
(青森エリア）

(津軽エリア）

(むつエリア）

(上十三エリア）

(三八エリア）

田子支店 0179-32-3320 0179-32-4015

名川支店 0178-76-2204 0178-76-2804
八戸支店 0178-43-0611 0178-22-0010

店     名 電話番号 ＦＡＸ番号
三戸支店 0179-22-0231 0179-22-1514

上北町支店 0176-56-3121 0176-56-5314
六ヶ所支店 0175-72-2234 0175-72-2561

十和田支店 0176-23-5265 0176-23-0584
七戸支店 0176-62-2175 0176-62-6619

三沢支店 0176-53-4161 0176-52-5788
百石支店 0178-52-2520 0178-52-3216

大畑支店 0175-34-3425 0175-34-5076

店     名 電話番号 ＦＡＸ番号

むつ営業部 0175-24-1131 0175-24-2311
川内支店 0175-42-3221 0175-42-3545

木造支店 0173-42-2166 0173-42-2724

店     名 電話番号 ＦＡＸ番号

黒石支店 0172-52-8341 0172-52-5026
五所川原支店 0173-35-3020 0173-34-8012

店     名 電話番号 ＦＡＸ番号
弘前支店 0172-35-0225 0172-37-5008

沖館支店 017-766-2368 017-766-6007
浪打支店 017-743-1504 017-742-6406

中央支店 017-723-2271 017-723-7002
駅前支店 017-723-2671 017-723-2682

本店営業部 017-729-3511 017-739-9535
旭町支店 017-775-1935 017-723-7005

お問い合わせ・FAX申込先一覧
仮審査お申込の際はFAX番号をご確認の上お申込ください

店     名 電話番号 ＦＡＸ番号



ローン仮審査申込書
青森県信用組合 御中 （取扱店　　　　　　支店）　　　　　　　提携先番号  0 4 6 5 8 9 2 8
保証委託先　全国しんくみ保証㈱ 御中　　　再保証委託先　㈱オリエントコーポレーション 御中

※お申込みにあたっての留意事項
１．「本申込みにかかる個人情報の取扱に関する事項」を確認し、同意のうえお申込みください。 

２．この申込書はローンの「仮審査申込み」です。ご利用いただくには、別途正式なお手続きが必要となります。審査結果のご連絡の後、１ヶ月以内にご本人がお取引店までご来店ください。

３．必ず申込みのご本人が正確にご記入ください。この仮審査申込書の記入内容と、ご来店時にご提示いただく正式申込書及び確認資料の内容と相違している場合、

   ご連絡した審査結果にかかわらず、ご契約をお断りする場合があります。

　　１．店頭　　　　２．渉外　　　　３．ＦＡＸ　　　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ﾌﾘｶﾞﾅ
（姓） （名）

 □自宅 　□呼出(   　　    )様方　 □無

ﾌﾘｶﾞﾅ (住宅ﾛｰﾝを除く)

〒

万円

年　　  ヵ月

ﾌﾘｶﾞﾅ

人
ﾌﾘｶﾞﾅ

〒   年    　ヵ月
その他の収入を含め

税込年収

出向･派遣されている方はご記入下さい 万円

      年　  　月　  　日（　　　時　　　分）

 　店頭 ・ 職場 ・ 家庭 ・ その他（　　　　　）

　 面談　　・　　電話 2 0 3 0

保

証

会

社

使

用

欄

 けんしんよう信用保証㈱

 全国しんくみ保証㈱

場　所

方　法 金融機関コード －

担当者 電話番号

組
合
使
用
欄

本
人
確
認

日　時
希望取扱店名

有担  　　 　　　     　万円 無担　    　　　    　  　万円

毎月返済希望額 万円

 □ 普通・当座・定期・定積（　　　　　　　万円）　　□財形・財形年金
 □ 給与・年金・配当金振込
 □ 住宅ローン・カードローン・その他ローン
 □ 自動振替（電話・電気・ガス・水道・税金・NHK・カード・その他）
 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ﾎﾞｰﾅｽ時増額返済希望額 万円

