個人情報の取扱いに関する条項

は転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条6の6
等により、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
に限ります。以下同じ）のために利用する。
② 以下の個人情報
（その履歴を含みます）が、当行が加盟する個人信用
情報機関に登録され、同機関および同機関と連携する個人信用情報
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
れるものとする。

【株式会社東京スター銀行に対する同意条項】
私は、貴行に提出する借入申込書、金銭消費貸借契約証書、当座勘定貸越契
約書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込時から本件
融資契約成立に至るまでの間貴行に提出する書面等から貴行が取得する個人
情報を含む、
「 スタークイックビジネスローン」
「 スタービジネスカードロー
ン」による貴行との融資取引
（私を連帯保証人とする融資取引を含みます。
）及
びその審査等に関連して貴行の取得する私の個人情報の取り扱いについて、
以下の事項を確認のうえ、以下１．ないし５．のとおりの取扱いとすることに
同意します。
なお、上記の同意には、
以下の事項に対する同意を含むものとします。
(1)
後記２．のとおり、私の個人情報に係る個人データを第三者に提供する
こと。
(2)
後記３．に記載された内容により、貴行が、個人信用情報機関に登録さ
れた私の個人情報を利用し、また貴行の取得した私の個人情報を個人
信用情報機関に登録し、かつそれらの私の個人情報が当該個人信用情
報機関およびこれと連携する個人信用情報機関の加盟会員により利用
されること。
(3)
後記５．に記載された内容により、貴行が取得した私の個人情報が、貴
行との「スタークイックビジネスローン」
「スタービジネスカードロー
ン」による融資取引が開始された場合の保証委託先であるアイフル株
式会社に提供されること。

登録情報

借入金額、借入日、最終返済日等の 契約期間中および契約終了日
契約の内容
（完済していない場合は完済日）
および
から5年を超えない期間
その返済状況（延滞、代位弁済、強制
回収手続、解約、完済等の事実を含
みます）
当行が加盟する個人信用情報機関 当該利用日から1年を超えない
を利用した日
期間
および
契約またはその申し込みの内容等
不渡情報

ダイレクトメール等の営業案内については、発送の停止等、お客さまのご要
望に応じます。

２．第三者への提供

当行は、お客さまからいただいたお客さまの個人情報に係る個人データを、
以下のとおり第三者へ提供いたします。
(1)
銀行が取得した個人データを当該第三者に提供することが、その取り
引きを完遂するために必要な場合。
（例）
① お客さまがご利用になる信用保証協会への情報提供
② ロ ーン取引に関して、お客さまがご利用になる不動産会社
（住宅
ローン等）、
企業
（職域提携ローン等）
への情報提供
③ 利子補給ローン等をご利用になる場合における、国・公共団体への
情報提供
④ ローン等に保険を付する場合にお客さまがご利用になる引受保険
会社（生命保険会社、
損害保険会社）
への保険契約申込情報等の提供
⑤ ローン取引で、主債務者の委託を受けて保証人となっている信用保
証会社、カード会社、
消費者金融会社への情報提供
⑥ 担保物件評価のための外部不動産鑑定士への情報提供
⑦ その他商品サービスの仕組み上、第三者への個人データ提供を当然
に前提としている場合、当該第三者への必要な範囲内における情報
提供
(2)
その他、以下の場合にも第三者提供がなされます。
① ローン等の債権が譲渡・証券化といった方法を用いて他の事業者等
に移転する場合で、主債務者および連帯保証人の個人データが当該
債権譲渡または証券化のために必要な範囲内において、債権譲渡先
または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権
管理・回収等の目的のために利用される場合
② 債権譲渡等の事前協議やデューデリジェンスにおいて、当該業務遂
行の目的に必要な範囲内において、相手先、格付機関、会計事務所等
へ情報を提供する場合（結果的に債権譲渡等が行われなかった場合
も含みます）
③ 連帯保証人への主債務者の債務残高等の情報提供
④ 個人情報保護法その他の法令等に照らして必要と判断される場合
（監督当局、証券取引等監視委員会および証券取引所への資料提出
等を含みます）
※外国にある第三者へ個人データを提供した場合の必要な措置に関する情報
提供について
当行は、個人情報保護法の規定に基づき個人データを外国にある第三者
（個
人情報保護法に規定する相当措置を継続的に講ずるために必要な体制を整
備している者に限ります。
）に提供することがあります。当行は、当該第三者
による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとと
もに、お客さまの求めに応じて、当該必要な措置に関する情報を個人情報の
保護に関する法律施行規則に基づき提供します。

