ローンカード作成依頼書
株式会社東京スター銀行 御中

年

月

日

下記のとおりローンカードの作成を依頼します。

ローンの種類 ：ご契約のローンの種類のチェックボックスにチェックをお願いします。※1

□スターカードおまとめタイプ

□ スターカード口座無タイプ

ローン口座番号※1
ご住所※2

〒

－

お名前

※1.お客さまの「ローンの種類」および「ローン口座番号」は東京スターダイレクト（インターネットバンキング）にてご
確認いただけます。
※2.ご記入いただくご住所は、当行届け出のご住所およびご提出いただくご本人さまが確認できる書類に記載され
れているご住所と一致している必要がございます。ご住所を変更されている場合は、お手数ではございますが、
本書をご提出される前に、東京スターダイレクト（インターネットバンキング）にて住所変更のお手続きをしてくだ
さい。
※ 本書面は訂正できません。訂正される場合は、お手数ではございますが新たにローンカード作成依頼書をプリ
ントアウトのうえ、再度ご記入ください。

------------------------------------------------------------銀行使用欄------------------------------------------------------------

01

取引区分

1：発行

03

科目

17

05

発行区分

01：新規発行

06

本人・
代理人区分

0：本人カード

07

カード種類

14：カードローンICカード

08 カード送付先

1：自宅郵送

12 代行店番号

100

検印

係印

登録日
年

月

日

カードローンカード取引規定
カードローンカード（以下「ローンカード」といいます。）の利用は次
により取り扱います。
第1条 （定義）
本規定上の用語の定義は次の各号によります。
(1) 「提携先」：当行がオンライン現金自動預金機の共同利用による
現金預入業務を提携した金融機関等および当行がオンライン現
金自動払出機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機
関等をいいます。
(2) 「預金機」：当行および提携先の現金自動預金機（現金自動預入
払出機を含む。）をいいます。
(3) 「払出機」：当行および提携先の現金自動払出機（現金自動預入
払出機を含む。）をいいます。
(4) 「カードローン契約」：本規定に基づきローンカードによる取引
を行う、借主と当行の間の当座貸越契約をいいます。
(5) 「返済」：カードローン契約に基づく返済をいいます。
(6) 「借入れ」：カードローン契約に基づく借入れをいいます。
(7) 「ローン口座」：当行が指定する、カードローン契約に係るロー
ン口座をいいます。
(8) 「現金自動機取扱手数料」：預金機・払出機の利用に関する手数
料をいいます。
第2条 （ローンカードの利用）
ローンカードは次の場合に利用することができます。
(1) 預金機を使用して返済をする場合。
(2) 払出機を使用して借入れをする場合。
(3) その他当行所定の取引をする場合。
第3条 （預金機による返済）
1. 預金機を使用して返済をする場合には、預金機の画面表示等の操作
手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作して
ください。
2. 預金機による返済は、預金機の機種により当行または提携先所定の
種類の紙幣による返済に限ります。また、1 回あたりの返済は、当
行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第4条 （払出機による借入れ）
1. 払出機を使用して借入れをする場合には、払出機の画面表示等の操
作手順に従って、払出機にカードを挿入し、届出の暗証および金額
を正確に入力してください。
2. 払出機による借入れは、払出機の機種により当行または提携先所定
の金額単位とし、1 回あたりの借入れは、当行または提携先所定の
金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの借入れ限度は、当行所
定の金額の範囲内とします。
3. 払出機を使用して借入れをする場合に、借入れ請求金額と現金自動
機取扱手数料の金額との合計額が、前項に規定する借入れることの
できる金額を超えるときは、その借入れはできません。
第5条 （現金自動機取扱手数料等）
1. 預金機を使用して返済をする場合および払出機を使用して借入れ
をする場合には、当行および提携先所定の現金自動機取扱手数料を
いただきます。
2. 現金自動機取扱手数料は、返済および借入れ時に、ローン口座から
当行に支払われ、カードローン契約に基づく借主の債務に組み入れ
られるものとします。なお、提携先の現金自動機取扱手数料は、当
行から提携先に支払います。
第6条 （預金機・払出機障害時の取り扱い）
停電・故障等により預金機・払出機による返済や借入れができない場
合は、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でローンカードによ
り取り扱います。この場合、当行所定の当座貸越借入請求書または入
金票に署名、金額を記入のうえ、ローンカードとともに提出してくだ
さい。また、届出の暗証は暗証番号入力機から入力してください。な
お、提携先の窓口では、この取り扱いはいたしません。
第7条 （書面または電磁的方法による報告）
ローンカードにより返済した金額、借入れた金額、現金自動機取扱手
数料金額については、書面または電磁的方法により報告します。
また、
窓口でローンカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、
現金自動機取扱手数料金額は合計額をもって書面または電磁的方法に
より報告します。
第8条 （ローンカード・暗証の管理等）
1. 当行は、払出機の操作の際に使用されたローンカードが、当行が借
主に交付したローンカードであること、および入力された暗証と届
出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえカ
ードローン契約に基づく貸付を行います。当行の窓口においても同
様にローンカードを確認し、当座貸越借入請求書、諸届その他の書
類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取り扱い
ます。
2. ローンカードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は
生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、
他人に知られないよう管理してください。ローンカードが、偽造、
盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他
人に使用されたことを認知した場合には、直ちに本人から当行に通
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知してください。この通知を受けたときは、直ちにローンカードに
よる借入れ停止の措置を講じます。
3. 本条に定める通知を当行が借主から受領する前に生じた損害につ
いては、次条第１項ただし書に定める場合を除き、当行は責任を負
いません。
4. ローンカードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に
提出してください。
第9条 （偽造・盗難カード等による取り引き等）
1. 当行が、ローンカードの電磁的記録によって、払出機およびその他
銀行所定の取引の操作の際に使用されたローンカードを当行が交
付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を
確認してカードローン契約に基づく貸付を実行した場合は、ローン
カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、
そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負い
ません。ただし、この借入れが偽造カードによるものであり、ロー
ンカードおよび暗証の管理について借主の責に帰すべき事由がな
かったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この
限りではありません。
2. 当行が、当行の窓口においてローンカードの提出をうけ、暗証番号
入力機により入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ
取り扱った場合にも、前項と同様とします。
第10条 （ローンカードの紛失、届出事項の変更等）
1.ローンカードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に
変更があった場合（ただし、次項により暗証を変更した場合を除き
ます）には、直ちに借主から当行所定の方法により当行に届け出て
ください。この場合、ローンカードもあわせて提出してください（紛
失した場合を除きます）。
2. 暗証の変更は、当行の払出機を使用して変更することができます。
払出機の画面表示等の操作手順にしたがって、払出機にローンカー
ドを挿入して操作してください。
第11条 （ローンカードの再発行等）
1. ローンカードの盗難、紛失等の場合のローンカードの再発行は、当
行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、
また保証人を求めることがあります。
2. ローンカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をい
ただきます。
第12条 （預金機・払出機の誤入力等）
預金機・払出機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害に
ついては、当行は責任を負いません。なお、提携先の払出機、預金機
を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
第13条 （解約等）
1. カードローン契約を解約する場合またはローンカードの利用を取
りやめる場合には、ローンカードを当行に返却してください。
2. ローンカードの改ざん、不正使用など当行がローンカードの利用を
不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。
この場合、当行からの請求がありしだい直ちにローンカードを当行
に返却してください。
3. 次の場合には、ローンカードの利用を停止することがあります。こ
の場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示がなさ
れ、当行が借主本人であることを確認できたときに停止を解除しま
す。
(1)第 14 条に定める規定に違反した場合
(2)ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそ
れがあると当行が判断した場合
第14条 （譲渡、質入れ等の禁止）
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第15条 （規定の適用）
本規定に定めのない事項については、カードローン契約に係る規定に
より取り扱います。
第16条 （改定）
当行は、本規定の内容を必要に応じて改定することがありますが、本
規定を改定したときは、変更内容をすみやかに当行ホームページまた
は店頭表示の方法により公表します。改定後の規定は公表の際に定め
る日より適用されます。なお、本規定の最新版は当行ホームページに
掲示されますので、必要に応じて確認してください。また、本規定を
含む当行の規定集は店頭およびテレホンバンクにて請求することがで
きます。
以上

