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南都銀行（頭取 橋本 隆史）は、平成２９年６月２３日（金）より、個人事業主さま向けビジネスローン  

「やりくり上手」の取扱いを開始します。 

本商品は、営業・事務・資金手当て等を一手に担う多忙な個人事業主さまの様々な資金ニーズにスピーディに

お応えするビジネスローンで、「突発的な運転資金」や「事業拡大に伴う増加運転資金」、「設備資金」、   

「借換資金」のほか、「開業資金」としてもご利用いただけるものです。また、本商品は当行ホームページから

もお申込みいただけます。 

当行は今後も、地域金融機関として、さまざまな金融サービスを通じて地域経済・社会への貢献に取組んで 

まいります。 
 

概要は以下のとおりです。 

 

１．取扱開始日 

平成２９年６月２３日（金） 

 

２．「やりくり上手」商品概要 

ご利用いただける方 

оお申込時の年齢が２０歳以上かつ完済時の年齢が８０歳以下の個人事業主の方

о安定継続した収入がある方 

о事業所または住居が当行営業エリア内（東京除く）にある方 など 

資金使途 事業資金（運転資金、設備資金、借換資金） 

融資金額 １０万円以上５００万円以内 

融資期間 ６ヵ月以上１０年以内 

返済方法 毎月元利均等返済 

融資利率 
審査結果に応じて、年５.０％、９.０％、１３.５％の３段階 

（保証料を含む固定金利） 

保証会社 株式会社クレディセゾン 

※ 詳しくは別添チラシをご覧ください。 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 法人営業部 土井
ど い

 ℡ 0742－27－1558  

個人事業主さま向けビジネスローン｢やりくり上手｣の取扱いを開始！ 

～地域の個人事業主さまのご商売をサポートします～ 



※審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますのでご了承ください。
※お申込みに関して、当行所定の審査がございます。事前審査承認後、正式にお申込みいただくためにご指定のお取扱店にご本人様にご来店いただきます。
※ホームページに説明書をご用意しております。
※ご返済額の試算は店頭または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

ご利用
いただける方

お使いみち

●お申込時の年齢が20歳以上で、完済時の年齢が満80歳
以下の個人事業主の方

●安定・継続した収入がある方
●住居又は事業所が当行営業エリア内(東京を除く）にあり、
当行に普通預金または当座預金をお持ちの方

●保証会社の保証を得られる方

●毎月元利均等返済
 （ボーナス返済はご利用いただけません）
●毎月7日、17日、27日のいずれかお客様のご都合の
良い日をお選びいただけます。
 （銀行休業日の場合は翌営業日となります）

事業性資金（運転・設備・借換）

担保・保証人

ご融資期間 6ヵ月以上10年以内（1ヵ月単位）

手数料 不要（印紙代や諸経費はご負担いただきます）

不要

保証会社 （株）クレディセゾン

ご融資金額 10万円以上500万円以内（1万円単位）

ご融資利率

固定金利（保証料はご融資利率に含まれます）

年5.0%・9.0%・13.5%
ご融資利率は3段階あり審査結果により、当行で決定させ
ていただきます。

ご融資利率は3段階あり審査結果により、当行で決定
させていただきます。

※ご契約と同時に口座開設も可能です。

ご融資金額 : 500万円以内

ご用意
いただくもの

①ご本人を証明できる資料 （運転免許証・パスポート等）
②返済口座の届出印
③所得を証明する書類
　（確定申告書写し・公的所得証明書・納税証明書等）

返済方法

個人事業主さま向けビジネスローン
〈ナント〉

運転資金 設備資金 借換資金

担保・保証
人

不要！
Web申込可能！

年5.0%・9.0%・13.5%ご融資利率（固定金利）：

事前お申込みについては、裏面をご覧ください。

受付時間／平日 9：00～17：00 （土日、祝日、年末年始を除く）

法人営業部フリーダイヤル

0120-012-710 http://www.nantobank.co.jp/hojin/tyoutatsu/yarikuri/index.html
■南都銀行ホームページからもお申込み可能です！！