個人信用情報機関の利用および情報登録
３．
（特定個人情報等は除きます）
(1)

 行は、お客さまの個人情報に関する個人信用情報機関の利用および
当
情報登録について、
以下のとおり取り扱うものとします。
① 当行が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
用情報機関にお客さまの個人情報（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、破産等の官報情報等を含みます）が登録さ
れている場合には、当行がそれを与信取引上の判断
（返済能力また

名称
JICC

第1回 不 渡 は 不 渡 発 生 日 か ら
6 ヵ月を超えない期間、取引停
止処分は取引停止処分日から5
年を超えない期間

１．利用目的

株式会社東京スター銀行（以下「当行」）はお客さまの個人情報につき、法令
等で定める範囲内において、
以下の目的で利用いたします。
(1)
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受け付
けのため
(2)
金融商品取引法にもとづく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービス
の案内を行うため
(3)
法令等にもとづくご本人の確認等や、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
(4)
預金取引や融資取引の期日管理等、継続的なお取り引きにおける管理
のため
(5)
融資のお申し込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
(6)
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係る
妥当性の判断のため
(7)
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において第三者に提供するため
(8)
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
(9)
お客さまとの契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
(10) 市 場調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品や
サービスの研究開発のため
(11) 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
(12) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
（取引結果、預り残高
等の報告を含みます）
(13) 各種お取り引きの解約またはお取引解約後の事後管理のため
(14) 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
(15) 電子記録債権の円滑な流通の確保のため
(16) 参加金融機関の与信取引上の判断のため（参加金融機関とは、株式会社
全銀電子債権ネットワークとの間で業務委託契約を締結し、でんさい
ネットに参加している金融機関をいいます）
(17) その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
(18) 前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、個人番号は、以下の目的に
限り利用いたします。
① 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
② 金融商品取引に関する法定書類作成事務
③ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
④ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
⑤ 財産形成非課税住宅・年金貯蓄申告書等作成事務
⑥ 譲渡性預金を譲渡した場合の法定書類作成事務
⑦ 預貯金口座付番に関する事務
※銀行法施行規則等により、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
的のために利用または第三者提供を行うことはございません。
※銀行法施行規則等により、人種、犯罪の経歴、信条、保健医療、門地または本
籍地等についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務の運営の
確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用または第三者提
供を行うことはございません。
※取引上の優越的な地位を不当に利用し、与信の条件として、与信事業におい
て取得した個人情報を当該事業以外に利用することを利用目的として同意
を得る行為は行いません。お客さまは当該事業以外の利用に係る利用目的
を拒否することができます。

登録期間

氏名、生年月日、性別、住所（ご本人 以下の情報のいずれかが登録さ
へ の 郵 便 不 着 の 有 無 等 を 含 み ま れている期間
す）、電話番号、勤務先等の本人情報

ビル5号館
電話番号 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
・㈱シー・アイ・シー（CIC）
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ﾌｧｰｽﾄｳｴｽﾄ15階
電話番号 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
2 【個人情報の加盟先機関への提供】

申込人
（契約後は
「債務者」という。
）は、当社が、当該取引に基づく個人情報（法
人を特定するための情報（法人名、代表者名、所在地、電話番号等）、申込人を特
定するための情報
（氏名、生年月日、性別、住所、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）、当該取引に関する情報（申込日、申込商品
種別、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等）、返済状況に
関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等）および
取引事実に関する情報
（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債
権譲渡等））を、加盟先機関に提供することに同意します。
3 【個人情報の登録】

申込人は、
加盟先機関が下表のとおり、
個人情報を登録することに同意します。
≪登録する情報および登録期間≫

官報情報

②本人を特定するための情報
（氏 契約内容に関する情報等
名、生 年 月 日、性 別、住 所、電 話 番 が登録されている期間
号、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証等の記号番号等）

破産手続開始決定等を受けた日
から10年を超えない期間

③契約内容に関する情報（契約の 契約継続中および契約終
種類、契約日、貸付日、契約金額、貸 了後５年以内
付金額、保証額等）

登録情報に関する苦情を受け、調査 当該調査中の期間
中である旨
本人確認書類の紛失・盗難、貸付自 ご本人から申告のあった日から
粛等の本人申告情報
5年を超えない期間

(2)

(3)

(4)

