
改定日：2021年1月4日

「投資用不動産ローン・住宅ローンお客さま専用ページ利用約款」新旧対照表

（改定した 主な 条項のみ表示しており、下線部分が改定箇所です。）

第１条

目的等 本約款は、オリックス銀行株式会社（以下「当社」という）の不動産投資ローン

および不動産担保ローン等の不動産購入資金に関する融資商品（以下、「投

資用不動産ローン・住宅ローン」という）をご利用いただいているご契約者さま

（以下「お客さま」という）が、お借入後に、当社のウェブサイトである「投資用不

動産ローン・住宅ローンお客さま専用ページ」（以下「お客さま専用ページ」とい

う）上で、次の各号に定める各手続き（以下「本手続き」という）を行うことがで

きるサービス（以下「本サービス」という）の利用契約（以下「本契約」という）に

関する事項を定めたものです。（省略）

（１）	照会機能

契約一覧・個別契約情報・返済予定表・返済実績表・各種手続き申込み状

況・繰上返済金計算書・お客さまの属性情報・登録メールアドレス等の照会

（２）申込み機能

①一部繰上返済・全部繰上返済の各種手続きの申込み

②返済用口座（※1）の変更、および固定金利期間満了に伴う諸手続きの申

込み

（３）登録情報変更機能

お客さま情報（住所・電話番号・勤務先情報・登録メールアドレス等）（※

2）・パスワード等の変更

（４）郵送不要設定機能

　　　当社からの「返済予定表」および「固定金利期間満了のご案内」の郵送によ

る送付を不要とする設定。

（５）前各号の他、当社が別途定める手続きに関する機能

（※1）お客さまが法人である場合は返済用口座の変更についてはご利用でき

ません。

（※2）お客さまが法人である場合はお客さま情報の変更については一部ご利

用できない場合がございます。

第１条

目的等

本約款は、オリックス銀行株式会社（以下「当社」という）の不動

産投資ローンおよび不動産担保ローン等の不動産購入資金に関

する融資商品（以下、「住宅ローン商品」という）をご利用いただ

いているご契約者さま（以下「お客さま」という）が、お借入後に、

当社のウェブサイトである「住宅ローン商品お客さま専用ページ」

（以下「お客さま専用ページ」という）上で、次の各号に定める各

手続き（以下「本手続き」という）を行うことができるサービス（以

下「本サービス」という）の利用契約（以下「本契約」という）に関

する事項を定めたものです。（省略）

(1)契約内容の照会。

(2)返済予定表の照会。

(3)返済実績の照会。（※1）

(4)一部繰上返済の申込。

(5)お客さまの属性情報の確認および変更。（※1）

(6)お客さまが登録した電子メールアドレスの確認および変更。

(7)パスワードの変更。

(8)前各号の他、当社が別途定める手続き。

※1 お客さまが法人である場合にはご利用いただけません。

第２条

利用条件

本サービスをご利用いただける条件は、次の各号に定める通りです。

(1)当社で投資用不動産ローン・住宅ローンのご利用があり（なお、連帯保証人

はご利用にはなれません。）、かつ、パーソナルコンピューター等のインターネット環

境に接続できる機器をお持ちであること。

(2)(3)　省略

(4) 投資用不動産ローン・住宅ローンにかかる契約締結後、融資実行日が到来

していること。なお、お客さまが複数の投資用不動産ローン・住宅ローンをご契約さ

れている場合、融資実行日が未到来の契約については、本手続きを行うことがで

きません。

第２条

利用条件

本サービスをご利用いただける条件は、次の各号に定める通りで

す。

(1)当社で住宅ローン商品のご利用があり、かつ、パーソナルコン

ピューター等のインターネット環境に接続できる機器をお持ちであるこ

と。

(2)(3) 省略

(4)住宅ローン商品にかかる契約締結後、融資実行日が到来して

いること。なお、お客さまが複数の住宅ローン商品をご契約されてい

る場合、融資実行日が未到来の契約については、本手続きを行う

ことができません。

第４条

メールサービ

ス

1.本サービスでは、以下の２つのメールサービスをご利用いただけます。メールサー

ビスは、登録メールアドレスに、本サービスに関する各種お知らせをお送りするサービ

スです。

(1)「サンクスメール」

お客さま専用ページ上でお客さまが行った本手続きのうち下記についてお知らせし

ます。

(イ)第１条（2）号の申込みを当社が受け付けたこと。

(ロ)第1条（3）号の変更および同条(4)号の設定手続きが完了したこと。

(2)「通知メール」

お客さまに関する下記情報についてお知らせします。

(イ)第1条（1）号照会機能においてご照会いただける情報が更新されたこと。

