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日本モーゲージサービス株式会社 御中（金融機関）
全国保証株式会社 御中（保証会社）

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

住所 (〒    -    ) 住所 (〒    -    )

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 実印 氏名 実印

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

住所 (〒    -    ) 住所 (〒    -    )

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 実印 氏名 実印

私(共)は、以下の同意事項を承諾のうえ、MSJ住宅ローン【十色(トイロ)】の事前審査(以下「本事前審査」といいます。以下同じ。)の申込みをします。

［同意事項］

1. 私(共)は、別途MSJフラット35の借入申込の審査が不承認となり、希望したMSJフラット35の利用が出来なくなった場合に
限り、本書面の提出をもって本事前審査の申込みをします。（MSJフラット35の借入申込の審査が承認となった場合には、
本事前審査の申込みは成立せず、よって本事前審査は実施しません。）

2. 私(共)は、本事前審査の申込みにあたり、本書面に記載の審査項目に加え、MSJフラット35の借入申込書等において、既に日
本モーゲージサービス株式会社（以下「金融機関」という。以下同じ。）に提示した全ての情報を利用することを了承します。

3. 私(共)は、本事前審査の借入希望額を、MSJフラット35借入希望額（但し、MSJ【ふるふるパッケージ】（アプラス商品名:
「マイホームプラン（パッケージ型）」）の借入希望がある場合は、これを合算した金額）とすることを承諾します。

4. 私(共)は、別紙又は当社ＨＰ（http://www.m-s-j.jp/)記載の、MSJ住宅ローン【十色（トイロ）】の商品概要等を確認・理解
したうえで、本事前審査の申込みをおこないます。

5. 私(共)は、MSJ住宅ローン【十色（トイロ）】の正式な借入の許諾については、別途正式申込の後に決定するものであり、本
事前審査の回答が融資を約束するものではないことを、予め承諾します。

6. 私(共)は、本事前審査の結果、金融機関より正式な申込み手続きの依頼があった場合には、別途正式申込み手続きを行うこと
を承諾します。

7. 私(共)は、私(共)又は、住宅の工事請負業者、売主若しくは販売代理事業者等（個人、個人事業者、法人その他形態の如何は
問いません。）が暴力団等の反社会的勢力に該当する場合（反社会的勢力に該当する懸念があると金融機関又は全国保証株式
会社（以下「保証会社」という。以下同じ。）が判断する場合を含みます。）には、融資の謝絶又は内定の取消しが行われる
場合があることを了承します。

8. 私(共)は、保証会社の連帯保証を条件として、金融機関に住宅ローンの借入を申込みます。なお、借入金額（保証債務額）その
他の条件は金融機関（保証会社）あてに別に提出する金銭消費貸借契約書（保証委託契約書）等によって確定し、その条項に従
います。また、連帯保証人予定者は本書によって一切の保証の意思表示を行うものではなく、別途書面により行うものとします。

9. 私(共)は、下記【お申込時のご注意事項】を確認し、了承のうえ、申込みます。
【お申込時のご注意事項】
① お申込内容の確認のために、ご自宅ならびにご勤務先にお問合せをさせていただくことがあります。
② この申込書の各項目にご記入いただけない場合、事実と異なる記載をされた場合、また団体信用生命保険にご加入でき

ない場合には、お申込みをお断りさせていただくことがあります。
③ 審査の結果、ご要望にそえない場合があります。なお、審査の結果にかかわらず、保証会社は審査基準・審査内容を

開示いたしませんので、あらかじめご了承ください。
④ ご提出いただいた申込関係書類はご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
⑤ 正式な借入（保証委託）申込時、本書に記載された内容に変更が生じた場合には、審査結果が変更になることがあります。

10. 私(共)は、アライアンスパートナーや住宅会社等に対する、審査結果の回答や、書類の取次ぎ等委託については、MSJフラット
35の同意に準拠することに同意します。

MSJ住宅ローン【十色（トイロ）】事前審査申込書兼引受照会書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書（保証会社用）