法人のお客さま 資金の調達 個人事業主さま向けビジネスローン「やりくり上手」

くわしくはお取引店または、法人営業部までお気軽におたずねください。

H29.6（20080）平成29年6月現在

やりくり上手

Beauty salon

Bakery

Vegetable store

Restaurant

Flower shop



①審査結果によっては、ご希望に添えない場合もございます。
②事前審査申込内容および審査結果は左記にて選択いただいた「お問い合わせ等のご連絡先」
への架電等によりご連絡させていただきます。

③この申込書は「事前審査申込書」となっております。実際に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。

④この申込書の記載内容と改めてご提出いただく正式申込書類ならびに確認資料の内容が相違
している場合、ご連絡した審査結果の如何に関わらず、ご希望に添えない場合もございます
のであらかじめご了承ください。

⑤上記の太枠内はもれなくお申込人ご本人様がご記入ください。

■お申込みに際しましては、次の点にご留意ください。

 年　　　  月　　　  日■太枠内すべての項目を、お申込みになるご本人さまがはっきり正確にご記入ください。

株式会社 南都銀行  御中
株式会社 クレディセゾン  御中 株式会社 南都銀行 法人営業部 行

お借入
希望額 お借入希望日

お取引（希望）店

預金科目

口座番号※

普 通     ・     当 座

　年　　　　　　月　　　　　日

お借り換えの場合 金  額 返済用預金口座

万円

万円

万円

お支払先

南都銀行

その他のローン

当商品

その他のローン

万円 回

●10万円～500万円 ●6回～120回（ご返済方法は毎月元利均等返済となります）

※当行に口座をお持ちでない場合は記入不要です。

●アパート・マンション・団地・号室などをくわしくご記入ください ●自宅

●携帯

ー　　　　　　    　　　ー

ー　　　　　　    　　　ー

ー　　　　　　　　　ー

ご返済
希望回数

お名前

お住まい 住居年数 配偶者

住  所 電話番号

性  別 生年月日 年  齢　年　　　月　　　日

　年      ヵ月

歳

万円

名

万円　年　　　　　　　ヵ月

1.有  2.無

1.男

2.女

1.昭和

2.平成

フリガナ

〒

01.自己所有    02.家族所有    03.公団・公営    04.アパート    05.借家    06.社宅
07.寮    08.賃貸マンション    09.その他(　　　　            　　　　　　　　　　　)

01.建設業  02.製造業  03.卸売業  04.小売業  05.飲食業  06.不動産業  07.運輸業

08.サービス業  09.医療業  10.観光業  11.その他(　                                     　)

●市外局番からご記入ください（代表・直通）

屋号

所在地

事
業
内
容
に
つ
い
て
営業年数

事務所
電話番号

業  種

年  商 所  得

従業員数

フリガナ

〒

お申込日

私は、「ローンのお申込内容」及び以下の「個人情報の取扱いに関する
同意条項」の内容を確認し、同意の上、標記ローンを申込みます。

お申込人氏名
（自署）

流動性預金

定期制預金

住宅ローン

万円

万円

完済 ／ 利用中 有   ／   無

有   ／   無

有   ／   無給与振込 店 名 CIF

年金振込

事業売上金振込

銀
行
使
用
欄

取
引
内
容

コ
メ
ン
ト

お問い合わせ
等のご連絡先 ご自宅 事務所 携帯電話

個人事業主さま向けビジネスローン やりくり上手 事前審査申込書（FAX用）

個人情報の取扱いに関する同意条項
株式会社南都銀行 御中
１．申込者（以下、「私」といいます。）は、株式会社南都銀行（以下、「銀行」といいます。）が本申込みに対する与信取
引上の判断および法令等に基づく本人確認や利用資格の確認のため、本シートに記載した事項を銀行が取得、
保有、利用することに同意します。

２．私は、銀行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私の個人情報（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、銀行がそれを与信取引上の判断（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。）のために利用することに同意します。

