契約条項（極度方式基本契約）
第1条（ロー ンの利用）
1. 株式会社アロ ー （以下「当社」｝と本契約を締結した方を以下「会員」といいます。
2. 会員は本契約を締結することにより 、 以下の方法により当社のロ ー ンを利用することができます。
(1) 当社店鍼の窓口に、 ご本人が硝認できるものを提示し｀ 所定の手涜きをした時 ．

(2)会員が振込による借入を希望した場合、予め当社に届出た会員指定の金融機関への振込にて行い、 振込送金日を借入日
とし、 振込人名器は（株）アロ ー とします。
3.

会員は本契約に基づき惜り入れた借入金を借入人の事業の目的のために用いません。

第2条（反社会的蒻力の餅踪）
1. 借主等は、 現在、 暴力団、 暴力団員、 暴力団景でなくなった時から 5 年を経過しない者、 暴力団準構成畏、 暴力団関係
企業、 総会屋等 、 社会運動等標ぼうゴ□又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団畏等」
という。 ）に該当しないこと、 及び次の各号のいずれにも該当しないこと、 かつ、将来にわたっても該当しないここを表
明・確約します。
(1) 衰力団霙等が経営を支配していると認められる関係を有すること．

(2)暴力団霙等が経営に実鑓的に開与していると認められる関係を有すること ，
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなと、 不当に暴力団員
等を利用していると認められる関係を有すること 。
(4) 累力団興等に対して資金等を提供し、 又は便亘を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 。

(5)役員又は経営に実酋的に関与している者が暴力団異等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主等は、 自ら又は第三者を利用して、 く1>暴力的な要求行為、 く2>法的な畏任を超えた不当な要求行為 、 <3>取引に
関して、 脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、 く4>風説を流布し、 偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損
し、又は黄土の業務を妨言する行為く5>その他これらに準ずる行為 、 のいずれも行わないことを確約します。
第3条（利息計璽及び返済金の充当順位）
1.借入金Iし文19る利息は次の算式により 、 計算いたしまり。
利息＝残元金x約定利率x経過日数-i-365（うるう年の場合も同様とします。 ）
2.会呉は、 返済した金額が、 本契約偶務金額を消滅させるに足りない時は（1)未払金(2)追約惧害金(3)利患(4)元金
の順で充当する事とし、 但し当社が適当とみなす順位で充当された場合であっても巽議を申立てません。
第4条（朗綱孟の交付）
1. 本契約に基づく、 借入・返済の都度 、 当社は明細琶を交付します。 但し、 直接受け取れない場合（送金時等）は、店舗
への来店時 、 あるいは会員の指定先への郵送によって交付します。
2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会異からの申し出があった場合に限り明細書を交付し
ます。
第5条（極度額及び利用限度額）
1. 本契約に基づく契約極度額は、会異が希望した金額の範囲内で、当社が承誌した金額とします。
2. 当社は、会員の信用状況に関する当社の畜査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。 会員は、 利用限度額
の範囲内で繰返し借入ができる事とします。 尚、利用限度額内での借入は金銭の交付により契約の効力が生じるものとしま
す。
3.

会員に次の各号のいづれかにあたる事由が生じた場合、 当社は利用限度額を滅額することができる事とします。

(1) 本契約条項に遠反したとき、または儡務不履行があったとき 。

(2)当社から金銭消費買借契約にもとづく借入をしたとき。
(3)当社と他の極度方式基本契約を締結したとき 。
(4) 会員の信用状況に関する当社の審査により、 当社が相当と認めたとき。

4,

前項に定める他、 当社が相当と認めた場合 、 当社は新たな借入を停止することができる事とします。

5. 全興の信用状況に関する当社の審奎により、 当社が相当と認めた壊合 、 当社は利用限度頷を増額し、 また、 新たな倍入
の停止を解除することができる事とします。
6. 当社は、お客様が満70歳になったとき 、 新たな借入を中止できる事とします。
第6条（契約期間）
1. 木契約の有効期問は木契約日より5午問こし、 期問満了日の 1ヵ月前までに特に申し出がない時は、引き続き5干問自動
更新し、 以後も同様とします。 但し、本契約による借入残高が0円の状態で6年間続いた場合 、 その時点で自動的に期間満了
とします。
2 期間満了日の 1ヵ月前までに会員又は当社より自動更新を行わない旨の申し出がなされた場合は、期間満了日における
本契約に基づく残偏務を本契約に従'，\完済に至るまで支払うものとします。
第7条（貧付その他の車由）
返済期間、返済回数、返済期限又は返済金額は、本契約に基づく貧付その他の事由により変動することを同意いたします。
第8条{II.II限の利益の要失）
1. 会員が次のいずれかに該当した峙は、 当社からの通知、 催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務の金額に
摂害金を付して弁済します。
(1) 本契約に基づく元本及び利息の支払いを