MSJフラット35審査情報利用に関する同意書

性別
1. 男
2. 女

性別

申込日 平成  年  月  日

（自署） （自署）

1. 男
2. 女

申
込
人

連
帯
債
務
者

予
定
者

生年月日 昭和・平成   年   月   日（満   歳） 生年月日 昭和・平成   年   月   日（満   歳）

物
上
保
証
人

予
定
者
①

物
上
保
証
人

予
定
者
②

性別

生年月日 昭和・平成   年   月   日（満   歳）

電話番号
ご自宅
携帯

     （      ）
     （      ）

生年月日

電話番号

性別
1. 男 1. 男
2. 女 2. 女

昭和・平成   年   月   日（満   歳）
ご自宅      （      ）

(太枠自署)(太枠自署)
携帯      （      ）

ＭＳＪ住宅ローン【十色(トイロ)】同時申込みご利用者様のみ
［審査項目追加記入欄］ ※以下の項目に必要事項をご記入下さい。

【必須項目】
※携帯ドメイン可

 １．社⻑  ２．役員  ３．役職者（管理職）  ４．役職者（管理職以外） 

 ５．一般  ６．その他（                  ）

  １．管理職 ２．事務 ３．営業・販売 ４．介護・看護  5. 作業員・工員  6. 専門・技術

   7．運転 8．接客 9．医師・弁護士・会計士・税理士 10．その他（               ）

  １． １０人未満  ２． ３０人未満  ３． ５０人未満  ４． １００人未満 

   5． ５００人未満  6．  １０００人未満  ７．  １０００人以上

  配偶者 （ 有 ・ 無 ）   子（   人）

  その他〔続柄：       （   人）〕

  １．本人持家 ２．親族持家 ３．社宅・寮  1.  はい 

  ４．借家 ５．賃貸マンション・アパート    ２.  いいえ 

 １．社⻑  ２．役員  ３．役職者（管理職）  ４．役職者（管理職以外） 

 ５．一般  ６．その他（                  ）

  １．管理職 ２．事務 ３．営業・販売 ４．介護・看護  5. 作業員・工員  6. 専門・技術

   7．運転 8．接客 9．医師・弁護士・会計士・税理士 10．その他（               ）

  １． １０人未満  ２． ３０人未満  ３． ５０人未満  ４． １００人未満 

   5． ５００人未満  6．  １０００人未満  ７．  １０００人以上

私(共)は、裏面記載の［個人情報の取扱いに関する同意条項］の内容を確認し、同意したうえ、借入および保証委託の申込みを
します。
借入申込者（自署）

（保証委託申込者）

は、必ずご本人様がご記入・ご捺印下さい。

正【15-12】20161101

ご職業

現在のお住い
物上保証人

予定者②情報

勤
務
先

配偶者の有無
健康
保険

金利タイプ  １．変動金利 ２．固定特約（   ）年 団体信用生命

返済方法

連
帯
債
務
者
情
報

勤
務
先

借入
情報

 １．楽天銀行口座 ２．楽天銀行以外の口座

１.  一般団信          ２.   ３大疾病団信
３．一般就業不能団信    4. ３大就業不能団信

実印 実印
連帯債務者 予
定者(自署)

歳 1. する 2. しない 歳

１.社保 ２.国保 １．有 ２．無

従業員数

物上保証人
予定者①情報

同居予定

資本金
前年所得の

うちの歩合給
千円

預
貯
金

給与振込
有 ・ 無

千円

役職名

所属部署名 百万円

職種

メール
アドレス

物上保証人
予定者①(自署)

物上保証人
予定者②(自署)

平成   年   月   日

1. する 2. しない

年齢 同居 続柄 年齢

種類（有価証券・不動産等）
そ
の
他 千円

役職名

職種

従業員数

お
申
込
人
情
報

１.社保 ２.国保

ご返済用口座

実印

1. する 2. しない

同居ご職業 ご職業

歳 1. する 2. しない

百万円
前年所得の

うちの歩合給
千円

ご職業

現在のお住い

実印

歳

ご融資物件に居住する

現在のお住いの居住年数  年  ヶ月

千円/月現在のお住いの家賃（賃貸の場合）

続柄

有 ・ 無 普通 ・ 定期 ・ その他（      ）

検印 照合

健康
保険

現在のお住い

資本金

金額

千円

金額

千円

所属部署名

取引金融機関 種類

普通 ・ 定期 ・ その他（      ）

ご
家
族
状
況

融資担当者

 １．元利均等返済  ２．元金均等返済



お客さまがお申込みをされ、または、契約された事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、保証会社が加盟する個人信
用情報機関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
また【保証会社　個人情報の取扱いに関する同意条項】記載の第３条について同意されない場合は同第７条にもとづき対応させていた
だきますので、別途保証会社までお申出ください。
個人情報の取扱いに関する問合わせ窓口
保証会社が保有する個人情報の問合わせ窓口は、つぎのとおりです。
なお、個人信用情報機関に登録されている情報についての開示、問い合わせ等は、後述の「３．保証会社が加盟する個人信用情報機関」で
受け付けます。保証会社ではできません。

