
東京スター銀行の
「スタービジネスカードローン」は、
法人代表者・個人事業主を対象と
した事業に使えるカードローンです。

お借入限度額 ［50～500万円］
◎年6.5～14.5％の金利でご利用いただけます。
◎お借入限度額の範囲内ならいつでもお借入れが可能です。
◎ATMからいつでも必要な時にお借り入れ・ご返済ができます。
◎ご融資金は事業資金としてご活用いただけます。 
◎審査はスピーディで簡便、ご来店も不要です。 

FAX・WEBからお申し込みできます。
中面の「仮審査申込書」をご記入の上、
下記の番号へ送信してください。

◎お問い合わせはこちらまで 平日 9：00～17：00までT E L

F A X
スタービジネスカードローン

あなたを応援する！ 5つの特長

0120-81-7887

03-3301-9322

当行ホームページにアクセスし、
手順に従ってお申し込みください。W E B

法人代表者・個人事業主向け 無担保

東京スタ 銀行の

いいえ！

スタービジネス
カードローン！？
事業に使える
カードローンなんて
ないでしょ…
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東京スター銀行、
ゆうちょ銀行または
全国の提携金融機関
ATMでご利用（ご出金）
いただけます。

ご利用

お申し込みからご利用までの流れ

1年（以降1年ごとに自動更新させていただきます）
※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。

年利6.5％～14.5％（保証料含む）

残高スライドリボルビング方式
※下記ご返済金額を普通預金口座から自動引落いたします。なお、当行に預金口座をお持ちでないお客さまは返済金の自動引落のため預金口座を
開設する必要があります。
※毎月の定額返済以外に、東京スター銀行またはゆうちょ銀行のATMでローンカードを使用して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以下の金額をご返済いただきます。

※なお、お利息が上記ご返済金額を超える場合、お支払日までのお利息がご返済金額となります。
※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当行所定の計算方法により算出いたします。

毎月4日（銀行休業日の場合は翌営業日）

年利14.5％

不要です。

オリックス・クレジット株式会社が保証いたしますので不要です。

30万円以下

30万円超から50万円以下

50万円超から70万円以下

70万円超から90万円以下

90万円超から150万円以下

5,000円

10,000円

15,000円

20,000円

25,000円

■スタービジネスカードローン商品概要書 ［ ２０１7年7月１日現在 ］

ご 利 用 対 象

資 金 使 途

ご 融 資 形 式

ご利用限度額

ご 契 約 期 間

金 　 利

ご 返 済 方 法

ご 返 済 金 額

約 定 返 済 日

遅延損害金利率

事務取扱手数料

担 保・保 証 人

●営業年数1年超の事業を営んでいる法人代表者・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 ※但し申込時の年齢が満20歳以上の方
●保証会社（オリックス・クレジット株式会社）の保証が受けられる方

＊上記の他に、印紙税等の費用（実費）がかかります。 ＊在住・在籍／営業確認、ご本人さま確認のため、ご自宅、お勤め先にお電話でご連絡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。 ＊審査に関してご提出いただきました一切の書類は、審査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。 ＊当行ホームページに商品説明書をご用意しております。

事業性資金

50万円以上500万円以下（10万円単位）

当座貸越（カードローン）
※東京スター銀行のATMはもちろん、全国の提携金融機関（ゆうちょ銀行を含む）のATMでもお引き出しできます。

ご返済金額前月末の時点のご利用残高

150万円超から200万円以下

200万円超から250万円以下

250万円超から300万円以下

300万円超から400万円以下

400万円超から500万円以下

30,000円

35,000円

40,000円

55,000円

65,000円

ご返済金額前月末の時点のご利用残高

ATM

ATM

その他の
提携銀行

ATM

FAXまたはWEBからお申し込みいただけます。
右ページの「仮審査申込書」を記入し、
03-3301-9322まで送信してください。 仮審査の承認後、申込書を郵送

しますので、ご記入・ご捺印の上、
審査書類とともにご返送ください。

下記当行ホームページにアクセスし、手順に従ってお申し込みください。

お申し込み
仮審査の結果は
郵送でご連絡いたします。

仮審査

本審査が承認されましたら、
ローンカードを郵送させて
いただきます。

本審査・ご契約

スタービジネスカードローンWEB

FAX
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個人情報の取り扱いに関する同意書
個人情報の取り扱いに関する同意書（東京スター銀行宛スタービジネスカード
ローン用同意約款）、個人情報の取り扱いに関する同意書（オリックス・クレジット
株式会社宛スタービジネスカードローン用同意約款）、スタービジネスカードローン
仮審査に関する同意約款を以下に記載いたしますので、必ずお読みください。

私は、貴行に提出する借入申込書、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取得する個人情報（以下、「お客さまからいただいた個人情報」
という）の取り扱いについて、以下の事項を確認のうえ、同意します。