 行は、当行が加盟する個人信用情報機関において、以下のとおり個人
当
情報保護法にもとづく個人データの共同利用を行っております。ただ
し、個人情報保護法の全面施行
（平成17年4月1日）後の契約について
は、上記
（１）に記載の内容を、お客さまにご同意いただく対応としてお
ります。
① 共
 同利用される個人データの項目
官報に掲載された情報（氏名、住所、破産等の旨、日付等）
② 共
 同利用者の範囲
全国銀行個人信用情報センターの会員および一般社団法人全国銀
行協会
（注）
全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人全国銀行協会が設
置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は以下のとおりで
す。
（ａ）
一般社団法人全国銀行協会の正会員
（ｂ）
上
 記
（ａ）
以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
（ｃ）
政府関係金融機関またはこれに準ずるもの
（ｄ）
信 用保証協会法
（昭和28年8月10日法律第196号）にもとづいて
設立された信用保証協会
（ｅ）
個人に関する与信業務を営む法人で、上記
（ａ）から
（ｃ）に該当す
る会員の推薦を受けたもの
③ 利用目的
全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の
判断
④ 個人データの管理について責任を有する者の名称
一般社団法人全国銀行協会 東京都千代田区丸の内1-3-1
上記代表者氏名は、以下のウェブページにおける
「４．個人データの
共同利用について」ー「
（1 官報 情報の共同利用」−
「D. 個人デー
タの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
h
 ttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/privacy/
上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機
関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報
の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当行が加
盟する個人信用情報機関および同機関と連携する個人信用情報機関の
加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。
上記の個人信用情報機関は以下のとおりです。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。
（当行では
行えません）
① 当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
電話

03-3214-5020

機関情報

主に金融機関とその関係会社を会員とする
個人信用情報機関

㈱日本信用情報機構
電話

0570-055-955

機関情報

主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金
融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人
信用情報機関

② 同機関と提携する個人信用情報機関
全
 国銀行個人信用情報センター、(株)日本信用情報機構および(株)
シー・アイ・シーは、相互に提携しております。
㈱シー・アイ・シー
電話

0120-810-414

機関情報

主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員と
する個人信用情報機関

４．個人データの共同利用

当 行 ウ ェ ブ サ イ ト「 個 人 情 報 の お 取 り 扱 い に つ い て 」の ６．お よ び ６２.（
「個人データの共同利用
（特定個人情報等は除きます）
」に基づき、お客さ
まの個人情報に係る個人データの共同利用を行います。

５．信用保証会社への情報提供

お客さまから当行に提出いただく借入申込書、金銭消費貸借契約証書、当座
勘定貸越契約書、ローン契約書、手形等債権書類、および本件融資相談や申込
時から本件融資契約成立に至るまでの間、当行に提出いただく書面等から当
行が取得する個人情報を含むお客さまに関する以下の情報は、保証委託先（以
下、保証会社）における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取
引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権
利の行使や義務の履行、市場調査研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、
金融商品やサービスの各種ご提案その他、お客さまとの取引が適切かつ円滑
に履行されるために、保証会社に提供されます。
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報等、本申込書ならびに付属書
面等本申込みにあたり提出いただく書面に記載の全ての情報
② 当行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に
関する情報
③ 当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、お
客さまの当行における取引情報（過去のものを含む）
④ 延
 滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤ 当
 行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
以上

【アイフル株式会社に対する同意条項】

第１条 個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について
1 【加盟する信用情報機関および加盟する信用情報機関と提携する信用情報

機関】
アイフル株式会社
（以下、
「 当社」）の加盟する信用情報機関（以下、
「 加盟先機
関」という。
）および加盟先機関と提携する信用情報機関（以下、
「提携先機関」
という。
）は、下表のとおりです。また、加盟先機関は相互に提携しており、各加
盟先機関への加入資格および加盟会員等については、各ホームページに掲載
しています。なお、申込（契約を含む。以下総称して
「当該取引」という。
）期間中
に新たに信用情報機関に加盟し、提供・登録・使用する場合は別途書面により
通知し、
同意を得るものとします。
≪加盟先機関≫
・㈱日本信用情報機構
（JICC）
〒101-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野

登録する情報
登録期間
① 法 人 を 特 定 す る た め の 情 報 契約内容に関する情報等
（法人名、代表者名、所在地、電話 が登録されている期間
番号等）