支払希望回数 回（　　 　年）

合計
万円 万円 万円

資
金
使
途

借入希望額
万円

　当組合との取引状況　　　　　　取引開始　　　    　　年　　       　　月

既往借入残高

□ □住宅ローン　□リフォーム資金　□車　□教育　□フリー　□カードローン　□その他
万円 万円 万円

□ □住宅ローン　□リフォーム資金　□車　□教育　□フリー　□カードローン　□その他
万円 万円 万円

万円 万円

□ □住宅ローン　□リフォーム資金　□車　□教育　□フリー　□カードローン　□その他
万円 万円 万円

ボーナス
月

□ □住宅ローン　□リフォーム資金　□車　□教育　□フリー　□カードローン　□その他
万円 万円 万円お

借
入
状
況

借換
対象

お借入先 ご利用中のローンの種類
現在
残高

毎月
返済額

□ □住宅ローン　□リフォーム資金　□車　□教育　□フリー　□カードローン　□その他
万円

□社会保険　□国民保険
□共済保険
□その他　（　　　　　　　　）

仕事
内容

□事務･スタッフ　□先生・保育・塾講師　□農業・林業・漁業　□営業　□工員・職人
□店員・接客　□作業員　□医療機関　□国家資格所有者　　□警察官・消防士
□コンピューター関連　□アパート・マンション賃貸　□内職
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご自身には収入がなく
配偶者に収入のある方

配偶者
の職種

□公務員　□会社員（外勤） □臨時・ﾊﾟｰﾄ
□会社員（内勤） □自営業　 □公的資格者
□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　)

その他の収入を含め
税込年収

万円

出　向
派遣先

電
話

　　　　　　　　－　　　　　－ 雇用
形態

□社長・代表取締役・個人事業主　□社員（役職者含む）
□嘱託　　　□パート・アルバイト　　　□期間契約社員

保険
種別

□運輸・通信 　□電気・ガス・水道　 □医療　□教育 

□金融・保険 □不動産業 □飲食業 □その他(　　　　　)

ご自身
の年収職

種

□公務員　□会社員(外勤)　□会社員(内勤)　□無職
□自営業　□臨時・パート　　□公的資格者
□その他(　　　　　　　　　　　　)

□年金生活者
□その他
(　　　　　　　　）

名
称

電
話 　　　　　　　－　　　　－

　　　　　内線(　　　　　)

所
属
部
課

従
業
員
数

住
所

業
種

□製造業 □農林漁業 □建設業 □建築業 　□卸・小売 □お勤めでない方 勤続
年数

万円/月

ご家族
　配偶者　□無　□有
　同居家族(　　　人)

配偶者を除く扶養家族数　（　　　　　名）
住居

  　□自己所有　 　□借家 　　　□寮　 □公営・公団　　　□その他　　
居住

　　　　　　　　（内子供　　　　　　　　　名）　 　□家族所有　 　□社宅･官舎　 □賃貸マンション　　　□ｱﾊﾟｰﾄ

□男 　□女

電
話

携
帯 　－　　　　　　－　－　　　　－

ご
住
所

他社
ﾛｰﾝ
残高

お
　
申
　
込
　
者

お
名
前

押印
不要

生年
月日

□昭和　　□平成   　　 年　　　　月　　 　　日(　　　 歳)
性
別

ご自宅の建築・購入資金の借入　（　有　　・　　無　　） 住宅に関する借入資金の名義人　（本人名義　・　共有名義　・　家族名義）
住宅ローン

家賃

ご
職
業

私は右記の本申込みにかかる個人情報の取扱に関する事項に同意のうえ、本ローンを申込
みます。

申　込　日 　令和　　　年　　　月　　　日

申込経緯

リトライ審査について

審査結果がお客様のご希望に添えなかった場合、資金使途に応じて、当組合の任意で他商品でのリトライ審査を行います。
リトライ審査を希望しない場合は、下記にをご記入ください。また、希望しない場合、何か理由がございましたらご記入ください。

