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2019年 12月 20日 

お客さま各位 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 

 

当社が保証する提携先金融機関の保証委託約款の刷新のお知らせ 

 

当社が保証する提携先金融機関の「カードローン」および「フリーローン」の「保証委託約款」を刷新いたし

ますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．保証委託約款の刷新対象商品一覧 

NO. 提携先金融機関（順不同） 商品名 

1 あかぎ信用組合 あかぎポケット 

2 あぶくま信用金庫 ポケットＭａｔｅ 

3 いちい信用金庫 マイポケット 

4 いわき信用組合 スーパーフリーローン 

5 いわき信用組合 スーパーフリーローン（みんなの力） 

6 いわき信用組合 スーパーカードローン 

7 沖縄銀行 カードローンチェキット 

8 沖縄銀行 フリーローンチェキット 

9 沖縄銀行 おきぎんＪｕｓｔポケットローン 

10 オリックスクレジット オリックスＶＩＰローンカード 

11 関西みらい銀行 ポケットｅカード 

12 関西みらい銀行 アーバンカードローン 

13 関西みらい銀行 びわこカード 

14 関西みらい銀行 カードローンスピード 

15 きのくに信用金庫 きのくにナイスポケット 

16 きのくに信用金庫 きのくにナイスフリー９９ 

17 きのくに信用金庫 きのくにナイスフリー 

18 きらやか銀行 Ｄｏｉｔ ５００ 

19 きらやか銀行 カードローン御用立て君９０ 

20 きらやか銀行 フリーローン御用立て君１００ 

21 コザ信用金庫 なんでもポケット 

22 コザ信用金庫 「らく楽ローン」 

23 さがみ信用金庫 スーパーポケット 

24 さがみ信用金庫 ＯＮＥチャンス 

25 さくらの街信用組合 ポケットカードローン「金太ローン」 

26 しののめ信用金庫 ポケットプラン 
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27 しまね信用金庫 おてがるポケット 

28 しまね信用金庫 おてがるワイド 

29 ジャパンネット銀行 ネットキャッシング 

30 ジャパンネット銀行 目的型ローン 

31 ジャパンネット銀行 フリーローン 

32 スルガ銀行 カードローンＳＳ型 

33 スルガ銀行 フリーローンＳＳ型 

34 たちばな信用金庫 ローンの達人カードローン 

35 たちばな信用金庫 ローンの達人α 

36 たちばな信用金庫 ローンの達人フリーローン 

37 東和銀行 カードローンとんとん 

38 トマト銀行 カードローン「キューリ」 

39 トマト銀行 はなまるポケットカードローン 

40 トマト銀行 はなまるポケットローン 

41 のと共栄信用金庫 りくつなポケット 

42 はばたき信用組合 おまかせポケット 

43 浜松磐田信用金庫 マイポッケカードローン 

44 浜松磐田信用金庫 ポケットカードローン 

45 ひまわり信用金庫 ポケットカードローン 

46 福島銀行 カードローン「フリーライフ」 

47 福島銀行 フリーローン「フリーライフ」 

48 福島銀行 ビジネスカードローン「Ｂｉｚフリー」 

49 福島銀行 ビジネスフリーローン「Ｂｉｚフリー」 

50 北越銀行 ホクギンカードローン「べんリーナ３６５」 

51 北越銀行 生活百科 

52 北越銀行 フリーローン「べんリーナ３６５」 

53 みなと銀行 Ｑポートネオ 

54 みなと銀行 Ｑポート 

55 みなと銀行 みなとフリーローン 

56 みなと銀行 みなとアットローン 

57 もみじ銀行 カードローンにこにこポケット 

58 もみじ銀行 ドリームポケット 

59 もみじ銀行 カードローンもみじん  

60 もみじ銀行 マイカードもみじ君 

61 りそな銀行 カルガルーポケット 

62 阿南信用金庫 「マイポケット（カード型ローン）」 

63 阿南信用金庫 「マイポケット（証書型ローン）」 

64 愛媛銀行 ひめぎんクイックカードローン 
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65 茨城県信用組合 すけっとカードローン 