④返済状況に関する情報（入金日、 契約継続中および契約終
入金予定日、残高金額、完済日、延 了後５年以内
滞、延滞解消等）
⑤取引事実に関する情報（債権回 契約継続中および契約終
収、債務整理、保証履行、強制解約、 了後５年以内（ただし、債
破産申立、債権譲渡等）
権譲渡の事実に係る情報
については当該事実の発
生日から１年以内）
⑥申し込みの事実に係る情報
（氏 照会日から６ヶ月以内
名、生年月日、電話番号、運転免許
証等の記号番号、ならびに申込日
および申込商品種別等）
CIC

①本契約に係る申込みをした事実 個人信用情報機関に照会
した日から６ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終
了後５年以内
③債務の支払いを延滞した事実

契約期間中および契約終
了後５年間

4 【個人情報の使用】

申込人は、加盟先機関および提携先機関に申込人の個人情報（加盟先機関の加
盟会員によって提供される情報、破産手続開始決定等の公的記録情報、電話帳
記載の情報、本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報、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、当該取引継続中
において、当社が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する
目的のみに使用することに同意します。
5 【個人情報の他会員への提供】

申込人は、加盟先機関が、個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に
提供し、また、加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返
済または支払能力を調査する目的のみに使用することに同意します。
6 【開示等の手続き】

申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該
個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続
きおよび方法によって行うことができます。加盟先機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行い、当社ではできません。
第２条 個人情報の利用目的について
当社は、申込人の個人情報
（下記①から⑨の情報）について当社が保護措置を
講じたうえで、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用する。
1 現在および将来における当社の与信判断のため
2 当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
3 当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の
取引のため
4 当
 社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5 当社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの
研究およびご案内のため
① 当社が取得した申込人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号（電
話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。）、メールアド
レス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報
(契約後に当社が申込人から通知を受ける等により知り得た変更情報を
含む)。
② 契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、
返済回数、毎月又は毎回の支払額、支払方法、振替口座等の契約の内容に
関する情報。
③ 支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権回収、債務整理、保証履行、
強制解約、破産申立、債権譲渡等の情報等、申込人との取引に関する情
報。
④ 申込人の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関
する利用残高、返済状況、債権の回収や途上与信を通じて得られた情報
等の返済能力判断情報。
⑤ 申込人から原本の定時または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険
証等の本人確認資料などに記載された本人識別情報または審査資料に
記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請
求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報等の本人確認に
関する情報。
⑥ 電話での問合せ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報（個人
の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの）
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等に記載されている公開情報。
⑧ 申込人のインターネット
（当社のアプリ、アフィリエイトサイトを含む）
上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、申込人
の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、当社が把握する申込人の興
味・関心を示す情報。
⑨ 上記各号に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
第３条 個人情報の第三者への提供について
当社は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
1 提供する第三者の範囲
株式会社東京スター銀行および保証会社相互間
2 第三者に提供される情報の内容
申込人の当該取引に基づく個人情報
（申込日・申込商品種別等の申込事実情
報、申込人の氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先住所等の本
人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付
金額・入金日・残高金額・延滞・延滞解消等の取引および交渉経過等の取引およ
び交渉履歴情報）、本人確認書類に記載された本人確認情報および当社の与信
評価情報
第４条 本約款不同意の場合
当社は、申込人が、本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、当該
取引をお断りすることがあります。
第５条 個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ
申込人は、当社に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、
自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果、
万一情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正また
は削除に応じます。個人情報の開示・訂正･削除等に関するお問い合わせにつ
きましては、以下までお願いいたします。
保証会社：お客様サービスセンター
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
電話番号：075-201-2030
保証会社：https://www.aiful.co.jp
以上
SBCL-SQBL共通_20220303

東京スター銀行の「スタービジネスカードローン」は、
担保・保証人なしで、スピーディーに資金調達したい方におすすめです。
事業用資金であれば、資金使途自由にご利用いただけます。

店舗運営をサポートする！
「スタービジネスカードローン」 5 つの特長

１
２
３
４

５

最大300万円まで、事業用として資⾦使途⾃由なお借り入れが可能です。
⾃由に利⽤できるお借⼊枠が開設できます。

ご来店は⼀切不要です。
お申し込みからご契約まで、東京スター銀⾏にご来店いただく必要はありません。

担保・保証人は不要です。
担保や保証人をご提供いただく必要はありません。

69歳まで、継続的にご利⽤いただけます。
毎年の契約更新により、満69歳になるまで継続的にご利⽤いただけます。

東京スターダイレクト（インターネットバンキング）を利⽤し、
スマホ・パソコンから、24時間365日、「お借り入れ」「ご返済」が可能です。
全国の提携ATMからのお借り入れも可能です。

