　　お住まい

フリガナ
〒 ー

ー ー 携帯電話番号 ー ー

ー ー

居住年数 年 カ月 住宅ローンの有無 家賃・住宅ローン月額 千円

万円

人あり なし・配偶者 子供の人数 他同居人数 人

あり なし・当行とのお取引 取引（希望）店 口座番号

ご自宅住所

■お申込人さまについて ※運転免許証等の記載通りご記入下さい。 年 月 日

年
（満　　　　歳）

月 日有
・
無

税込年収勤続年数

１．一般職　２．管理職　３．役員　４．代表者　５．その他（　　　　　　　　）　　

フリガナ
お勤め先名

１．製造　　２．建設　　３．卸売・小売　　４．公共・公益事業　　５．飲食・娯楽　　６．運輸・倉庫　　７．サービス　
８．教育・医療　　９．放送・出版・情報　　１０．不動産　　１１．金融機関　　１２．農林水産　　１３．その他（　　　　　　　　）　　

１．10名未満　　  ２．10名以上　　  ３．50名以上 　　４．100名以上　　５．300名以上　　６．1,000名以上　　７．公的機関 

業種

フリガナ
〒 ー

所属・担当部署
従業員数

年 カ月

勤務先電話番号 ー ー 内線（　　　　　　　）

役職

出向・派遣元
会社名

出向・派遣先
電話番号

１．会社員（正社員）　２．会社員（契約・派遣）　３．会社役員　４．公務員　５．自営業　６．パート・アルバイト　７．専業主婦（夫）　８．その他（　　　　）ご職業

所在地

■お勤め先について ※ご職業欄にて専業主婦（夫）を選ばれた方は、配偶者のお勤め先・年収についてご記入ください

※お口座を既にお持ちの方はご記入ください。 

銀行・信販・消費者金融含む借入件数・残高をご記入ください。

※自営業の方は屋号をご記入ください

件 万円借入件数・残高
上記のうち、住宅ローンの件数・残高をご記入下さい。件 万円うち住宅ローン

■金融機関とのお取引状況について

３．携帯電話

１．お仕事先
連絡先 ２．ご自宅

■照会・審査結果のご連絡について
１．テレビCM　　２．ラジオCM　　３．新聞広告　　４．インターネット　　５．銀行窓口　　
６．ＡＴＭコーナー　　７．行員の勧誘　　８．知人の紹介　　９．ダイレクトメール　　
１０．フリーペーパー　　１1．ホームページ　　１2．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

１．生活費　2.飲食費　３．遊興費
４．レジャー・旅行　5.冠婚葬祭
6.医療費　7.教育資金　8.自動車購入
9.物品購入　10.その他

この商品を
知ったきっかけ

■アンケート

手続カンタン
申 込 方 法

❶【お申込にあたってのご注意】および【個人情報の取扱に関する同意書】の内容をご確認のうえ、同意書にご署名ください。　 

❷ 事前審査申込書の、太枠の中をもれなくご記入ください。

❸ FAXまたは郵送でこの 申込書と同意書（計２枚）をお送りください。

【お申込にあたってのご注意】 ※必ずご確認いただいたうえでお申し込みください。

私は、株式会社静岡中央銀行に、下記申込内容のとおり「しずちゅうCSカードローン」の借入を申込ます。
この申込にあたり、オリックス・クレジット株式会社に保証の依頼をします。

FAX  0120-608-939
込 書申

郵送
〒411-8799 三島郵便局私書箱28号
静岡中央銀行 ダイレクトセンター行

＊銀行休業日および平日16:00以降の申込については、
　翌営業日扱いとなります。

1.[個人情報の取扱に関する同意書]の内容をご確認のうえ、同意欄にご署名ください。 
2.事前審査申込書の太枠内の該当する項目はもれなくご記入ください。ご記入もれ等によっては、審査が進まない場合があります。
（ご記入されていない項目がある場合、申込書を返却させていただく場合があります）
3.審査の結果、ご希望に添えない場合があります。また、審査の内容については一切お答えいたしかねます。
4.「事前審査申込」の審査結果は仮のものであり、ご融資をお約束するものではありません。仮承認日を含め2ヶ月以内に、別途正式なお申込および
　契約手続きが必要になります。ただし、事前審査申込の内容と契約時にご提出いただく正式申込書・確認資料の内容が相違している場合や、
　最終審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。
5.ご提出いただいた事前審査申込書は返却いたしません。
6.ご契約にあたっては、本人確認資料等をご持参のうえ、営業店窓口へご来店いただく必要がございます。

窓口
お近くの静岡中央銀行の窓口で
お申込いただけます。

0120-608-939FAX
　番号をお確かめの上送信ください。

1枚目と2枚目をミシン目に沿って
切り離し、FAXしてください。１枚目

FAX送信方向



【個人情報の取扱に関する同意書】

＜個人情報の利用目的等の同意書＞株式会社 静岡中央銀行御中

同意日　平成　　　年　　　月　　　日

お申込者

株式会社静岡中央銀行　御中
オリックス・クレジット株式会社　御中
申込者は、株式会社静岡中央銀行への「しずちゅうＣＳカードローン」
（保証会社：オリックス・クレジット株式会社）の事前審査申込にあたり、
【お申込みにあたってのご注意】および【個人情報の取扱に関する同意書】
の内容を確認し、同意のうえ申込みます。

