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■窓口

■電話

FAX 0584-73-7785
■ＦＡＸ

パソコン・スマートフォンから
■インターネット

仮審査のお申し込み方法

仮審査申し込みはご来店不要！！ インターネット・ＦＡＸなら24時間365日お申し込み可能!!

受付時間：365日 24時間

受付時間：365日 24時間

受付時間：

審査結果が判明次第、速やかに電話などで結果をご連絡しますが、
1週間を経過しても連絡がつかない場合、以後の連絡は行いません。
あらかじめご了承ください。仮審査結果の有効期間は保証会社の
承諾日から原則１ヵ月です。

0120-888823

ご記入いただいた中面「OKB事業者向けフリーローン仮審査申込書」
と運転免許証などのご本人確認資料をお持ちのうえ、お近くのOKBま
でご来店ください。

 ・ 音声ガイダンスの途中での入力も可能です。
 ・ お電話で必要事項をおうかがいしますので、中面「OKB事業者向け
フリーローン仮審査申込書」のご記入は不要です。

トップページ「個人のお客さま・かりる」の「目的別ローン」「事業者
向けフリーローン『キラット』」から、申込画面へとおすすみください。

中面の「OKB事業者向けフリーローン仮審査申込書」に必要事項を
ご記入のうえ、上記FAX番号へ送信してください。

お問い合わせ
ローン
カードローン・事業者向けフリーローン

メインメニュー
メニュー1
メニュー2

1

（続けて　　　　　と入力することも可能です）1 4 1

4
1

https://www.okb.co.jp/ フリーダイヤルから
以下のメニューを選択してください。

正式申込み時の
必要書類

その他

保証会社
取扱手数料
担保・保証人
ご返済方法

ご利用
いただける方

ご融資金額
お使いみち
返済回数
ご融資金利

（保証料を含む）

運転資金
●仕入
●事業拡大
●経営安定

設備資金
●事業所の改装
●営業車両の購入
●機械設備の更新

法人への転貸資金
●法人で必要な運転・設備資金

最終返済時まで固定金利
（年６.８％・年８.８％・年１０.８％・年１２.８％・年１４.８％のいずれか。審査のうえ、決定します）

●本人確認資料（運転免許証など）
●ご返済用口座のお届け印

株式会社クレディセゾン
不要
不要

以下の項目をすべて充足する個人事業主 または 法人の代表者・役員の方

10万円以上500万円以内（1万円単位）
自由（消費性資金のほか、運転・設備・法人への転貸などの事業性資金にもご利用可能です）
６ヵ月以上10年以内（１ヵ月単位）

毎月元利均等返済（毎月のご返済額は５千円以上。半年毎の増額返済は利用できません）

仮審査の結果は、電話などで回答します。審査の結果、ローンのご利用が可能な方（ご本人さま）には、お取引店の窓
口で正式にローンのお申し込みをいただきます。下記の必要書類などをお持ちください。

●窓口に説明書をご用意しています。返済額の試算をご希望の方は窓口までお申し出ください
●審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、この場合もご提出の仮審査
申込書は返却しません
●仮審査申込書到着後、電話などでご自宅や勤務先にお申し込み内容を確認する場合があります
●本ローンは「サンクスポイント・プレゼント」の対象外取引です

●お申し込み時 満２０歳以上、最終返済時７５歳以下の方
　（日本国籍を有する方、または永住許可を受けた外国人の方）
●安定した収入が継続してある方
●当社の営業エリア内（東京、大阪は除く）に居住または勤務されている方
　（事業性資金の場合は、事業所または勤務先が当社の営業エリア内にある方）
●保証会社の保証が受けられる方

OKB事業者向けフリーローン『キラット』商品概要

お申し込み後、審査結果の連絡がない方は仮審査申込書の未着
も考えられますので、　　0120-888823までご照会ください。

平日 9:00～21:00
土・日・祝休日 9:00～17:00

事業（ご商売）・暮らし・趣味などのさまざまなニーズにお応えします。お気軽にご相談ください。

お使いみち自由!!