＜必要書類＞
●ローンカード作成依頼書
●ご本人さまが確認できる書類として、以下のいずれか１種類の書類のコピーを同封してください。
お送りいただく際のご注意
運転免許証
（有効期限内のもの）

・ 現在のご住所が裏面に記載されている場合は、表面に加えて裏面のコピーも必要です。
・ 記載されている住所が本籍と異なる場合のみ、本籍欄を塗りつぶしてください。

パスポート
（有効期限内のもの）

・ 国籍および本籍は塗りつぶしてください。
・ 記載されている氏名・住所と現在の氏名・住所が同一であることが必要です。
・ 「顔写真の掲載されているページ」、住所の記載されている「所持人記入欄（裏面紙）」およ
び、「外務大臣公印が捺印されているページ」のコピーが必要です。

健康保険証
（有効期限内のもの）

・ ご住所・生年月日・お勤め先（国民健康保険証を除く）が入ったものに限ります。
・ カード式の場合は裏面コピーも必要です。

※ 外国籍の方で上記確認書類をお持ちで無い方は在留カードまたは特別永住者証明書の写し（有効
期限内・両面）をご提出ください。
ご注意事項
●「ローンカード作成依頼書」は訂正できません。訂正される場合は、お手数ではございますが新たに
ローンカード作成依頼書をプリントアウトのうえ、再度ご記入ください。
●必要書類をお手持ちの封筒に入れ、宛先に下記の郵送ラベルを貼付してください。
※郵送代はお客さまのご負担となります。

郵送ラベル ※点線に沿って切り取りお使いください。

〒206-0011
（受取人）

東京都多摩市関戸1-7-5 せいせきＣ館 9階
東京スター銀行 事務センター

ローン事務部 ローンカード作成担当

係