安心！便利！な、東京スター銀行の「スタービジネスカードローン」 お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
東京スター銀行
営業第１部 ビジネスカードローン担当

TEL 03-3224-8948
（平日9：00～17：00まで）

東京スター銀行の「スタービジネスカードローン」のメリット
メリット１

スマホ・パソコンから、24時間365日、「お借り入れ」「ご返済」が可能！

東京スターダイレクト（インターネットバンキング）を利用すれば、いつでもお借り入れが可能です。
お借り入れされたご資金は、普通預金「スターワン口座」に入金、すぐにお振り込みも可能です。
「スターワン口座」は、①ネットでの他行宛振込手数料は月3回まで、②ATM利用手数料は月8回まで、実質無料です。
※「スターワン口座」の詳細は当行ホームページにてご確認ください。

24時間365日いつでもご利用できます
普通預金
口座に
自動入金

カードローン
お借り入れ

メリット2

お振り込み
ATMから
ご出金

ご来店不要！

お申し込みはFAXで、ご契約は郵便で対応いたしますので、ご来店は一切不要です。
ご契約後は、スマホ・パソコン、お近くのATMでご利用できます。

商品説明書

カーチス倶楽部 オーナー様向けカードローン
（スタービジネスカードローン）

ご利⽤対象者

・カーチス倶楽部加盟済みの法人代表者・個人事業主の方
・契約時の年齢が満20歳以上満69歳以下の方
・保証会社（アイフル株式会社）の保証が受けられる方

ご利⽤限度額

50万円以上300万円以下（10万円単位）

ご契約期間
⾦利

ご返済方法

1年（以降1年毎に⾃動更新となります）
※但し、契約期間満了⽇の時点で満70歳に達していた場合は更新しないものとします。
年4.5％〜14.5％（保証料を含む）
残高スライドリボルビング方式
※下記ご返済⾦額を、約定返済⽇に東京スター銀⾏に開設いただいた普通預⾦⼝座から⾃動引落いたします。
※毎⽉の定額返済以外に、東京スターダイレクト（インターネットバンキング）を利⽤しスマホ・パソコンから、ローン
カードを利⽤し東京スター銀⾏またはゆうちょ銀⾏のATMから、任意のご返済もできます。
前⽉末時点のご利⽤残⾼に応じて、翌⽉のご返済⾦額が決定します。
前月末時点のご利用残高
30万円以下

ご返済⾦額

ご返済金額
5,000円

前月末時点のご利用残高

ご返済金額

90万円超から150万円以下

25,000円

30万円超から50万円以下

10,000円

150万円超から200万円以下

30,000円

50万円超から70万円以下

15,000円

200万円超から250万円以下

35,000円

70万円超から90万円以下

20,000円

250万円超から300万円以下

40,000円

利息の計算⽅法は、前回約定返済⽇から該当返済⽇の前⽇までの当座貸越元⾦に対して、毎⽇の貸越最終残
高の合計額×⾦利÷365の計算式により計算いたします。
利息⾦額が上記返済⾦額を超える場合、約定返済⽇の利息⾦額がご返済⾦額となります。
保証会社

アイフル株式会社（東証プライム市場上場）

遅延損害⾦

年14.5％（1年を365日とする日割計算）

●印紙税等の費用（実費）がかかります。●在住・在籍、営業確認、ご本人さまの確認のため、ご自宅、お勤め先のお電話にご連絡を差し上げる場合がございます。●当行および
保証会社の審査がございます。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。●更新審査の結果、更新できない場合がございますのでご了承ください。●利率は、
金融情勢等により見直す場合がございます。●審査に関して提出いただいた一切の書類は、審査の結果にかかわらずご返却いたしかねますので予めご了承ください。●本ローン
商品のご利用はお一人さまあたり一契約となります。●スマホ・パソコンで、お借り入れ・ご返済いただくには、東京スターダイレクト（インターネットバンキング）のご契約が必要です。
〔2019年11月1日現在〕