66 茨城県信用組合 緊急融資１１０番 

67 羽後信用金庫 カードローンマネーポケット 

68 羽後信用金庫 オーナーポケット３００ 

69 羽後信用金庫 オーナーポケット５００ 

70 益田信用組合 フリービーカードローン マイポケット 

71 益田信用組合 フリービーカードローンｎｅｗマイポケット 

72 益田信用組合 フリービーｎｅｗポケットローン 

73 奄美信用組合 くみちゃんポケット 

74 奄美大島信用金庫 あましんポケットローン 

75 横浜銀行 カードローン 

76 横浜銀行 フリーローン 

77 横浜幸銀信用組合 アシストロ－ン 

78 加茂信用金庫 ほっとポケット 

79 会津商工信用組合 スーパーローン 

80 観音寺信用金庫 かんしんポケットフリーローン 

81 関信用金庫 グッドチョイス 

82 館山信用金庫 スピーディカード 

83 館山信用金庫 ポケットフリーローン 

84 岐阜商工信用組合 リザーブ 

85 岐阜商工信用組合 あんしんポケット 

86 岐阜商工信用組合 ビジネスポケットローン 

87 紀陽銀行 わぎんキャッシュポケット 

88 亀有信用金庫 シグマポケットカードローン 

89 亀有信用金庫 カードドリーム 

90 亀有信用金庫 フリードリーム 

91 宮崎銀行 いーじぃポケット 

92 宮崎太陽銀行 太陽カードローン 

93 宮崎太陽銀行 太陽フリーローン 

94 京都北都信用金庫 ほくとポケットカードローン 

95 京葉銀行 京葉銀行カードローン 

96 京葉銀行 フリーローンファスト 

97 共立信用組合 「サポート」フリーローン 

98 興栄信用組合 ポケットローンおてがるくん 

99 桐生信用金庫 カードローンミニポケット 

100 桐生信用金庫 ミニポケットα 

101 空知商工信用組合 マイポケット 

102 釧路信用組合 タスカル３０ 
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103 釧路信用組合 タスカル 

104 釧路信用組合 自由自在 

105 熊谷商工信用組合 カードローンお役立ちポケット３００ 

106 熊谷商工信用組合 カードローンお役立ちポケット５００ 

107 熊谷商工信用組合 フリーローンお役立ちポケット５００ 

108 熊本銀行 ファミリーポケット 

109 熊本銀行 ナイスカバー（カードローンタイプ） 

110 熊本銀行 カードローン ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ 

111 熊本銀行 熊本銀行カードローン 

112 熊本銀行 ナイスカバー（分割返済タイプ） 

113 熊本銀行 メインローンＳ 

114 熊本第一信用金庫 ポケットＯｎｅ 

115 君津信用組合 きみしんＰｏｃｋｅｔ 

116 君津信用組合 円ジョイポケット 

117 郡山信用金庫 ぐんしん若葉カード 

118 結城信用金庫 ＹＯＵ・悠カード 

119 呉信用金庫 ゆとり 

120 呉信用金庫 くれしん事業者向けカードローン「懐刀」 

121 広島銀行 マイ ライフ プラス（カード型） 

122 広島銀行 マイ ライフ プラス ルティアラ （カード型） 

123 広島銀行 スーパーカードローンＶＩＰ 

124 広島銀行 ＭＹ ＬＩＦＥ ＰＬＵＳ（マイ ライフ プラス） 

125 広島銀行 マイ ライフ プラス（分割返済型） 

126 広島銀行 マイ ライフ プラス ルティアラ （分割返済型） 

127 広島県信用組合 カードローンひまわりポケット 

128 広島県信用組合 ひまわりポケットカードローンワイド 

129 広島県信用組合 ひまわりポケットフリーローン 

130 広島県信用組合 ひまわりポケットフリーローンワイド 

131 広島信用金庫 えんまんカード 

132 香川銀行 いきいきポケットカードローン型１８ 

133 香川銀行 いきいきポケットカードローン型１７ 

134 香川銀行 ＰａＰａっとカード 

135 香川銀行 シンプルローン 

136 香川銀行 香川ビジネスポケット「カードローン型」 

137 香川県信用組合 べんりくん 

138 香川県信用組合 べんりくんⅡ 

139 高崎信用金庫 たかしんポケットローン 

140 高崎信用金庫 たかしんポケットローン「ラク～ン」 
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141 高崎信用金庫 たかしんハイパーローン「はやぶさ２００」 