１．

２．

３．保証会社が加盟する個人信用情報機関

４．個人信用情報機関の登録情報および登録期間

全国保証株式会社 審査部　　   ０１２０－９９８－９５２  （土日祝日除く  ９：００～１７：００）

〒１００－０００４   東京都千代田区大手町二丁目１番１号　 大手町野村ビル２４階

個人信用情報機関名

個人信用情報機関名 登　　　録　　　情　　　報 登　　　録　　　の　　　期　　　間

電話番号 ホームページアドレス所 在 地

株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ） 0120-810-414 http：／／www．cic .co . jp／〒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

株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ） 0570-055-955 http：／／www．jicc．co．jp/〒101－0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１

氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便不着の有無等を含む。）、電
話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間

契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容およびその返済状況
（延滞等の事実を含む。）
金融機関が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその
申込みの内容等

本人を特定するための情報（氏名、生年月日、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）

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）

契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金
額、保証額等）および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）

第１回目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

本契約期間中および本契約終了日（完済していない場合は完済日）から
５年を超えない期間

当該利用日から１年を超えない期間

不渡情報

官報情報 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

登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間

本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報

本契約に係る申込みをした事実

本契約に係る客観的な取引事実

債務の支払を延滞した事実（保証履行をした事実も含む）

債権譲渡の事実に係る情報

本人から申告のあった日から５年を超えない期間

金融機関または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

契約期間中および契約終了後５年以内

契約期間中および契約終了後５年間

契約内容に関する情報等が登録されている期間

契約継続中及び契約終了後５年以内

本申込みにもとづく個人情報（本人を特定する情報、ならびに申込日およ
び申込商品種別の情報） 照会日から６ヵ月以内

当該事実の発生日から１年以内

契約継続中及び契約終了後５年以内

全国銀行個人信用情報センター

株式会社シー・アイ・シー
（ＣＩＣ）

株式会社日本信用情報機構
（ＪＩＣＣ）

※
※
ＣＩＣと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「債務の支払を延滞した事実（保証履行をした事実も含む）」となります。
ＣＩＣに登録する情報は、本人を特定するための情報（氏名・生年月日・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）、契約内容に関する情報（契約の種類
・契約日・契約額・貸付額・商品名・支払回数等）、支払い状況に関する情報（利用残高・支払日・完済日・延滞等）等となります。

５．詳細内容は【保証会社 個人情報の取扱いに関する同意条項】に記載の条項をご確認ください。

第１条
１．

２．

３．

４．

第２条

第３条

第４条
１．

２．

３．

４．

（個人情報の取得・保有・利用および提供に関する同意）
私（共）は、本契約（本申込みを含む。以下同じ。）を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、下記の情報（以下これらを総称して
「個人情報」という。）を保証会社が保護措置を講じた上で、取得・保有・利用および提供することに同意します。
①本契約時に私（共）が記入する申込書、契約書等の申込書類および契約書類に記載の属性情報（氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先
電話番号、勤務先情報、職歴、資産、負債、収入、支出、家族情報、住居情報、金融機関取引状況等の情報。以下同じ）

②本契約後に届け出た私（共）の属性情報
③本契約に関する申込日、資金使途、融資対象物件の情報、資金計画、契約日、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
④本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
⑤本契約に関する私（共）の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、私（共）が申告した私（共）の資産、負債、収
入、支出、保証会社が取得したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況（個人信用情報機関から取得した情報等）

⑥犯罪収益移転防止法にもとづく本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
⑦与信判断または与信後の管理において、保証会社が必要に応じて取得した住民票、公的所得証明書、源泉徴収票、納税証明書、確定申告書、決算関係書
類、年金証書、戸籍謄（抄）本、戸籍の附票等の書類および情報