□　リトライ審査を希望しません　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

▲最寄の支店またはお取引店へFAXにてお申込ください▲

保証委託先　けんしんよう信用保証㈱ 御中　　再保証委託先　ライフカード㈱ 御中

お
申
込
商
品

商品名（第一希望の商品ひとつにをご記入ください） 資金使途

□　新フリーローン

－

□　職域フリーローン

（再保証会社　㈱オリエントコーポレーション）

（再保証会社　ライフカード㈱）

（再保証会社　㈱オリエントコーポレーション）

自由・他社借入おまとめ資金  全国しんくみ保証㈱

□　多目的サポートローン マイカー・教育・リフォーム （再保証会社　ライフカード㈱）

保証会社

 全国しんくみ保証㈱

 けんしんよう信用保証㈱

自由・他社借入おまとめ資金

□　スーパーサポートローン 自由・他社借入おまとめ資金

□　多目的ローン マイカー・教育・リフォーム・その他目的資金

（再保証会社　㈱オリエントコーポレーション）

センター加盟用



以上

１．個人情報の収集、利用、保有
申込者は、青森県信用組合（以下「当組合」という）及び全国しんくみ保証株式会社（以下「保証会
社」という）並びに株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)との本申込みに係
る以下の個人情報を本申込み及び本申込み以外に当組合及び保証会社並びに再保証会社と締結
する契約の与信（保証審査・途上与信を含む。以下同じ）並びに与信後の管理のため、当組合並び
に保証会社並びに再保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用し、一定期間保有することに同
意します。
①属性情報（本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号（携帯電話番号
を含む。以下同じ）、ｅメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等）②申込情報（申込の種
類、申込日、利用日、商品名・回数、申込額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払
回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等）③取引情報（本申込に関する取引の現在の状況及
び履歴その他取引の内容）④支払能力判断情報（申込者の資産、負債、収入、支出、本申込以外
に当組合及び保証会社並びに再保証会社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等）⑤本人
確認情報（申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し、または在留カード等に記載された事
項）⑥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）⑦公開情
報（官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報）
２.個人信用情報機関への登録・利用
(1)申込者は、当組合及び再保証会社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当組合または
再保証会社の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照会し、申
込者の個人情報が登録されている場合には、当組合及び再保証会社がそれを利用することに同意
します。
(2)当組合及び再保証会社の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
関の名称、電話番号は次のとおりです。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。
①当組合の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    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
②再保証会社の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　　https://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）
    ℡0570-055-955   https://www.jicc.co.jp/
③CIC及びKSC並びにＪＩCCは相互に提携しています。
(3)申込者は、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当組合または再保証会社
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、当組合または再保証会社の加盟する
個人信用情報機関及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。

(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。
３.個人情報の提供・利用
 申込者は、本申込みにおいて、当組合及び保証会社並びに再保証会社が与信取引上の
判断をするにあた り、申込者の当組合及び保証会社並びに再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。
４.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者は、個人情報について当組合及び保証会社並びに再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及び個
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個人情報については、開示しな
いものとします。(2)個人情報を開示した結果、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。(3)当組合及び再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。な
お、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。
５.本条項に不同意の場合
当組合及び保証会社並びに再保証会社は、申込者が本申込みに必要な事項（本申込時に
申込者が記載・入力すべき事項）の記入等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。
６.本申込み契約が不成立の場合
申込者は、本申込みが不成立であっても、その理由の如何を問わず上記１に基づき、本申込
みをした事実に関する個人情報が当組合及び保証会社並びに再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。
７.お問合せ窓口
本条項に関するお問合せ及び上記４の開示・訂正・削除の請求のお申出先は、下記お問合
せ窓口とします。なお、再保証会社では、個人情報の保護に関する管理責任者として、個人
情報統括責任者（個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員）を設置しております。
(1)当信組のお問合せ窓口
　  青森県信用組合（https://www.aomoriken.shinkumi.co.jp)
　  事務部　〒030-8649 青森県青森市大字浜田字玉川207-1　TEL 017-739-7113
(2)保証会社のお問合せ窓口
　　全国しんくみ保証株式会社　〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5  TEL03-3567-9111
(3)再保証会社のお問合せ窓口
    株式会社オリエントコーポレーション（httpｓ：//www.orico.co.jp）
    お客様相談室　〒102-8503東京都千代田区麹町5-2-1 TEL03-5275-0211