142 高知銀行 高銀わくわくポケットカードローン 

143 高知銀行 Ｎｅｗわくわくポケットカードローン 

144 高知銀行 こうぎんセレクトローンＺＥＹＯ（カード） 

145 高知銀行 こうぎんセレクトローンＺＥＹＯ（フリー） 

146 佐賀銀行 さぎんおきがるポケットカードローン 

147 佐賀銀行 さぎんおきがるポケットローン 

148 佐賀信用金庫 かんたんフリーローン 

149 埼玉信用組合 しんくみ「ポケット」カードローン 

150 埼玉信用組合 しんくみ「ポケット」フリーローン 

151 三重銀行 みえぎんフリーローン 

152 三條信用組合 カードローン「まかせなサイ！」 

153 山形信用金庫 カードローン「Ｌポケット」 

154 山形信用金庫 ポケットローン 

155 山形信用金庫 フリーローン「Ｌポケット」 

156 山梨信用金庫 なんでもポケット 

157 鹿児島信用金庫 ハッピーポケット 

158 鹿児島相互信用金庫 おきがるくん 

159 鹿児島相互信用金庫 せんしんマイポケット 

160 室蘭信用金庫 カードローンｅキャッシュ 

161 住信 SBIネット銀行 カードローン 

162 十勝信用組合 オーナーポケット 

163 十八銀行 １８ポケットカードローン 

164 小松川信用金庫 シグマポケットカードローン 

165 小浜信用金庫 カードローンハッピーポケット 

166 小浜信用金庫 ハッピーポケットプラス 

167 小浜信用金庫 ビジネスローン「信頼Ⅱ」 

168 松本信用金庫 カードローン・ベンリーダポケット 

169 松本信用金庫 フリーローン・ベンリーダポケット 

170 新潟縣信用組合 エンゼルポケット 

171 新潟縣信用組合 トキローン 

172 新潟縣信用組合 スーパーローン 

173 親和銀行 しんわカードローン「Ｄａｙ－Ｃａｓｈ」 

174 親和銀行 ナイスカバー（カードローンタイプ） 

175 親和銀行 カードローン ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ 

176 親和銀行 親和銀行カードローン 

177 親和銀行 ナイスカバー（分割返済タイプ） 

178 親和銀行 リリーフローン 
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179 水戸信用金庫 かんたんポケット 

