
(25.4改)

私（申込者）は本件仮審査申込にあたり、以下の内容を確認のうえ申込みます。

■本件はあくまでも仮審査申込であり、融資予約ではありません。

■記入いただいた事項と相違・変更がある場合は、ご希望に添えないことがあります。

■正式なお申込みの際には、必ず本人様にご来店いただく必要があります。

■仮審査の結果は記入いただいたご自宅またはお勤め先等へご連絡いたします。

■当様式は協同住宅ローン株式会社保証型の仮審査申込には使用できません。

■私は、この住宅ローンの申込みに係る事務を下記の「本申込にかかる事務の委託先（住宅関連会社）」に委任します。ただし、審査結果の回答等は私に対して直接行ってください。

■私は、上記組合が当該申込みに関する審査結果を私に対して直接回答するのとは別に、前記の「本申込にかかる事務の委託先（住宅関連会社）」に対して行うことに同意します。

■この仮審査申込書はお客様に返却いたしません。

私（申込者）は「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書」の内容に同意のうえ申込みます。

ﾌﾘｶﾞﾅ

多気郡農業協同組合多気郡農業協同組合多気郡農業協同組合多気郡農業協同組合

一般一般一般一般社団法人三重県農協信用保証センター社団法人三重県農協信用保証センター社団法人三重県農協信用保証センター社団法人三重県農協信用保証センター

三重県農業信用基金協会三重県農業信用基金協会三重県農業信用基金協会三重県農業信用基金協会

金　融  機　関金　融  機　関金　融  機　関金　融  機　関

申込者が正組合員の場合申込者が正組合員の場合申込者が正組合員の場合申込者が正組合員の場合
の保証委託先の保証委託先の保証委託先の保証委託先

申込者が上記以外の場合申込者が上記以外の場合申込者が上記以外の場合申込者が上記以外の場合
の保証委託先の保証委託先の保証委託先の保証委託先

お名前お名前お名前お名前
（自署）（自署）（自署）（自署）

昭和・平成 　　　年　　 　 月 　　　日（満　 　　歳）

印

御中御中御中御中

御中御中御中御中

御中御中御中御中

男・女

生年月日生年月日生年月日生年月日性　別性　別性　別性　別

お電話お電話お電話お電話

※太字の項目は必ずご記入ください。※太字の項目は必ずご記入ください。※太字の項目は必ずご記入ください。※太字の項目は必ずご記入ください。

名称名称名称名称

お勤め先お勤め先お勤め先お勤め先
(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)

ご住所ご住所ご住所ご住所

 住宅ローン仮審査申込書(事前ご相談シート) 住宅ローン仮審査申込書(事前ご相談シート) 住宅ローン仮審査申込書(事前ご相談シート) 住宅ローン仮審査申込書(事前ご相談シート)

自宅自宅自宅自宅 － －

携帯 － －

ﾌﾘｶﾞﾅ
ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 -
〒 -

－ －

※連帯債務者の場合のみ自署・捺印

ﾌﾘｶﾞﾅ

所属部課所属部課所属部課所属部課

□する□同  □別 親子リレー親子リレー親子リレー親子リレー

お勤め先お勤め先お勤め先お勤め先
(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)

名称名称名称名称

－

－－

自宅自宅自宅自宅

携帯

所得合算所得合算所得合算所得合算

印

生年月日生年月日生年月日生年月日

申込者との関係申込者との関係申込者との関係申込者との関係

お電話お電話お電話お電話

申込者との同別居申込者との同別居申込者との同別居申込者との同別居

－

お住まいお住まいお住まいお住まい

 □本人持家(戸建)  □家族持家(戸建)  □本人持家(マンション)  □家族持家(マンション)

ご家族ご家族ご家族ご家族

　　年　 ヶ月
家族人数家族人数家族人数家族人数
(本人含)(本人含)(本人含)(本人含)

同別居同別居同別居同別居

　□配偶者　□子供（　　　）人　□父　□母　□その他（　　　）人

□同   □別

 □賃貸マンション 　□社宅・寮 　□アパート　 □借家　 □公営住宅 　□その他

人（扶養　 　 人）

名称名称名称名称

居住年数居住年数居住年数居住年数

雇用形態雇用形態雇用形態雇用形態

営業内容(業種)営業内容(業種)営業内容(業種)営業内容(業種)

お勤め先お勤め先お勤め先お勤め先
(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ

所在地所在地所在地所在地

□する

家族構成家族構成家族構成家族構成

税込年収・農業所得税込年収・農業所得税込年収・農業所得税込年収・農業所得 □正社員 □他(           )

営業年数営業年数営業年数営業年数

性　別性　別性　別性　別

ご住所ご住所ご住所ご住所

男・女

ご住所ご住所ご住所ご住所

昭和・平成 　　　年　　 　 月 　　　日（満　 　　歳）

　　年　　 ヶ月入社年月入社年月入社年月入社年月 昭・平　 　年 　　月

前年所得前年所得前年所得前年所得

前々年所得前々年所得前々年所得前々年所得

前々々年所得前々々年所得前々々年所得前々々年所得

□連帯債務者　 □連帯保証人□連帯債務者　 □連帯保証人□連帯債務者　 □連帯保証人□連帯債務者　 □連帯保証人

お名前お名前お名前お名前

万円

万円

万円

万円

自自自自
営営営営
業業業業

ﾌﾘｶﾞﾅ
ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 -
〒 -

－ －

□ □

〒 -

新築購入
(土地付)

