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〈（株）日専連ナック保証〉

ゆとり
〈あおぎん〉フリーローン

 

   

◎お借入金利はお申込時ではなく、実際にお借り入れいただく日の金利が適用されます。
◎お借入金利は金利情勢の変化に伴い、当行の判断で都度見直しを行っておりますが、ご融資後のお借入金利は返済期間中変更はありません。

●ご利用いただける方／満20歳以上完済時年齢満80歳以下の個人の方で、（株）日専連ナックの保証が受けられる方。●お使いみち／ご自由です（ただし事業資金は除きます）。●ご融資金
額／1万円以上500万円以内（1万円単位）。●お借り入れ利率（保証料を含みます）／年14.5％（固定金利）。※金利は平成26年12月15日現在。●ご返済方法／元利均等分割返済。毎月5日に、
一定額をご指定の預金口座から、自動的にご返済いただきます。また、ボーナス時に増額してご返済していただく方法も、併せてご利用になれます。●手数料／不要です。●ご返済期間／1ヵ月以
上10年以内（1ヵ月単位）。●取扱店／東京支店を除く全店。●担保・保証人／原則不要です（（株）日専連ナックが保証いたします）。ただし、保証会社宛に保証人が必要な場合があります。●正
式なお手続時の必要書類／①運転免許証・健康保険証など、ご本人の確認ができる書類。②普通預金口座（総合口座）の通帳とお届け印。③所得を証する書類（源泉徴収票等）（ご融資金額200万円
超の場合）。④借入一本化資金の場合：借入残高証明書、ご利用明細等、借入内容の内訳が確認できる資料。※普通預金通帳をお持ちでない方は融資決定後に口座をお作りいただきます。※店頭に
説明書をご用意しております。 （26.12）

趣味･スポーツ 慶事･弔事

医療・介護 教育 リフォーム

●ベット
●イス･ソファー・テーブル
●テレビ
●DVDプレイヤー・ブルーレイ

●マッサージ器
●パソコン・タブレット
●その他周辺機器
●デジタルカメラ など

●貴金属・ジュエリー
●ゴルフセット
●スキー・スノボ関連アイテム
●マウンテンバイク・自転車

●キャンプ用品
●その他スポーツ
●レジャー関連

など

●結婚費用（子女・本人）
●七五三・節句
●入学・卒業・就職祝い
●その他の祝事

●墓地・墓石
●葬祭／法事費用
●仏壇・仏具
●その他の弔事・仏事 など

●入院費用・治療費・薬代
●PET検査（がん検査）・人間ドック
●歯の矯正・入れ歯
●エステ

●バリアフリー設備
●ホームペルパー利用料
●その他の介護サービス利用費用

など

●受験料・入学金・授業料
●受験時の交通費・宿泊費
●学習塾・予備校
●通学費用

●英会話スクール
●ピアノ教室
●その他各種学習・資格取得費用

など

●塗装・クロス（壁紙）
●門扉・フェンス
●カーポート
●シャッター・雨戸

●食器洗い乾燥機
●生ごみ処理機
●ソーラーパネル
●増改築  など

家具家電

たとえば
〈あおぎん〉のゆとり王はお使いみちが自由!!

最高500万円 最長10年      金利 年14.5％
完済時年齢満80歳以下であれば年金受給者の方のお申込可！
所得確認資料不要！（ご融資金額200万円以下の場合）
パート･アルバイトの方もお申込可！
複数のローンを1本化（借換え）して、ゆとり返済もOK!!

●
●
●
●
●

固定金利 ※金利は平成26年12月15日現在

ローンクレジット･
キャッシング等

か り る

あおぎんローンプラザ
または
パーソナルプラザを
ご利用ください。

土・日・祝日の
ご相談は

お待ちいただくことがないよう、ご来店の際は予め電話で事前ご予約をお勧めいたします。商品のお問い合わせ・ご相談ご来店のご予約はフリーダイヤル（無料）へ！

あおぎん
パーソナル
プラザ

営業時間：土・日・祝日/10：00～18：00 平日/12：00～20：00 ※定休日/なし ※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

弘前    0120-608089青森    0120-608417 八戸    0120-608743
ロ ー ンは 良 い な ローンは お はやく ローンはおなじ み

青森市浜田二丁目14番地8（｢JUN浜田」１F） 弘前市大字和徳町19-1（当行津軽和徳支店2F） 八戸市青葉二丁目10番8号（マンションあおば1F）

営業時間：日曜・平日/10：00～18：00
※定休日/土曜日、祝日 ※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

堀口 0176-52-6121
営業時間：土・日・祝日/10：00～18：00 平日/11：00～19：00
※定休日/なし ※休業日/年末年始（12/31～1/3）・5/3～5/5

八戸ニュータウン 0178-23-5715
八戸市北白山台5丁目1-21 三沢市大字三沢字堀口117-35（三沢堀口ショッピングセンター エリア内）

ご返済金額を試算いたします。店頭、または当行ホームページへどうぞ。

 