一

回でも怠った時 。

(2)申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき、 又は氏名・住所・勤務先等の変更届を怠った時 。
(3)契約条項並びに表面借入要項による返済を一回でも怠った時 。
(4) 強制執行・差押·仮差押・仮処分を受けた時 、 手形の不渡り又は破産・民事再生を自ら申し出た時、 又は申し立てられ

た時 。
(5)退脇・休職·その他会員の信用状態に著しい変化が生じたことを当社が知った時 。
(6) 契約最終期限を過ぎた時 。
(7) その他本契約のいずれかに違反したここを当社が知った時 。

？ 借主等が、 累力団毘等若しくは第？条第1頂各号伽、ヽずれか(;--該当し、 若しくは同条第？頂(l)<1>からくS>(l)いずれか（「
該当する行為をし、 又は同条第1頂の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 借主との取引を継
続することが不適切である湯合には、借主は買主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ち
に偏務を弁済します。
前項の規定の適用により 、 借主等に損害が生じた場合にも、 買主になんらの請求をしません。 また、 貸主に損害が生じ
たときは、借主等がその更任を負います。

3.

第9条（達約損害金）
第8条第1項により明限の利益を失::,た時は、 その翌日から完済にいたるまで、 本契約で定められた逗約娯苔金利率（計算方
法は第3条第1項に準ずる）の退約損害金を支払う事とします。
第10条（逹帯保謹人の認諾車頂）
1. 買金業法第16条第2項3の規定により連帯保証人は別紙事前説明琶にて保証内容及びそのほか当契約内容の説明を受け保
証契約を締結のうえ、本契約書に雹名・捺印します。
2. 連帯保証人は、 会異が本契約の取引によって負担する一切の儡務を連帯保証し、会員と連帯して履行する畏任を負い、
その履行については本契約1 こ従います。
3. 民法第454条の規定により、 主たる債務者と連帯して債務を負担する連帯保証人は、 催告の抗弁（民法第452条）及び検
索の抗弁（民法第453条）の権利を有しません。
4, 会員（主債務者）は、 当社が連苓保証人の一人に対して行った履行の請求は、 会員に対しても、 その効力が生ずるもの
とすることに合意します。
第11条（担保）
1. 本契約の際に会霙及び連帯保証人が不動産を担保として差入れた場合の内容等は、 別途差入れた、根抵当権設定契約証
言・尖更契約証害及ひ本登記中諾手続承誌証害に記載したとおりC9 。
2. 会貴及び連帯保証人は当社が本契約に基づき根抵当権単独申請による仮登記または、 本登記申請手続承諾証書に基づく
桟抵当権の本登記を行う場合は、登記手浣きに協力します。
3.

会員及び連帯保証人は当社が必要と認めたときは恨抵当権仮登記を本登記に速やかに移行する事を承詰します。

弟l'l.条（繰上償速）
返済期日前であっても、 元本の一部又は全部を支払う事が出来ます。 この場合 、 返済をする時までの利息（及び遠約損害
金・未払金）を付して払います。
第13条（合怠誓軽裁判所）
会貝と当社との間で訴訟の必要が生じた場台、 当社の本社を蓄轄する龍易裁判Pわくは地万裁判所を台惹蓄轄裁判PJiこしま
す。
第14条（価権環涙）
本契約に基づく当社の債権を、 当社が指定する金融機関等に対して担保の差入れ又は、 譲渡する事に同意します。
弟15条（その他特約）
1. 当社が債権保全等の理由により必要と認めた時は、 会霙の住民票・戸籍謄本ならびに附票等を取得する事に同意しま
す。
2. 担保差入琶に基づき当社が根抵当権の登記を行う場合に、会畏はその登記手続きに協力し費用は会員の負担とします。
本契約による僅務を承認し、 特定公正証琶（借主（債務者）等が買付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強
制執行に服する旨の陳述が記載された公正証琶）を作成することを承諾します。 また、 この特定公正証書により、 当社は、
特定公正証琶に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わず借主（債務者）等の財産に対する強制執行を
する事ができるものとし、惜主等は、この契約に基づく債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服する事に巽議はないも
のとします。 この為に要した費用は会員の負担とします。
3.