株式会社東京スター銀行　御中
個人情報の取り扱いに関する同意書
（東京スター銀行宛スタービジネスカードローン用同意約款）

東京スター銀行スタービジネスカードローン（以下、「カード取引」）の申込人（以下、「カード申込
人」）は、それぞれカード取引の内容及びこの仮審査申込書の内容を十分に理解してカード取引を
申込み、以下の事項を承認します。

株式会社東京スター銀行　御中
オリックス・クレジット株式会社　御中
スタービジネスカードローン仮審査に関する同意約款

申込人、および法人代表者個人（以下、総称して「申込人等」という。）は、株式会社東京スター銀行
の取扱うスタービジネスカードローンの申込（本契約を含む。以下総称して「当該取引」という。）に係る
以下の法人貸付情報および個人情報をオリックス・クレジット株式会社（以下「保証会社」という。）
が以下の通り取扱うことに同意します。

オリックス・クレジット株式会社　御中
個人情報の取り扱いに関する同意書
（オリックス・クレジット株式会社宛スタービジネスカードローン用同意約款）

＜加盟先機関の登録情報および登録期間＞

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．保証会社は、保証会社が加盟する信用情報機関（以下「加盟先機関」といいます。）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」といいます。）に借主の個人情報が登録されてい
る場合には、借主と保証会社との間で締結する保証委託契約（以下｢本契約｣といいます。）にお
いて、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します。

2．保証会社は、借主に係る本申込みおよび本契約に基づく個人情報〔本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）、申込みおよび契約内容に関する情報（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、商品名、支払回数、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、破産手続開始の申立、債権譲渡等）〕を、加盟先機関に提供します。

3．加盟先機関は、当該個人情報を下記に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟
会員に提供します。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します。

4．借主は、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。

5．保証会社が加盟する信用情報機関は以下のとおりです。

　①株式会社日本信用情報機構　Tel 0570-055-955　http://www.jicc.co.jp/
　　※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
　②株式会社シー・アイ・シー　Tel ０１２０‐８１０‐４１４　http://www.cic.co.jp/
　　※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
6．保証会社が加盟する信用情報機関と提携する信用情報機関は以下のとおりです。
　全国銀行個人信用情報センター　Tel ０３‐３２１４‐５０２０　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 
    ※加盟資格、加盟会員等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

第６条（本契約が不成立の場合）
1．本契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実およ
び保証会社が取得した個人情報は以下の目的で一定期間利用されますが、それ以外の目的に利
用しません。

　①第１条に基づく信用情報機関への登録。
　②借主から新たな申込みがあった場合に、保証会社が与信目的でする利用。
2．前項①については、第１条の信用情報機関の加盟会員により、借主の返済または支払能力を調
査する目的でのみ利用されます。

以上

第２条（個人情報の内容）

①所定の申込書等に借主が記載または保証会社に申告した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
Ｅメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、借主の属性に関する情報（これらの情報に変
更が生じた場合、変更後の情報を含む）。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数。
③本契約に関する契約開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の履歴に関する情報。
④本契約に関する借主の支払能力を調査するため、または本契約の途上における支払能力を調査
するため、借主が申告した借主の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴
および過去の返済状況。
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
⑦保証会社が適法かつ適正な方法により取得した、住民票の写し等公的機関が発行する書類の記
載事項。
⑧本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、また借主が承諾して保証
会社に提出した書類の記載事項。
⑨オリックスグループ各社（法令等に基づくオリックス株式会社の子会社、関連会社をいいます。以下
同じ）への申込情報および全ての取引情報。

保証会社は、保護措置を講じた上で借主に係る以下の個人情報を取得し、第３条および第４条
の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。

第３条（個人情報の利用目的）

①金銭の貸付け、信用保証、その他金融商品販売などの保証会社の事業につき、借主からの申込
みや問合せに対して適切な対応を行うため。
②借主との取引に関する与信判断を行うため、ならびに借主の本人確認に当たり、適切な判断や対
応を行うため。
③保証会社において、借主との契約の管理を適切に行うため。また、契約終了後の照会への対応や
法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④保証会社において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑤オリックスグループ各社との共同利用のため。
　※共同利用については、保証会社のホームページ〈http://orixcredit.jp/〉記載のプライバシー・ポリ
シーに従うものとします。
⑥与信に際して個人情報を加盟する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（提供する旨の同意を得た場合に限ります）。

保証会社は、第２条の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用します。

第４条（営業活動等の目的での個人情報の利用）

①保証会社から、保証会社およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の
商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール、電話等により案内するため。
②借主によりよい商品・サービスを提供するためなど、さらなる満足のためのアンケート調査やマーケ
ティング分析に利用するため。

保証会社は、第３条に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第２条①②③の個人
情報を利用します。