勤務形態

現在の

お借入内容

総借入額

（ただし、住宅ローンは除きます）

万円

万円

年

年  ヵ月

1. 正社員、 自営 2. パート・アルバイト

人

3. その他（  ）

支店

1. 男 3. 女

お申込日 平成  年  月  日

 年  月  日 才

都 道
府 県

市 区
郡

1. 本人持家 2. 家族持家 3. 公団・公営 4. 社宅・寮 5. 借家賃貸マンション
6. 民間アパート 7. その他（間借り等）

配偶者（ 有・無 ） 子供（  人） 他家族（  人） 合計（本人含む 人）

1. 青森銀行 2.他の銀行 3.信用金庫 4.その他（  ）

○本サービスはローンの「仮審査申し込み」です。ご利用いただくためには別途正式手続きが必要となります。正式なお手続は、審査結果のご連絡後、所定の日までに普通預金口座をお持ちの当行支店窓口、あるいは取
引予定店までお越しください。ご来店の際は、本仮審査申込書をご持参ください。

○この仮審査申込書のご記入内容と、ご来店時にご提出いただく正式申込書ならびに確認資料の内容が相違している場合は、ご連絡した審査結果の如何にかかわらず、ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
○商品説明をご覧いただき、下記太枠内全ての項目をお申込になるご本人様がご記入ください。
○青森銀行に普通預金口座をお持ちでない方は、下記店名欄にお取引希望店をご記入ください。
○青森銀行からご融資（カードローンも含む）を受けている方は、ご返済のお取引店名を下記店名欄にご記入ください。
○本ローンのお申込は、個人の方に限らせていただきます。なお、この仮審査申込書は返却いたしません。

■

私は下記の各条項を承諾の上、上記ローンの仮審査申し込みをします。この仮審査申込書の記入内容は事実に相違ありません。

昭和
平成

審査結果のご連絡について／この仮審査申込書が当行ローンセンターに到着した後、到着日を含め原則3日以
内（ただし、土・日・祝日を除きます。また、到着が午後以降となる場合は、翌営業日の到着扱いとさせていただく
ことがございます。）に審査の結果をお電話でご連絡いたしますので、ご希望の連絡先に○をお付けください。
なお、お電話でご連絡がつかない場合には、上記お届けのご住所まで書面にて結果をお知らせいたします。

お勤め先携帯電話ご 自 宅

お支払予定先（借入一本化の場合、借入先名と金額をもれなくご記入ください）

ボーナス返済月（下記のいずれかでご指定願います）
1.  6月・12月 2.  7月・1月 3.  8月・2月 4.  9月・3月

（1万円単位）

総所要資金 万円

お使いみち

ご希望金額 万円

※うち、ボーナス返済  万円 （お借入額の50％以内）

（1ヵ月単位）
ご返済期間 年 ヵ月

お借入希望日 月 日 ご返済希望日 毎月 日

運転免許証（表・裏）または健康保険証の写し（表・裏）
もFAXしてください。

FAX年中
無休

２４時間
受付

お間違いのないように
再度ご確認願います！！017 732 1687

《仮審査申込書》

ご署名

上記内容に同意します。

印

1万円以上500万円以内

1ヵ月以上10年以内

1.私は、株式会社日専連ナック（以下「保証会社」といいます）の保証に基づく上記「ローン取引」の仮審査申し込みを行います。私は株式会社青森銀行ならびに保証会社（以下「銀行等」と総称します）の
審査の結果、「仮承認」となった後に、銀行等に別途正式申し込みならびに正式契約を行うとともに、借入条件、保証委託条件等は、銀行等との正式契約時に受領する正式の規定等により確定するものと
し、その条項に従います。

2.私は、本仮審査申込書を使用し、貴行及び保証会社が本仮審査申込にかかる審査を行うことに同意します。
3.私は、銀行等が本申込書に記載した私の個人に関する情報（以下「個人情報」といいます）につき、それぞれ必要な保護措置を講じた上で、本申込に係る与信判断並びに与信後の管理のために収集・利

用することに同意します。
4.私は、銀行等が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私の個人情報が登録されている場合には、銀行等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、割賦販売法第39条の法令および貸金業の規則等に関する法律第30条等により、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）のため利用するこ
とに同意します。

5.私の本申込に関する客観的な取引事実に基づく個人情報（氏名、性別、生年月日、住所、郵便番号、自宅電話番号、勤務先、勤務先電話番号、契約日、契約の種類、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々
の支払状況の情報）が、加盟個人信用情報機関に1年間を超えない期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、私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。

6.第3項及び前項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名簿等は各機関が開設しているホームページをご覧ください。
⑴ 銀行が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 TEL03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
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
株式会社シー・アイ・シー（CIC）TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp
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
同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構 TEL0120-441-481 http://www.jicc.co.jp
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信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 青森銀行 御中
株式会社 日専連ナック 御中

⑵  保証会社が加盟する個人信用情報機関
①㈱シー・アイ・シー（CIC) (前出）
なお、全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シー、㈱日本信用情報機構は相互に提携
しています。

〈あおぎん〉フリーローン「ゆとり王」

（26.12）