(ロ)第1条（2）号②返済用口座の変更手続きが完了したこと。

(ハ)固定金利期間満了のご案内。

2.お客さまは、メールサービスで利用する電子メールアドレスを、お客さまによるパー

ソナルコンピューター等のインターネット環境に接続できる機器の操作により、「メー

ルアドレス1（必須）」と「メールアドレス2（任意）」として2つまで登録することが

できます（総称して、本約款において「登録メールアドレス」といいます。）。なお、

メールアドレス1（必須）は、お客さまが投資用不動産ローン・住宅ローンをご利

用されている期間中はその登録を維持することが必要となります。

3.登録メールアドレスは、お客さまのみが使用できるものであり、かつお客さまが正

当な使用権限を有するものを登録するものとします。また、登録メールアドレスは、

お客さまご自身の責任において厳重に管理するものとします。

4.お客さまが、登録メールアドレスのうちメールアドレス1（必須）の利用を取りや

めた場合、速やかにお客さま専用ページの「メールアドレスの追加・変更」画面で登

録されているメールアドレス1（必須）を削除し、新たなメールアドレス1（必須）

を登録したうえで、変更ボタンを押してください。

（新設）

新 旧



第５条

お客さまの地

位・権利の

貸与・譲渡

等

（省略） 第４条

お客さまの

地位・権

利の貸与・

譲渡等

（省略）

第６条

免責事項

1.（省略）

2.当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回

線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたこと

により、お客さまのID、パスワード、登録メールアドレスまたは取引情報等が漏洩し

た場合、当社は、そのために生じた損害について責任を負いません。

3.（省略）

4.お客さまが第4条で定めた登録メールアドレスに関する規定に違反した場合、な

らびに登録メールアドレスおよび電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他

の事故があった場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いませ

ん。

5.以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社が第４条に基づきお客さまが

登録メールアドレスに宛てた通知メールが延着し、または到達しなかったときでも通

常到達すべき時に到達したものとみなし、また延着または不着のために生じた損害

については、当社は責任を負いません。

（1） お客さまが登録メールアドレスの変更を怠る等、お客さまの責めに帰すべき

事由があったとき

 （2） 当社の責めによらないインターネット接続環境、その他通信機器、回線お

よびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等があったと

き

6.当社は、本サービスの利用に関連してお客さまに生じた、逸失利益、拡大損

害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一切責任を負いません。

7.当社は、本サービスの利用に関して利用環境に不具合や障害が生じないことに

ついて、いかなる保証も行いません。また、当社所定の動作確認済み環境以外で

は、本サービスの利用が制限される可能性があります。

第５条

免責事項

1.（省略）

2.当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、

専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路に

おいて盗聴等がなされたことにより、お客さまのID、パスワードまたは

取引情報等が漏洩した場合、当社は、そのために生じた損害につ

いて責任を負いません。

3.（省略）

4.当社は、本サービスの利用に関連してお客さまに生じた、逸失利

益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害について一

切責任を負いません。

5.当社は、本サービスの利用に関して利用環境に不具合や障害が

生じないことについて、いかなる保証も行いません。また、当社所定

の動作確認済み環境以外では、本サービスの利用が制限される可

能性があります。

第７条

本サービスの

変更

（省略） 第６条

本サービス

の変更

（省略）

第８条

本サービスの

中断・停止

（省略） 第７条

本サービス