180 水戸信用金庫 カードローン ポケッタブル 

181 水戸信用金庫 フリーローン ポケットブック 

182 瀬戸信用金庫 すみれカードローン・スピード 

183 瀬戸信用金庫 「ベンリ－」 

184 西京銀行 チョットポケット 

185 西中国信用金庫 にししんポケットカードローン 

186 西中国信用金庫 まもるくんポケット 

187 西中国信用金庫 にししんポケットカードローンⅡ 

188 青い森信用金庫 としんポケット 

189 青梅信用金庫 ソフィア２ＷＡＹ１０万円型 

190 青梅信用金庫 ソフィア２ＷＡＹ５０万円型 

191 青梅信用金庫 あおしんポケット 

192 静岡中央銀行 プレオカード 

193 仙台銀行 エクセレント 

194 仙台銀行 サポートローン 

195 仙北信用組合 Ｓｃｋｅｔ Ｃａｒｄ 

196 仙北信用組合 かんたんポケットローン 

197 仙北信用組合 ポケットローン 

198 千葉興業銀行 ポケットカードローン「一心」 

199 千葉興業銀行 ポケットフリーローン「太助」 

200 川口信用金庫 クイックポケット 

201 川之江信用金庫 かんたんポケット 

202 相双五城信用組合 ＳＳポケットカード くみちゃん 

203 相双五城信用組合 ＳＳポケットカード くみちゃんプラス 

204 相双五城信用組合 ＳＳポケットローン しんちゃん 

205 相双五城信用組合 ＳＳポケットローン しんちゃんプラス 

206 荘内銀行 Ｑ’ｓポケット 

207 足立成和信用金庫 シグマポケットカードローン 

208 足立成和信用金庫 リトライフリーローン 

209 大垣西濃信用金庫 まるごとローン３００ 

210 大阪シティ信用金庫 カ）プチサポート 

211 大阪シティ信用金庫 プチサポート 

212 大阪シティ信用金庫 カードローンだいふくミラクルポケット 

213 大阪信用金庫 ポケットカードローン 

214 大阪信用金庫 フリーポケットローン 

215 大阪信用金庫 だいしんポケット事業者カードローン 

216 大阪信用金庫 だいしんポケット事業者ローン 
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217 大正銀行 大正ポケットカードローン 

218 大正銀行 大正カードローン 

219 大正銀行 大正ポケットフリーローン 

220 大正銀行 大正フリーローン 

221 大川信用金庫 あんしんポケット 

222 大東銀行 ＰｒｅｍｉｕｍＤ Ｐｌｕｓカードローン 

223 大東銀行 ＰｒｅｍｉｕｍＤカードローン 

224 大分銀行 まいるどポケットカードローン 

225 大分銀行 カードローン スピーディ 

226 大分県信用組合 やりくりポケットカードローン 

227 大分県信用組合 ポケットカードローン 

228 大分県信用組合 けんしんプレミアムカードローン 

229 大牟田柳川信用金庫 あんしんポケット 

230 第一勧業信用組合 カードローン１８ 

231 第一勧業信用組合 カードローン１４．４ 

232 第一勧業信用組合 フリーローン１４．５ 

233 但馬銀行 スピードポケット 

234 但馬銀行 オーナーズポケット 

235 但馬銀行 たんぎんＡＴＭカードローン 

236 但馬銀行 スピードポケット プラス 口座振替返済タイプ 

237 但馬銀行 オーナーズポケット プラス 

238 但馬銀行 スピードポケット プラス ＡＴＭ返済タイプ 

239 但馬銀行 但馬銀行カードローン（口座なしタイプ） 

240 但馬銀行 但馬銀行カードローン（口座ありタイプ） 

241 但馬銀行 ポケットフリーローン 

242 筑波銀行 ポケットカードローン 

243 筑波銀行 ポケットフリーローン 

244 筑邦銀行 Ｍｙポケットカードローン 

245 筑邦銀行 Ｍｙポケットローン 

246 中京銀行 カードローン楽々ポケット 

247 朝日信用金庫 ポケットα９０ 

248 朝日信用金庫 ポケットα２００ 

249 銚子信用金庫 ｅポケット 

250 長浜信用金庫 喜楽に・ポケット 

251 長野銀行 カードローンリベロ 

252 長野銀行 ながぎんアットローン 

253 鳥取銀行 とりぎんらくだカードローン 

254 鳥取銀行 とりぎんらくだカードローン「ＢＣ」 
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255 鳥取銀行 とりぎんらくだスーパーカードローン 