4. 本契約に係る印紙代、 又返済のための振込手数料及び銀行振込による借入の場合の振込手数料は会員が負担することと
します。
第16条（人約款の変更）
1. 当社は次の各号に該当する場合には本規約を第2頂に定める方法により変更することができます。
(1) 変更の内容が会異の一 般の利益に適合するとき。

(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず 、 変更の必要性、 変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照ら
し、合理的な七のでめるとさ。
2. 前項に基づく変更に当たっては当社は効力発生日を定めた上で本規約を変更する旨、 変更後の内容及び発生時期を当社
Hp において予め公表します。
当社は前2項に基づくほか予め変更後の内容を当社 HP において公表する方法により周知した上で本規約の変更を行うこ
Kがで去ますn
この場合には会員は当該周田の後に本規約に係る取引を行うことにより変更後の内容に対する承誌の意思表示を行うものと
し、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
3.

4. 前項に基づく規約の変更に異議がある会畏は当社に対して退会の申出を行うことができ、 当社はこの申出を承諾しま
す。
寅金業務にかかる指定紛争娯決磯閲
名祢 日本寅金業協会 寅金業相談·紛争解決センタ ー
〒108-0074東京都港区高論3-19-15 竜話番号03-5739-3861
株式会社アロ ー 登録番号 愛知県俎事(4)第04195号
名古屋市中川区高畑二丁目144番地 高畑KM ビル5階 0570-055-553
契約条項（金錢消董貸借基本契約）
第1条（ロー ンの利用）
1 ， 株式会社アロー （以下「当社」）と本契約を締結した方を以下「会貝Jといいます。
2 ， 会員は本契約を締結することにより、 以下の方法により当社のロ ー ンを利用することができます。 尚 、 本規約は会員が金
銭を受領した日に成立します。
(1) 当社店舗の窓口に、 ご本人が桔認できるものを提示し、 所定の手涜きをした時 。

(2)会貝が振込による侶入を希望した埋合、予め当礼に届出た会貝指定の金忌機関への振込にて行い、 振込送金巳を倍入日
とし、 振込人名義は（株）アロ ー とします。
3.会冥は木契約に墨づき侶り入れた倍入金を倍入人の車業の目的のために用いません＂
第2条（反社会的葵力の排餘）
.)た時から 5 年を経過しない者、果力団準橘成貝 、 果カコ関係企
1.侶主等は、現在、 果力区、 果力回貝、 果力団貝でなくな.
業、総会屋等、社会運動等漂ぼうゴコ又は特殊知能暴力集団等 、 その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」と
いう。 ）に該当しないこと 及び次の各号のいずれにも該当しないこと 、 かつ、 将来にわたっても該当しないことを表明·
確約します。
(1) 暴力団霙等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団霙等が経営に実菫的に関与していると認められる関係を有すること ，
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなと、 不当に暴力団晏
等を利用していると認められる関係を有すること 。
(4) 衰力団員等に対して資金等を提供し、 又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 。

(5)役員又は経営に実留的に関与している者が暴力団異等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主等は、 自ら又は第三者を利用して、 <1>暴力的な要求行為、 く2>法的な奏任を超えた不当な要求行為 、 <3>取引に
閲して、 脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、 く4>風説を流布し、 偽計を用い、又は威力を用いて貰主の信用を毀損
し、又は貸主の業務を妨害する行為、<5>その他これらに準ずる行為 、 のいずれも行わないことを確約します。
弟3条（利忠計算及ひ返済金の充当順位）
1 ， 借入金に対する利息は次の算式により 、 計算いたします。

利息ー残元金x約定利率X 経過口数＋365（うるう年の埋合も同様とします。 ）
2.会景は、 返済した金額が、 本契約債務金額を消滅させるに足りない時は（1)未払金（2)退約損害金（3)利息(4)元金
の順で充当する享とし、 伯L、当社が適当とみなす順位で充当された場合であっても巽屎を申立てません。
第4条（明繍書の交付）
1.本契約に墨づく 、 借入・返済の都辰、 当社は明細言を交付します。 但し、 溢捜受け取れない堪台（送金時等）は、 店舗へ
の来店時、あるいは会員の指定先への郵送によって交付します。
2前項にかかわらず、 金副機関等の口座への送金による返済時は、 全員からの申し出があった場合に限り明細書を交付しま
す。
第5条(11.!1限の利益の要矢）
1. 会員が次のいずれかに該当した峙は、 当社からの通知、 催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務の金額に
利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁済します。
(1) 本契約に基づく元本及び利息の支払を

一

回でも怠った時 。

(2)申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき、 又は氏名・住所・勤務先等の変更届を怠った時 。
(3)契約条項並びに表面借入要項による返済を一回でも怠った時 。
(4) 強制執行・差押・仮茫押・仮処分を受けた時 、 手形の不渡り又は破産・民男再生を自ら申し出た時． 又は申し立てられ

た時 。
(5)退胞・休職·その他会員の信用状態に著しい変化が生じたことを当社が知った時 。
(6) 契約最終期限を過ぎた時 。
(7) その他木契約のいずれかに違反したここを当社が知った時 v

2. 借主等が 、 暴力団員等若しくは第2条第1項各号のいずれかに該当し 、 若しくは同条第2項のく1>からく5>のいずれかに
該当する行為をし、 又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 借主との取引を継
続することが不適切である湯合には、借主は買主から請求があり次第、貰主に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ち
に債務を弁済します。
前項の規定の適用により 、 借主等に損害が生じた場合にも、 買主になんらの請求をしません。 また、 貸主に損害が生じ
たときは、借主等がその要任を負います。

3.