３．銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および
本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同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2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、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。
　【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  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
　　TEL．03‐3214‐5020  TEL．0120‐540‐558
　○（株）日本信用情報機構（JICC）  http://www.jicc.co.jp
　　TEL．0570‐055‐955
　○（株）シー・アイ・シー  http://www.cic.co.jp/
　　TEL．0120‐810‐414
５．私は、銀行が、株式会社クレディセゾン（以下、「保証会社」といいます。）に、保証会社の与信判断ならびに与信
後の管理（代位弁済完了後含む。）のために必要な範囲で、銀行の保有する個人情報を提供することに同意します。

株式会社クレディセゾン（保証会社）御中
１．申込者（以下、「私」といいます。）は、私と株式会社南都銀行との間の金銭消費貸借契約にかかる株式会社クレディ
セゾン（以下、「保証会社」といいます。）との保証委託契約（以下、株式会社南都銀行との金銭消費貸借契約と保証
委託契約を総称して「本契約」といいます。）の与信判断及び与信後の管理（代位弁済完了後含む。）のため、以下の
情報（以下、これらを総称して「個人情報」といいます。）を保証会社所定の保護措置を講じた上で、収集・保有・
利用することに同意します。
　①本シートに記載された私の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Ｅメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、
　住居状況、取引目的等の事項
　②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
　③私が申告した私の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
　④私の来店、問い合わせ等により保証会社が知り得た情報（映像・通話情報を含む）
　⑤法令等に基づき私の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
　⑥官報や電話帳等一般に公開されている情報
２．個人信用情報機関への登録・利用
　（1）私は、保証会社が私の支払能力の調査のために、保証会社の加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に

関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下、「加盟個人信用情報

機関」といいます。）及び当該機関と提携する個人信用情報機関（以下、「提携個人信用情報機関」といい
ます。）に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、私の支払
能力の調査のために限り、それを利用することに同意します。

　（2）私は本契約に係る申込みをした事実に基づく個人情報が、（3）に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録
され、加盟個人信用情報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。

　（3）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報及び登録期間は下記のとおりです。
　　○（株）シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関）  http://www.cic.co.jp/
　　　TEL．0120‐810‐414
　　　登録情報：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、契約額、貸付額、商品名及びその数量／回数／期間、支払回数等契約内容に
関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報

　　　登録期間：
　　　①本契約に係る申込みをした事実は保証会社が（株）シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
　　　②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内 
　　　③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
　　○（株）日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定信用情報機関）  http：//www.jicc.co.jp
　　　TEL．0570‐055‐955　　
　　　登録情報：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、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、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその
数量等、支払回数等）、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）、
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）

　　　登録期間：
　　　①本契約にかかる申込みをした事実は、保証会社が（株）日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
　　　②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
　　　③契約内容及び返済状況に関する情報は､契約継続中及び契約終了後5年以内
　　　④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内（ただし、債権譲渡の事実に係る情報に

　ついては当該事実の発生日から１年以内）
　（4）提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
　　○全国銀行個人信用情報センター  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
　　　TEL．03‐3214‐5020  TEL．0120‐540‐558
３．本同意条項に不同意の場合
　保証会社は、私が本契約の申込みに必要な記載事項（本シートで私が記載すべき事項）の記載を希望しない
場合及び本同意条項の一部又は全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。

４．本契約が不成立の場合
　本契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、項番1及び項番2
（1）（2）に基づき、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。
【お問い合わせ窓口】（保証会社の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口）
　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
　〒170‐6038  東京都豊島区東池袋3‐1‐1  サンシャイン60・38F  TEL．03‐5992‐3351

●該当項目に◯印をおつけください

借換の内容につきましては右欄を
ご記入ください。

ご利用目的

1.運転資金   2.設備資金

3.借換資金 >

F
A
X
送
信
方
向

0742
-27

-8815
FAX


	〔ニュースリリース〕やりくり上手（配付ならびにＨＰ用）
	チラシ