本申込みに係る個人情報の取扱に関する事項

保証会社　https://www.lifecard.co.jp

組合　  　：事務部   　青森県青森市大字浜田字玉川207-1　 　　電話番号：017-739-7113

１　提供する第三者の範囲

２　組合等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

全国銀行個人信用情報ｾﾝﾀｰ(個信ｾﾝﾀｰ)

２　【個人情報の加盟先機関への提供】

名称

申込人は、組合等が、申込人に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等

の記号番号等）、並びに申込日及び申込商品種別等の情報)を、加盟先機関に提供することに同意します。

組合は個信ｾﾝﾀｰおよびJICCに保証会社はＪICCおよびCICへ加盟しています。

組合等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。

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、当該取引期間中において、組合等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。

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。

【個人情報の取扱いに関する同意】

３　組合等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

４　【個人情報の使用】

３　利用する者の利用目的

〒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
0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

組合等は、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。〒100-8216

東京都千代田区丸の内1-3-1
03-3214-5020

https://www.zenginkyo.or

.jp/pcic/

ホームページアドレス

≪加盟先機関≫

〒110-0014

東京都台東区北上野一丁目10番14号

 住友不動産上野ビル5号館

0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
組合および保証会社相互間

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、

組合等ではできません。

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

報および組合等の与信評価情報

申込人は、組合等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、組合等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。

問合せ電話番号

２　第三者に提供される情報の内容

第２条に記載の各目的（この場合において「組合等」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。）

組合等は、個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。

第３条　個人情報の第三者への提供について

６　【開示等の手続き】

保証会社　：ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ　横浜市青葉区荏田西1-3-20　　　　電話番号：045-914-7003

第５条　個人情報の開示・訂正・削除等のお問い合わせ

組合　　　https://www.aomoriken.shinkumi.co.jp/

JICCは照会日から６ヶ月以内、CICは照会日から６ヶ月間、個信センターは利用日から1年を超えない期間、個人情報を登録します。

（注）「組合等の個人情報保護に関する基本方針」、お問い合せ窓口等は、組合等のホームページで公表いたしております。

組合等は、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。
３　【個人情報の登録】 第４条　本約款不同意の場合

５　【個人情報の他会員への提供】

㈱日本信用情報機構(JICC）

㈱ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ（CIC）

青森県信用組合 御中

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　現在および将来における組合等の与信判断のため

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】

ライフカード株式会社　御中

申込人は、申込に係る個人情報（以下、「個人情報」という。）を青森県信用組合（以下、「組合」という。）およびライフカード株式会社（以下、「保証会社」という。また、組合と保証会社を一括して「組合等」という。）が、組合等の個人情報保護に関す

る基本方針（注）に従い、以下のとおり取扱うことに同意します。

第２条　個人情報の利用目的について

４　組合の与信に係る商品およびサービスのご案内のため

所在地

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

当組合が信用情報を利

用した日から１年を超え

ない期間

再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

再保証会社が個人信用

情報機関に照会した日

から6ヵ月以内

登録情報
登録期間

KSC CIC JICC

氏名、生年月日、住所、電話

番号、勤務先等の本人情報
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