中古購入
(土地付)

資格資格資格資格

％

（　　　）　　　F A X

T E L （　　　）　　　

　　年　 ヶ月同別居同別居同別居同別居 □同   □別 人（扶養　 　 人）

本申込にかかる事務の委託先（住宅関連会社）

会社名・
営業所名

担当者

借入希望金額借入希望金額借入希望金額借入希望金額

 □増改築 □土地購入

お住まいお住まいお住まいお住まい

□月賦　□ボーナス月増額

□一括  　□分割

月　　　　月

保証料保証料保証料保証料

ボーナス月

償還方法償還方法償還方法償還方法

入社年月入社年月入社年月入社年月

万円

お勤め先お勤め先お勤め先お勤め先
(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)(自営業者含む)

名称名称名称名称

所在地所在地所在地所在地

万円

昭・平　 　年 　　月

 □正社員 □他(           ) 税込年収・農業所得税込年収・農業所得税込年収・農業所得税込年収・農業所得

　　年　　 ヶ月

自自自自
営営営営
業業業業

万円

万円

万円

前年所得前年所得前年所得前年所得

前々年所得前々年所得前々年所得前々年所得

前々々年所得前々々年所得前々々年所得前々々年所得

万円

消費税その他諸費用

万円

万円

万円

借入残高

万円

資金使途資金使途資金使途資金使途

家族構成家族構成家族構成家族構成

借入希望日借入希望日借入希望日借入希望日

□固定　□変動　□固定選択（　　　　）年　□固定段階

所属部課所属部課所属部課所属部課

居住年数居住年数居住年数居住年数

　□配偶者　□子供（　　　）人　□父　□母　□その他（　　　）人

家族人数家族人数家族人数家族人数
(本人含)(本人含)(本人含)(本人含)

平成　　 　年　　 　月 　　　日

所有者

ご家族ご家族ご家族ご家族

 □住宅新築

　年　　　　　　 ヶ月借入希望期間借入希望期間借入希望期間借入希望期間

雇用形態雇用形態雇用形態雇用形態 □本人持家(戸建)  □家族持家(戸建)  □本人持家(マンション)  □家族持家(マンション)

 □賃貸マンション 　□社宅・寮 　□アパート　 □借家　 □公営住宅 　□その他

ご住所ご住所ご住所ご住所

業種業種業種業種

勤務先ランク勤務先ランク勤務先ランク勤務先ランク

円

一時払い共済国債（額面金額）

□土地　□建物　□全て

円 投信（直近価格） 円

平成　　年　　月　　日面談日時面談日時面談日時面談日時

□正   □正(予)   □准   □准(予)   □外

担保担保担保担保 □土地　□建物　□全て

宅地

規模規模規模規模

国債（額面金額）

一時払い共済

職種職種職種職種

適用利率適用利率適用利率適用利率円

職種職種職種職種業種業種業種業種

円

資産状況
(今回申込除く）

借入対象物借入対象物借入対象物借入対象物
件の所在地件の所在地件の所在地件の所在地

□正   □正(予)   □准   □准(予)   □外

CIF番号CIF番号CIF番号CIF番号

ＪＪＪＪ
ＡＡＡＡ
使使使使
用用用用
欄欄欄欄

□連帯債務者　□連帯保証人□連帯債務者　□連帯保証人□連帯債務者　□連帯保証人□連帯債務者　□連帯保証人

融資機関・支店融資機関・支店融資機関・支店融資機関・支店

面談場所面談場所面談場所面談場所

田（本人･家族名義）

償還額

万円

面積

金利形態金利形態金利形態金利形態

内ボーナス

他金融機関の
お取引状況

□借換え

万円

住宅

勤務先ランク勤務先ランク勤務先ランク勤務先ランク

区分区分区分区分

CIF番号CIF番号CIF番号CIF番号 資格資格資格資格

㎡ 万円

本人確認本人確認本人確認本人確認書類書類書類書類

投信（直近価格） 円 円

JAとの関係コードJAとの関係コードJAとの関係コードJAとの関係コード

位

万円万円

規模規模規模規模

取次経緯取次経緯取次経緯取次経緯

取引時取引時取引時取引時確認職員番号確認職員番号確認職員番号確認職員番号

円

㎡

位

畑（本人･家族名義）㎡

担保評価額または物件価格担保評価額または物件価格担保評価額または物件価格担保評価額または物件価格

□勧誘 □顧客申出申込経緯申込経緯申込経緯申込経緯

万円

□ＪＡ □保証機関

担保権者担保権者担保権者担保権者 順位順位順位順位

□ＪＡ □保証機関

所有者所有者所有者所有者

借換の場合
残存期間

　年　　　　　　 ヶ月

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ

営業年数営業年数営業年数営業年数

0

営業内容(業種)営業内容(業種)営業内容(業種)営業内容(業種)

自己資金自己資金自己資金自己資金

㎡

㎡

事業費事業費事業費事業費

0

借入先 資金使途

万円

計

万円

年間償還額

万円

借入金額

万円万円

申込日申込日申込日申込日 平成 年 月 日