⑧保証会社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した書類および情報（官報情報等）
私（共）は、保証会社が本契約に関する与信業務および与信後の管理業務の一部または全部を保証会社の提携先企業に委託する場合に、保証会社が個人情
報の保護措置を講じた上で、第１項により取得した個人情報（ただし、個人信用情報機関から取得した情報は除く。）を当該提携先企業に預託することに
同意します。
私（共）は、保証会社が保証会社の事務（コンピュータ事務、保証関連事務等）を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた
上で、第１項により取得した個人情報（ただし、個人信用情報機関から取得した情報は除く。）を当該業務委託先に預託することに同意します。
私（共）は、保証会社が私（共）に対して求償債権を有するに至った場合において、保証会社が当該求償債権を第三者に債権譲渡するに際し、譲渡先の選
定、債権譲渡の準備行為のために第１項により取得した個人情報（ただし、個人信用情報機関から取得した情報は除く。）を、保証会社が個人情報の保護
措置を講じた上で、譲渡先候補者に対して提供し当該譲渡候補者が利用することに同意します。
（金融機関と保証会社の情報交換の同意）
私（共）は、申込書類もしくは契約書類に記載された内容および金融機関または保証会社との取引において、金融機関が知り得た私（共）の情報および保
証会社が知り得た私（共）の情報が、金融機関と保証会社相互に資料提供も含め情報交換が行なわれることに同意します。なお、本条の同意には、金融機
関と保証会社において個人信用情報機関から取得した情報の交換を行なうことは含まれません。
（個人情報の利用）
私（共）は、保証会社が下記の目的で、第１条第１項により取得した個人情報（ただし、個人信用情報機関から取得した情報は除く。）を利用することに
同意します。
①信用保証事業、損害保険の代理業務、生命保険の募集業務、融資業務、その他これらに付帯する業務における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
②信用保証事業、損害保険の代理業務、生命保険の募集業務、融資業務、その他これらに付帯する業務における市場調査・商品開発
（個人信用情報機関への登録・利用）※本条は物上保証人（連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合を除く）には適用されません。
私（共）の与信取引上の判断（支払能力・返済能力の調査をいう。以下同じ。）のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関す
る情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者）および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私（共）の個人情報（当該加盟機
関の加盟会員によって登録される情報を含む。）が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
私（共）の本契約に関する客観的な取引事実にもとづく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に「【個人情報の取扱いに関するご注意】４」
に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私（共）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。
保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、電話番号は、「【個人情報の取扱いに関するご注意】３」に記載されております。また、個人信用
情報機関の加盟資格、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、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録
・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
保証会社が加盟する個人信用情報機関（株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構）が提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。

第５条
１．

２．

第６条

第７条

第８条

第９条

（個人情報の開示・訂正・削除）
私（共）は、第４条で記載する個人信用情報機関および保証会社に対して、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。
①個人信用情報機関に登録されている情報についての開示、問合わせ等は、「【個人情報の取扱いに関するご注意】３」に記載の個人信用情報機関で受け
付けます。保証会社ではできません。

②①以外で保証会社が保有する情報について開示を求める場合には、「【個人情報の取扱いに関するご注意】２．①」に記載の窓口にご連絡ください。
開示を行った結果、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合の訂正・削除の申し立てについては、個人信用情報機関及び保証会社が定める手続き
及び方法によって行います。
（本同意条項に不同意の場合）
保証会社は、私（共）が本契約に必要な記載事項（申込書類、契約書類等で私（共）が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容
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、私（共）が第３条のみに同意しない旨の書面による意思表示をした
場合には、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。
（利用中止の申出）
本同意条項第３条により同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利
用を中止する措置をとります。
（本契約が不成立の場合）
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第１条、第４条第２項にもとづき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用され
ますが、それ以外に利用されることはありません。
（条項の変更）
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上
【保証会社の事業者に関する情報】
＜事業者名＞
　全国保証株式会社 〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町二丁目１番１号  大手町野村ビル２４階　電話番号  ０３－３２７０－２３００（代表）
＜個人情報保護管理者＞
　役職名 業務本部長

※保証会社の「問合わせ窓口」は、「【個人情報の取扱いに関するご注意】２．①」をご参照ください。

ホームページアドレス個人信用情報機関名

全国銀行個人信用情報センター 03-3214-5020 http：／／www．zenginkyo．or．jp／pcic／index．html〒100－8216
東京都千代田区丸の内１－３－１

全国銀行個人信用情報センター 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

所 在 地

個人信用情報機関名 概 要

電話番号

【個人信用情報機関の概要】

株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ） 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

株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ） 主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関

※個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。

【個人情報の取扱いに関するご注意】

［個人情報の取扱いに関する同意条項］ 【保証会社 個人情報の取扱いに関する同意条項】※物上保証人（連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合を除く）には、第４条の条項は適用されません。