（2020年2月29日現在）

事業性資金として …例えば 消費性資金として …例えば
●マイカーの購入や車検、修理、自動車
保険の加入
●ご自宅のリフォームや太陽光発電
などのエコシステムの設置
●ご家族の大学、専門学校などへの
進学・就学、資格取得

●結婚や新婚旅行、新居準備
●旅行・レジャー
●家具や家電製品の購入
●医療や入院、美容やエステなど
●他金融機関からのローン借換え

他 他

ご都合に合わせてお申し込み方法をお選びいただけます!

OKB事業者向けフリーローン

個人事業主・法人役員の方限定

担保・保証人は不要／お使いみち自由（事業性資金としてもご利用可能）

「本人確認資料」だけでOK！
OKBとの取引有無、
業歴などは問いません

インターネット・FAX・電話
でも可能

500万円最大ご融資額
お借入金利

年6.8％～年14.8％

制限なし カンタン申告書・見積書は不要
お申し込み



OKB事業者向けフリーローン　仮審査申込書
令和 　　　年　　　月　　　日

ご契約希望額 ご返済
期間

お借入希望日

ご返済方法

お使いみち

毎月元利均等返済

→
→

男

個人事業主
会社役員

女

前勤務先

入社年月

定年制度

社員数

業種

勤務先
所在地

 収入状況・
所得

勤務先

現在の
お住まい

ご住所

電話番号 家族構成
ご自宅 電話無

電話無携帯電話
郵便番号 〒　　　　　　－

お名前
フリガナ

フリガナ

フリガナ
資本金

電話番号

フリガナ

性別
生年月日 昭和 平成

年

月 日

年 月 日

年齢 歳職業

ご資金計画 お支払先
（ご購入先）

自己資金
本件お借入れ

計

所要資金 調達計画

計 万円
万円
万円
万円

万円

年令和

ヵ月

万円
万円
万円
万円

（　 　　　）　　　　　－

（　 　　　）　　　　　－

※住所はアパート・マンション・団地名、号までご記入願います。

道
県 都

郡
市

町 村
区

府

道
県 都

郡
市

町 村
区

府

居住年数
家賃（月額）持ち家（ ） 社宅

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）借家・賃貸マンション
ご本人名義 ご家族名義 アパート

年　　　カ月
万　　　千円

自営業 1千万円未満 1千万円以上 3千万円以上
5千万円以上 1億円以上 5億円以上 上場

代表 直通 （　　　　　）　　　　－

株式会社 大垣共立銀行　あて
株式会社 クレディセゾン  あて（保証会社）

私は右記の「個人情報の取扱に関する規定」を承諾のうえ、借入れおよび保証委託の申し込みをします。

人

ご家族と 同居 別居

独身 既婚 扶養家族

その他

お申し込みの
きっかけ

万円

万円

万円
万円

万円
万円
万円

万円
万円
万円

万円
万円
万円

年間返済額
現在

ご返済中の
借入明細

ご返済用口座
口座番号

月　　日　　時　　分頃

大垣共立銀行
とのお取引

取引希望店
（取引有の場合取引店）

借入種類 借入残高 年間返済額 借入種類 借入残高

●お申し込みに際しての注意事項
・  本仮審査申込書の記載内容と後日ご提出いただく正式なお申込書などの記載内容もしくはご提出いただく書類などの内容が相違している場合や、他のお借入状況
によっては、ご連絡した仮審査の結果にかかわらず、ローンのお取引をお断りする場合があります。

・  審査の結果は、ご自宅、携帯電話、勤務先などにお電話などでご連絡します。
・  「ご返済用口座」をお持ちでない場合は、「ご返済用口座口座番号」欄へのご記入は不要です。また、お取引希望店は、変更する場合があります。