256 鳥取銀行 とりぎんらくだスーパーカードローン（小額返済タイプ） 

257 鳥取銀行 とりぎんらくだポケットローン 

258 鳥取銀行 とりぎんらくだスーパーフリーローン 

259 東奥信用金庫 カードローン「こづち」 

260 東京スター銀行 スターカードローン 

261 東京スター銀行 スタースモールビジネスローン カード 

262 東京スター銀行 スタースモールビジネスＴＡＸＨＯＵＳＥ 

263 東京スター銀行 スタースモールビジネスローン 

264 東京東信用金庫 カードローン「ポケマネ」 

265 東京東信用金庫 「ニューポケマネ」 

266 東山口信用金庫 ＰｏｎＰｏｎポケットカードローン 

267 東山口信用金庫 ポンポンポケットカードローン 

268 東日本銀行 ゆあポケット 

269 東日本銀行 ゆあポケットⅡ 

270 東日本銀行 ビジネスカードローン「ＢＩＺポケット」 

271 東日本銀行 お江戸日本橋 

272 東日本銀行 新型スピードローン 

273 東日本銀行 ビジネスカードローン「ＢＩＺポケット」（事業性） 

274 東北銀行 夢・ポケット 

275 東北銀行 夢・ポケット PLUS 

276 東北銀行 カードローン「ｉｎｏｓ」 

277 東北銀行 フリーローン「ｉｎｏｓ」 

278 東予信用金庫 サポートポケット 

279 東榮信用金庫 シグマポケットカードローン 

280 道南うみ街信用金庫 ｅ－ポケット 

281 道南うみ街信用金庫 ポケットくん 

282 栃木銀行 栃木銀行カードローン 

283 栃木銀行 栃木銀行フリーローン 

284 栃木銀行 とちぎんフリーローン熱血快答 

285 那須信用組合 カードローンなすしんハッスルポケット 

286 那須信用組合 なすしんハッスルまるごとローン 

287 那須信用組合 なすしんビジネスポケット 

288 二本松信用金庫 まつしんポケットカードローン 

289 二本松信用金庫 まつしんポケットフリーローン 

290 白河信用金庫 カードローン「かんたんポケットワイド」 

291 函館商工信用組合 ｅ－さいふ 

292 飛騨信用組合 ポケットフリーローン 
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293 備前信用金庫 どこでもポケット 

294 尾西信用金庫 びしんカードローンロイヤルポケット 

295 富山銀行 とやまポケットローン 

296 福井銀行 カードローンチュラボ 

297 福井銀行 フリーローンチュラボ 

298 福井銀行 カードローン 

299 福岡銀行 スピードカードローン 

300 福岡銀行 ナイスカバー（カードローンタイプ） 

301 福岡銀行 カードローン ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ 

302 福岡銀行 福岡銀行カードローン 

303 福岡銀行 ベストリリーフＬ 

304 福岡銀行 ナイスカバー（分割返済タイプ） 

305 福岡銀行 メインローンＳ 

306 福岡県信用組合 しんくみポケットカードローン 

307 福岡県信用組合 スマイルポケット 

308 福岡県信用組合 スマイルポケットカードローンワイド 

309 福岡県信用組合 しんくみポケットローン 

310 福岡県信用組合 スマイルポケットフリーローンワイド 

311 福岡中央銀行 快速ポケットローン 

312 福島県商工信用組合 けんしんポケットカードローン 

313 福島県商工信用組合 けんしんポケットローン 

314 福島県商工信用組合 けんしん新ポケットローン 

315 福島信用金庫 ふくしんポケットカードローン「やりくり上手」 

316 福邦銀行 新なんでもザウルスカードローン 

317 福邦銀行 新なんでもザウルスフリーローン 

318 兵庫信用金庫 ひょうしんポケットカードローン 

319 平塚信用金庫 ラッキーポケット 

320 平塚信用金庫 マルチポケット 

321 豊田信用金庫 とよしんカードローンポケットくん 

322 豊和銀行 さわやかポケットカードローン 

323 北おおさか信用金庫 じゅうしんポケットカードローン 

324 北おおさか信用金庫 「カードローン ポケットＫ」 

325 北おおさか信用金庫 ジョイフルポケットカードローン 

326 北おおさか信用金庫 ハウスポケットカードローン 

327 北おおさか信用金庫 ジョイフルポケットカードローンⅡ 

328 北おおさか信用金庫 フリーローンポケットＪ 

329 北おおさか信用金庫 ジョイフルポケットローンⅡ 

330 北伊勢上野信用金庫 サポーター２１ 
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331 北央信用組合 カードローンほーぷ 