カーチス倶楽部オーナー様向けカードローン 仮審査申込書
(スタービジネスカードローン 仮審査申込書)
株式会社東京スター銀行 御中
アイフル株式会社 御中

2373

私は「スタービジネスカードローン」の商品概要を理解した上で、仮審査の申し込みをいたします。

【個人情報の取り扱いに関する同意】
私は、本仮審査申込書に係る申込者（個人事業主または法人代表者）として、本仮審査申込に際し書面により交付を受けた「個人情報の取扱いに関する条項」の内容を確認し、同書
面に記載された「株式会社東京スター銀行に対する同意条項」及び「アイフル株式会社に対する同意条項」の双方について、それらの記載のとおり同意します。
【本ローンにおける特約事項に関する同意】
①申し込み人は、「株式会社東京スター銀行に対する同意条項」１．利用目的（5）に記載の目的により、（ア）株式会社東京スター銀行が申し込み人の本ローンの成約状況（本ローン
の申込がなされたことを含む）についての情報を、カーチス倶楽部運営本部（株式会社カーチス）に提供し、かかる情報を株式会社カーチスが申し込み人の経営先の「カーチス倶楽部」
への加盟状況等を確認する目的で利用すること、および（イ）これにより確認された申し込み人の経営先の加盟状況等に関する情報を株式会社東京スター銀行が株式会社カーチスよ
り提供を受けることに同意します。
②申し込み人は、本ローンは申し込み人がカーチス倶楽部のオーナーであることを前提とする商品であり、申し込み人が株式会社カーチスが運営するカーチス倶楽部を脱退した場合、
その脱退が本ローンの成約より後になされた場合であっても、本ローンの取引条件が変更される場合があることに同意します。
お名前
お申し込み日

年

月

日
（自署）

フリガナ

生年月日

氏名
（自著）

年齢

申
込
者

フリガナ
住所
（マンション・ア 〒
パート名までお
書きください）

1.自己持家 2.家族持家 3.社宅官舎・寮 4.公営住宅
5.借家・アパート 6.賃貸マンション 9.その他

満

1.未婚・同居
5.既婚単身

3.未婚・別居
7.既婚

1.利用なし

2.利用あり（

うち子供（

女

-

-

携帯

-

-

年

件

万円）

他社からの借入

-

500人以上 2. 100人以上
50人以上 4. 20人以上
10人以上 6. 5人以上
5人未満

お申し込み

万円

携帯

家賃・
住宅ローン

毎月

万円

万円

）人

業種

ご希望の連絡先
（○してください）

・

2. 外国籍

自宅

1.利用なし

電話番号

お
極度額
申
込
内
容 本ローンを何でお知りになりましたか

ご
連
絡
先

男

前年度所得

フリガナ

1.
3.
5.
7.

性別

1. 日本国籍

創業

年

月

事業年数

年

ヶ月

2.利用あり（

-

加入健康保険

従業員数

日

（前年度の所得金額が分かる書類をご確認の上、ご記入ください）

人

配偶者を除く
扶養家族

フリガナ

〒

歳

入居年数

会社名
（屋号）

所在地

月

電話番号

当行からの借入

経
営
先
に
つ
い
て

年

国籍
-

居住形態

ご家族状況

西暦

印

1. 社会保険
01.農林水産業・鉱業
30.電力・ガス
50.販売（卸売・小売）
68.生・損保代理店
80.サービス
99.その他業種 （

代表就任時期

件

万円）

2. 組合保険

3. 国民保険

10.建設
20.製造業
48.交通運輸
52.飲食
60.その他金融
70.不動産
82.医療関係
）

西暦

年

月

（３００万円以内でお申し込みください）

99. 株式会社カーチス

ご自宅

仕事先

連絡可能な時間帯

時から

時ごろまで

SBCL 202206 FC
お申し込みにあたっての留意事項
●「仮審査申込書」は必ずお申し込み人ご本人さまが正確にご記入ください。
●本件は仮審査のお申し込みです。ご利用いただくためには、別途正式なお手続きが必要となります。
●銀行および保証会社がご希望のご連絡先以外に電話でご連絡させていただく場合がございますので、ご了承ください。
●この「仮審査申込書」のご記入内容と確認資料の内容が異なる場合、ご連絡した審査結果にかかわらず、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
●この「仮審査申込書」は審査結果にかかわらずご返却できませんのでご了承ください。
●本ローン商品のご利用はお一人さまあたり一契約となります。

03-3224-1291

上記内容をご記入の上、FAXしてください。
【申込経路】

□ FAX

□ 郵送申込

【LP受付日】

LP受付者

【取引状況】

フロント担当者

☑ 渉外

銀行使用欄
【融資取引商品名など】

【約定履行】

預金：

千円

融資：

千円