製造 土木・建設 卸売・小売 飲食・娯楽 運輸・倉庫 教育
不動産

10名未満
昭和

（社名）

結果連絡希望先 結果連絡希望日時

（担当） （勤続年数） 年

年 月

有　（　　　　　　）歳 無

10名以上 50名以上 100名以上 300名以上 1,000名以上

医療 放送・出版 金融 農林水産・鉱業

テレビ

ご自宅 勤務先 携帯電話 いつでもよい

ラジオ
銀行窓口

新聞
銀行渉外

雑誌
交通広告

新聞チラシ ATMコーナー インターネット DM
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　）

事業所得
給与収入

無
有

（　　　　　　　　　　）支店
本店

前年

平成 令和

消費性資金
事業性資金

自動車
運転資金

リフォーム
設備資金

旅行・レジャー
法人への転貸資金

教育 結婚
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

知人

個人情報の取扱に関する規定
第１条（個人情報の収集、利用、保有）　申込人は、株式会社大垣共立銀行
（以下「銀行」という）ならびに保証委託機関（以下「保証会社」という）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（個人番号およ
び特定個人情報[個人番号を含む個人情報をいいます。以下個人番号とあ
わせて「特定個人情報等」といいます]は除きます。）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。１．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
にご記入いただく事項。２．申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の
契約情報。３．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。４．支払能力判断のための申告情報、本件申し込み以外に保証
会社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等。５．申込人の運転免
許証、パスポート等の本人確認のための情報。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）。
第２条（銀行における個人情報の利用目的）[特定個人情報等は除きます。]
申込人は、保証会社を保証委託先として銀行に本件申し込みにあたり、銀
行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、申込人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○公共債の窓口
販売業務、投資信託の窓口販売業務、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（今後取扱いが認められる業務を含みます）利用目的銀行および
銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で
利用致します。なお、特定の個人情報の利用目的が、（注）法令等に基づき限
定されている場合には、当該利用目的以外で利用致しません。（注）法令等に
基づき限定されている場合＊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に利用・第三者提供致しません。＊銀行法
施行規則等により、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・第三者提供致しません。○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付のため。○金融商品取引法
に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。○犯
罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等、或いは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。また必要とされる銀行のリ
スク管理・収益管理のため。○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。○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。○お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため。
○お客様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。○銀行の連結対象会社や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。○その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
第３条（保証会社における個人情報の利用目的）　申込人は、保証会社を保
証委託先として銀行に本件申し込みにあたり、保証会社が個人情報の保護
に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）に基づき、申込人の個人
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○信用保証業務並びに信用調査業務○不動産担保に関
する事務の代行業務○前各号に付随する一切の業務（今後取扱が認められ
る業務を含みます）○クレジット事業、カード事業およびその他の金融サー
ビス事業利用目的保証会社および銀行およびその関連会社や提携会社の
金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用致します。なお、特定の個
人情報の利用目的が、（注）法令等に基づき限定されている場合には、当該利
用目的以外で利用致しません。（注）法令等に基づき限定されている場合＊
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
的に利用・第三者提供致しません。＊銀行法施行規則等により、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・
第三者提供致しません。１．犯罪収益移転防止法に基づくご本人の確認等、
或いは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。２．現在
および将来における保証審査のため。３．与信取引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。また、必要とされる保証会社のリスク管
理・収益管理のため。４．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。５．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。
６．お客様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。７．
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。８．お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の
営業案内。９．その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
第４条（個人信用情報機関の利用等）[特定個人情報等は除きます。]　１．申
込人は、銀行および保証会社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申込人の個人情報（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む）が登録されている場合に
は、銀行および保証会社が与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査
をいう。ただし、銀行法施行規則等により、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る。以下同じ）、または与信後の管理のために当
該情報を利用することに同意します。２．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

号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名、役務名・
権利名およびその数量・期間・回数、契約額または極度額、支払回数、年間請
求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報
の全部または一部、およ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．申込人は、本件申し込みに関する客観的な事実について、銀
行および保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録
され、銀行および保証会社が加盟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ことに同意します。４．前３項に
規定する個人信用情報機関および本件申し込みに基づき登録される情報と
期間は次の通りです。（１）銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機
関の名称等は以下の通りです。（加盟している個人信用情報機関を○で表示）

○

－

－

－

○

○

保
証
会
社

銀
行

ホームページアドレス・
電話番号・郵便番号・所在地

個人信用情報
機関の名称

各個人信用情報機関の定
める本件申し込みに基づき
登録される情報とその期間
個人信用情報機関を利用し
た日、本件申し込みの内容等：
個人信用情報機関を利用し
た日より１年を超えない期間
本件申し込みに係る申し
込みをした事実：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
本件申し込みに係る申し
込みをした事実：照会日か
ら６ヵ月以内