332 北央信用組合 アンビシャス 

333 北央信用組合 スーパーフリーローン 

334 北群馬信用金庫 きたしんポケットローン夢之助くん 

335 北日本銀行 Ｂ＠ｎｋＣａｓｈＱｕｉａ 

336 北日本銀行 カードローンＡＳＵＭＯ 

337 北日本銀行 カードローン「スーパークイカ」 

338 北日本銀行 フリーローンＡＳＵＭＯ  

339 北日本銀行 カードローンＡＳＵＭＯ切替口 

340 北洋銀行 北洋銀行カードローン スーパーアルカ 

341 北洋銀行 カードローン分割返済専用ローン 

342 両備信用組合 ポケットカードローン・スピード 

 

２．刷新後の約款が適用される条件 

１） 2020年3月31日までにご契約頂いたお客さまは、2020年5月1日から本内容が適用されます。 

２） 2020 年 4 月 1 日以降にご契約いただくお客さまは、3）で定める場合を除き、契約成立日より本

内容が適用されます。 

３） 2020年 4月 1日以降に古い保証委託約款をもとに保証委託契約を締結したお客さまは、契約成

立した日を基準日として 1 ヶ月経過した日から本内容が適用されます。 

 

３．刷新後の保証委託約款 

１） 雛形を次ページに掲載しています。 

２） 保証委託約款の雛形の「●」部分には、金融機関名、商品名等の名称が入ります。 

 

以上 
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【保証委託約款】 

 私は、次の各条項に同意のうえ、●●銀行、信用組合、信用金庫（以下「金融機関等」という。）との、●●ローン『●●●●』

規定（当座貸越規定 or金銭消費貸借契約）（以下「ローン契約」という。）に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、

保証委託者としてＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（以下「保証会社」という。）に保証を委託します。 

 

第１条（保証委託） 

１. 本約款に基づく契約（以下「本保証委託契約」という。）は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立する

ものとします。 

２. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務（以下「被保証債務」という。）の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が

金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証

委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 

３. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本

保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。 

 

第２条（保証会社による保証） 

保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立した

ときに効力が生じるものとします。 

 

第３条（債務の弁済等） 

保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものと

します。 

 

第４条（代位弁済） 

１． 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があること

をあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機

関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。 

２． 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利

が保証会社に承継されるものとします。 

３． 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとしま

す。 

 

第５条（求償権の範囲） 

 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、

その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。 

① 前条により保証会社が代位弁済した額 

② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額 

③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6％（年 365 日の日

割計算。ただし、うるう年の場合は年 366日の日割計算）の割合による遅延損害金の額 

④ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額 

 

第６条（求償権の事前行使） 

１． 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、

残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。 

① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき 

② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類す

る申立てがあったとき 

③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

④ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき 

⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき 

２． 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務につ

いて供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づ

く債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に

対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるも

のとします。 

 

第７条（弁済の充当順序） 

１. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足り

ない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとし

ます。 

２. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務（本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない）を負担している場合

において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者

は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証

委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。 

 

第８条（保証の解約） 

１. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を

解約することができるものとします。 

２. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるま
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で、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。 

 

第９条（報告および調査への協力） 

１． 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告

または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。 

２． 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の

指示に従うものとします。 

３． 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。 

４． 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなか

った場合、通常到達すべきときに到着したものとします。 

５． 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取

得できるものとします。 

 

第 10条（公正証書の作成） 

 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための

一切の手続を行うものとします。 

 

第 11条（費用の負担） 

 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4条および第 6条によって取得した権利の保全または行使に

要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。 

 

第 12条（反社会的勢力の排除） 

１． 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、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。）に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、

保証するものとします。 

① 暴力団員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 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、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 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

２． 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するもの

とします。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責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、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

３. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。 

① 第 1項各号のいずれかに該当することが認められるとき 

② 第 1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき 

③ 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき 

４. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。

また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。 

 

第 13条（権利義務の譲渡等） 

保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができる

ものとします。 

 

第 14条（管轄裁判所） 

 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する

地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。 

 

第 15条（本保証委託契約の変更） 

次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社の

ホームページで（第 2号の場合はあらかじめ）公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知すること

により、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。 

① 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき 

② 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らし

て合理的なものであるとき 

以上 

 