　申込人（以下「私」という。）は、株式会社静岡中央銀行（以下「銀行」という。）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、私の個人情報を、下記業務ならびに利
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》
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
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
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(今後取扱が認めら
れる業務を含む)

各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
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
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
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
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
与信事業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

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
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履行のため
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
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
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
株式会社全銀電子債権ネットワークから委託を受けた業務を遂行するため
電子記録債権の円滑な流通の確保のため
株式会社全銀電子債権ネットワーク参加金融機関の与信取引上の判断のため
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

　なお、銀行法施行規則第13条の6の6等により、銀行は、個人信用情報機関から提供
を受けた私の借入金返済能力に関する情報については、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。また、銀行法施行規則第13条の6の7等に
より、銀行は、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。

株式会社 静岡中央銀行
オリックス・クレジット 株式会社
　申込人（以下「私」という。）は、本申込書に記載のとおり株式会社静岡中央銀行（以下「銀行」とい
う。）に融資の申込みおよびオリックス・クレジット株式会社（以下「保証会社」という。）に保証委
託の申込みをするにあたり、次の条項に同意のうえ私の審査を申込みます。

　私は、銀行ならびに保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の個
人情報を銀行ならびに保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用し、保有することに同
意します。

第1条（個人情報の収集・利用・保有）

  私は、本申込みにおいて、銀行および保証会社が与信取引上の判断をするに
あたり、私の銀行および保証会社における取引全般に関する情報を相互に利
用することに同意します。

第３条（個人情報の提供・利用）

　銀行及び保証会社は、私がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場合
及び本条項に同意しない場合は、本申込みの受付をお断りすることがあります。

第５条（本条項に不同意の場合）

  私は、本申込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を問わず
上記第１条に基づき、本申込みをした事実に関する個人情報が銀行及び保証
会社において一定期間利用されることに同意します。

第６条（本契約が不成立の場合）

第４条（個人情報の開示・訂正・削除）

銀行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(KSC)　℡03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
保証会社が加盟する個人信用情報機関　
㈱シー・アイ・シー (CIC)　（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関）　 
℡0120-810-414　　http://www.cic.co.jp/ 
㈱日本信用情報機構（JICC）　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）  
℡0120-441-481   http://www.jicc.co.jp/
CICおよびKSCならびにJICCは相互に提携しています。

①

②

③

氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、居住地等、本申込書にご記入頂
く事項
申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の契約情報
支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
支払能力判断のための申告情報、この申込み以外に銀行ならびに保証会社と締結する
契約に関する利用残高、返済状況等
申込者の運転免許証、パスポート等の本人確認のための情報
映像、音声情報（個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの）
公開情報（官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報）

①

②
③
④

⑤
⑥
⑦

（１）私は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関
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
産等の官報情報を含む。）が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与
信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。返済能力照会に関する情報につ
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。

（１）私は、個人情報について銀行および保証会社の所定の方法で開示を請求
できます。ただし、業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合お
よび個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると判断した場合は
開示しません。

（２）開示の結果、客観的な事実について、不正確または誤りである場合は訂正
または削除に応じます。

（４）個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、
申込の種類、申込日、商品名・回数、申込額又は極度額、支払回数、年間請求
予定額等申込の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及び
その他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。

第７条（お問合せ窓口）
（１）銀行のお問合せ窓口

株式会社静岡中央銀行（http：//www.shizuokachuo-bank.co.jp）
営業推進部　お客様相談室　〒410-0801 静岡県沼津市大手町4丁目76
番地 TEL0120-700-858

（２）保証会社お問合せ窓口
オリックス・クレジット株式会社（http://orixcredit.jp/）
カードサービスセンター　〒190-8528 東京都立川市曙町2-22-20立川
センタービル TEL042-528-5701

（２）銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関及び同機関が提携する個人信用情報機
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。

（３）銀行または保証会社がこの申込みに関して、銀行または保証会社の加盟する個人信用
情報機関を利用した場合、私は、その利用した日及び本申込みの内容等が、同機関に
下表に定める期間登録され、同機関の加盟会員によって、自己の与信取引上の判断の
ために利用されることに同意します。

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）

＜個人情報の取扱に関する同意条項＞

登録情報

氏名、生年月日、
住所、電話番号、
勤務先等の本人情報

登録機関
ＫＳＣ ＣＩＣ ＪＩＣＣ

下記が登録されて
いる期間

同左 同左

本契約にかかる
申込みをした事実

銀行が信用情報を
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ヶ月間

保証会社が個人信用情報
機関に照会した日から
６ヶ月を超えない期間

＜銀行使用欄＞

取扱店（　　　　　　　　　） ダイレクトセンター
受付検印 受付No.受付検印 （写）交付確認

《利用目的》

（３）銀行及び保証会社が個人信用情報機関に提供した個人情報の開示を求め
る場合には、当該個人信用情報機関に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削
除については、個人信用情報機関の定めに従うものとします。

〈2015.4〉

0120-608-939FAX
　番号をお確かめの上送信ください。

1枚目のあとに続けて
FAX送信してください。２枚目

FAX送信方向