全国銀行個
人信用情報セン
ター（ＫＳＣ）

株式会社
シー・アイ・シー
（ＣＩＣ）

株式会社日本
信用情報機構
（ＪＩＣＣ）

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
℡０３－３２１４－５０２０
〒１００－８２１６東京都千代田区
丸の内１－３－１
https://www.cic.co.jp/
℡0570－666－４１４
〒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
https://www.jicc.co.jp/
℡０５７０－０５５－９５５
〒１１０－００14東京都台東区北上野１－
１０－１4 住友不動産上野ビル５号館

（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、
㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相互に提携しています。
第５条（個人情報の第三者提供）[特定個人情報等は除きます。]　１．銀行か
ら保証会社への第三者提供　申込人は、本件申し込みにかかる情報を含む
申込人の以下の情報が、保証委託先の保証会社における本件申し込みの受
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、
市場調査等研究開発、取引上必要な各郵便物の送付、その他申込人との取
引が適切かつ円滑に履行されるために銀行より保証会社に提供されること
に同意します。（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する
情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本件申し込みにあ
たり提出する書面に記載された全ての情報。（２）銀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）銀行における預金
残高情報、他の借入金の残高状況、返済状況等、申込人の銀行における取引
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）銀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。
（６）その他、申込人との取引を円滑に履行するための情報。２．保証会社か
ら銀行への第三者提供　申込人は、本件申し込みに係る情報を含む申込人
に関する以下の情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状
況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本件取引および他の与信取引等
継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、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、市場調査等研究
開発、取引上必要な各郵便物の送付、その他申込人との取引が適切かつ円
滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意します。
（１）氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負
債に関する情報、借入要項に関する情報等、本件申し込みにあたり提出する
書面に記載の全ての情報。（２）保証会社での保証審査の結果に関する情
報。（３）保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報。
（４）保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行にお
ける取引管理に必要な情報。（５）銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完
了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報。（６）代位弁済完了後の
返済状況等に関する情報。（７）その他、申込人との取引を適切かつ円滑に履
行するための情報。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）　１．申込人は、個人情報について保
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。
第７条（本条項に不同意の場合）　保証会社は、申込人が本件申し込みに必
要な事項の記入を希望しない場合および本条項に同意しない場合は、本件
申し込みの受付をお断りすることがあります。
第８条（本契約が不成立の場合）　申込人は、本件申し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第１条に基づき、本件申し込み
をした事実に関する個人情報[特定個人情報等は除きます。]が保証会社に
おいて一定期間利用されることに同意します。
第９条（個人情報利用中止の申出）　銀行および保証会社は第２条および
第３条の利用目的に基づき個人情報を利用しますが、申込人より金融商品
やサービスに関する各種ご提案の中止の申出があった場合は、それ以降ダ
イレクトメール・電話・ｅメールの発送等を中止します。
第１０条（お問合せ窓口）　○株式会社大垣共立銀行　お客様サービス課
〒５０３－０８８７　岐阜県大垣市郭町３丁目９８番地TEL０５８４－７４－
２１１１○株式会社クレディセゾン　信用保証部　オペレーションセンター
〒１７０－６０７３　東京都豊島区東池袋３-１-１　サンシャイン６０TEL
０３－５９９２－３３５１銀行および保証会社では、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を設置しております。
〈お申し込みに際しての確認事項〉　１．本件は「仮申し込み」であり融資予
約・保証契約ではありません。したがって、ローンをご利用いただくためには
別途正式なお申し込みが必要です。なお、本申込書はご返却いたしません。
２．この申込書のご記入内容と正式申し込み時に提出していただく申込書・
確認資料の内容（状況）とが相違している場合には、ご連絡しました内容に
かかわらず、ご希望に沿いかねることがございますのでご了承ください。３．
ご自宅またはお勤め先にお申し込み確認の電話を差し上げることがござい
ますのでご了承ください。 以　上

（2020年2月29日現在）

お申し込み日

キ
リ
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※個人事業主の方は事業所得、会社役員の方は
　役員報酬等の金額

・10～500万円 ・ 6ヵ月～10年