の中断・停

止

（省略）

第９条

有効期間

本契約の有効期間は、本契約が成立した日から、当社が本サービスの提

供を終了する日、お客さまがすべての投資用不動産ローン・住宅ローンを

完済した日から2年後の応当日、またはお客さまがお客さま専用ページにア

クセスした最後の日から２年を経過する日のうちいずれか早く到来する日ま

での期間とします。なお、本契約の有効期間が経過した場合、お客さま専

用ページに登録されたお客さまのデータはすべて消去され、また「お客さま専

用ページ」の閲覧、および本サービスの利用を行うことはできません。

第８条

有効期間

本契約の有効期間は、本契約が成立した日から、当社が本

サービスの提供を終了する日またはお客さまがすべての住宅

ローン商品を完済した日から2年後の応当日のうちいずれか

早く到来する日までの期間とします。

第10条

解約

（省略） 第９条

解約

（省略）

第１１条

反社会的勢

力の排除

（省略） 第１０条

反社会的

勢力の排

除

（省略）

第１２条

利用料金

本サービスの利用料金は、無料とします。ただし、当社は、第18条第1項で定める

方法により掲示を行いお客さまへの事前周知を図ることにより、利用料金を設定

することができるものとします。

第１１条

利用料金

本サービスの利用料金は、無料とします。ただし、当社は、第17条

第2項で定める方法により掲示を行いお客さまへの事前周知を図る

ことにより、利用料金を設定することができるものとします。

第１３条

禁止行為

（省略） 第１２条

禁止行為

（省略）

第１４条

権利帰属

（省略） 第１３条

権利帰属

（省略）

第１５条

秘密保持

1.（省略）

2.当社は、本サービスに関連して取得したお客さまの情報について、お客さまの事

前の承諾がある場合もしくは、お客さまが投資用不動産ローン・住宅ローンにかか

る契約締結の際に同意した「個人情報の取扱いに関する同意条項」において特

段の定めがある場合を除き、第三者に開示または提供しません。

第１４条

秘密保持

1.（省略）

2.当社は、本サービスに関連して取得したお客さまの情報につい

て、お客さまの事前の承諾がある場合もしくは、お客さまが住宅ロー

ン商品にかかる契約締結の際に同意した「個人情報の取扱いに関

する同意条項」において特段の定めがある場合を除き、第三者に

開示または提供しません。

第１６条

残存条項
本契約が終了した後においても、第6条、第10条第3項、第11条第3

項、第14条、第15条および第20条は、なお効力を有します。

第１５条

残存条項

本契約が終了した後においても、第5条、第9条第3項、第

10条第3項、第13条、第14条および第19条は、なお効力

を有します。



第１7条

個人情報の

取扱い

当社は、お客さまの個人情報（「個人情報の保護に関する法律」第2条

第1項に定める「個人情報」をいう）を、お客さまが投資用不動産ローン・

住宅ローンにかかる契約締結の際に同意した「個人情報の取扱いに関する

同意条項」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第１６条

個人情報

の取扱い

当社は、お客さまの個人情報（「個人情報の保護に関する

法律」第2条第1項に定める「個人情報」をいう）を、お客さま

が住宅ローン商品にかかる契約締結の際に同意した「個人情

報の取扱いに関する同意条項」に基づき、適切に取り扱うも

のとします。

第１８条

本約款の変

更

1.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、

本約款を変更する必要があるときは、当社は、変更内容について当社店

頭、ウェブサイト、お客さま専用ページ上での掲示や郵送・電子メールなどの

適宜の方法で告知することにより、これを変更することができるものとします。

2.本約款の変更は、上記告知の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。

第１7条

本約款の

変更

1.当社は、その理由を問わず本約款をいつでも変更すること

ができるものとし、お客さまはこれに予め同意します。お客さま

は、本約款の変更について異議を申し立てることはできませ

ん。

2.当社は、本約款を変更した場合、変更後の本約款をお客

さま専用ページへ掲示します。

3.本約款の変更は、前項の掲示の時点より効力を生じるも

のとします。
第１９条

連絡

（省略） 第１８条

連絡

（省略）

第２０条

管轄裁判所

（省略） 第１９条

管轄裁判

所

（省略）