弟b条（遅峯J碩奎金）
第5条第1項により明限の利益を失った時は、 その翌日から完済にいたるまで、 太契約で定められた遠約損害金利率（計算方
法は第3条第1項に準ずる）の追約摂言金を支払う亭とします。
第7条（連帯保証人の認諾車項）
1. 黄金業法第lb条第4貝50)規疋により連希保証人は別紙事肋説明害l:...C保証内否及ひそ0)はか当契約内杏0)説明を受け保
証契約を締結のうえ、本契約書に雹名・捺印します。
2. 連帯保証人は、 会貝が本契約の取引によって負担する一切の儡務を連帯保証し、会貝と連帯して居行する要任を負い、
その履行については本契約1 こ従います。
民法第4S4条の規定l7より、 主たる債務者と連帯L，て債務を負担する連帯保証．人は、 催告の抗弁（民法第4Sつ条）及び検
索の抗弁（民法第453条）の権利を有しません。
'.i.

4. 会貴（主債務者）は、 当社が連苓保証人の一人に対して行った履行の請求は、 会員に対しても、 その効力が生ずるもの
とすることに同憲します。
第8条（担保）
1， 本契約の際に会員及び連帯保証人が不動産を担保として差入れた場合の内容等は、 別途差入れた、 根抵当権設定契約証

琶・変更契約証書及び本登記申請手続承諾証琶に記載したとおりです。
2 ， 会員及び連帯保証人は当社が本契約に基づき根抵当権単独申請による仮登記または、 本登記申請手続承諾証琶に墨づく根
抵当権の本登記を行う場合は、 登記手続きに協力します。
3. 会霙及び連帯保証人は当社が必喜と認めたときは根抵当権仮登記を本登記に速やかに移行する事を承諾Jます。

第9条（繰上償還）
返済期日前であっても、 元本の一部又は全部を支払う事が出来ます。 この場合、 返済をする時までの利息（及び遠約損害
金·未払金）を付して払います。
第10条（合惹誓轄裁判所）
会異と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、 当社の本社を蓄轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管軽裁判所こしま
す。
第11条（値権譲渡）
本契約に基づく当社の債権を、 当社が指定する金融機関等に対して担保の差入れ又は、 譲渡する事に同意します。
第12条（その他特約）
1. 当社が債権保全等の理由により必要と認めた時は、 会興の住民票・戸籍謄本ならびに附票等を取得する事に同意しま
す。
2. 担保差入琶に基づき当社が根抵当権の登記を行う場合に、会霙はその登記手続きに協力し費用は会員の負担とします。
本契約による債務を承認し、 特定公正証琶（借主（債務者）等が負付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強
制執行に服する旨の陳述が記載された公正証琶）を作成することを承諾します。 また、 この特定公正証書により 、 当社は、
特定公正証琶に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わず借主（債務者）等の財産に対する強制執行を
する亭ができるものとし、惜土等は、この契約に塁づく偏務の不屡行の場合には直ちに強制執行に服する亭に異誤はないも
のとします。 この為に要した費用は会員の負担とします。
3.

4 本認約に係る印紙代、 又波済のための振込手散料及び銀行振込による借入の場合の振込手徴料は会興が色t日する7kk
します。
第13条（本約款の変更）
1. 当社は次の各号に該当する場合iこは本規約を第2頂に定める方法により変更することができます。
(1)変要の内容が全昌の一 般の利益1;--適合するとき．
(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず 、 変更の必要性、 変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照ら
し、合理的なものであるとき。
2. 前項に基づく変更に当たっては当社は効力発生日を定めた上で本規約を変更する旨、 変更後の内容及び発生時期を当社
Hp において予め公表します。
当社は前2項に基づくほか予め変更後の内容を当社 HP において公表する方法により周知した上で本規約の変更を行うこ
とができます。
この塩合には会呉は当該同田の後に本規約に係る取引を行うことにより変更後の内杏に対する承諾の蚕思表示を行うものと
し、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
3.

4, 前頂に墨づく規約の変更に異議がある会畏は当社に対して退会の申出を行うことができ、 当社はこの申出を承諾しま
す。
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