第５条（本条項に不同意の場合）
保証会社は、借主が本契約に必要な記載・申告事項（本契約に当たり借主が記載または申告すべき
事項）の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、
本契約をお断りすることがあります。ただし、第４条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本
契約をお断りすることはありません。

お申込みに関する同意
第１条　カード申込人等は、この仮審査申込書及び審査に関して提出した一切の書類は、融資の諾

否にかかわらず返却されないことに同意します。
第２条　株式会社東京スター銀行（以下、「銀行」）またはオリックス・クレジット株式会社（以下、「保

証会社」）が、カード申込人等の自宅又は主たる事務所へ電話確認することに同意します。
第３条　銀行及び保証会社がカード申込人からの審査基準・審査の内容に関する照会に一切応じ

ないことに同意します。また、カード申込人等は、カード取引の銀行及び保証会社の審査の
結果に一切の異議をとなえません。

第４条　保証会社がカード申込人について保証を行うか否か及び保証を行う場合の保証金額の上
限の情報をローン取引の与信判断及び与信管理の目的で、また、カード申込人の信用情報
（保証会社の加盟する信用情報機関等から取得した情報を参考として、保証会社の基準に
て審査した結果）をカード取引の与信判断及び与信管理の目的で、銀行に提供すること、並
びに銀行がローン申込人等の信用情報（預金残高、返済履歴を含む）をカード取引の与信
判断及び与信管理の目的で保証会社に提供することを、異議無く承諾します。

以上

1.利用目的
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。

2.信用保証会社への情報提供
（信用保証会社と保証委託契約をされる方のみが対象となります。）
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、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

※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。
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。

登　録　期　間
株式会社日本信用情報機構

照会日から６ヵ月以内

株式会社シー・アイ・シー

保証会社が照会した日から６ヵ月間

登録情報

本契約に係る
申込みをした事実

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　



スタービジネスカードローン 仮審査申込書

03-3301-9322

お名前
印

ご住所

会社名
（屋号）

所在地

□ 利用なし　　　　□ 利用あり（　　　　件　　　　　　万円）

□ FAX申込　　□ 郵送申込　　□ 支店経由

居住形態 居住年数
家賃・

住宅ローン

子供人数

フリガナ

男　・　女

生年月日

お申し込み日

年　齢

電話番号

電話番号

性　別

年　　　　　月　　　　　日

年　　　　　　　月　　　　　　　日

西暦
和暦

満　　　　　歳

1. 自己持家
5. 借家・アパート

ご家族状況

当行からの
借入

□ 利用なし
□ 利用あり（　　　　件　　　　　　万円）

他社からの
借入

1. 未婚・同居
5. 既婚単身

3. 未婚・別居
7. 既婚

2. 家族持家
6. 賃貸マンション

3. 社宅官舎・寮
9. その他

4. 公営住宅

年　　　 　月　　　　 日

預金（　　　　　　　）　融資（　　　　　　　）

〈自宅〉
〒　　　　－

人
前年度所得

万円年

万円

（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）

（マンション・アパート名までお書きください）

01. 農林水産業・鉱業
20. 製造業
48. 交通運輸
52. 飲食
68. 生・損保代理店
80. サービス
99. その他業種　

10. 建設
30. 電力・ガス
50. 販売（卸売・小売）
60. その他金融
70. 不動産
82. 医療関係

業　種

お
申
し
込
み
人
さ
ま
に
つ
い
て

フリガナ

〒　　　　－

フリガナ

フリガナ

お名前（自署）

株式会社東京スター銀行 御中
オリックス・クレジット株式会社 御中

【個人情報の取り扱いに関する同意】

申し込み人はローンの申込内容および個人情報の取り扱いに関する
同意書の内容を確認し、同意の上、仮審査の申し込みをいたします。

※枠内の項目をご記入ください。

ご
経
営
先
に
つ
い
て

【申込経路】 【LP受付日】 【LP受付者】

【融資取引商品名など】 【約定履行】 【残高：千円】 【フロント担当者】

お申し込みにあたっての留意事項

銀行
使用欄

●「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いたしかねますので予めご了承ください。

事業年数
年　　　ヶ月

1. 500人以上
4. 10人以上

3. 50人以上2. 100人以上
5. 10人未満

従業員数

〈携帯〉

毎月

ご希望の
連絡先ご

連
絡
先

□ 携帯 □ ご自宅 □ 仕事先

01. 新聞折込チラシ
04. 新聞広告
07. 雑誌

02. インターネット広告
05. 店頭
08. 知人の紹介

03. ダイレクトメール
06. 交通広告
99. その他　　　　 時から　　　　　　　　　時ごろまで

万円
50万円以上～500万円以内
（50万円単位）でお申し込みください。

お申し込み
極度額

本ローンを何でお知りになりましたか

お
申
し
込
み
内
容

連絡可能な
時間帯

上記内容をご記入の上、FAXしてください

HPSBCL1707


