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＜反社会的勢力の排除に関する条項＞ 

1. お客さまは、本金銭消費貸借契約の契約締結日時点において、暴力団、暴力団員、暴力

団員でなくなった時から 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また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、および次の各号のいずれにも該当しな

いことを表明し、かつ本金銭消費貸借契約の契約締結日以降将来にわたっても該当しない

こと。お客さまが法人の場合は、本金銭消費貸借契約の契約締結日時点において、当該法

人の役職員が暴力団員等または次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本金

銭消費貸借契約の契約締結日以降将来にわたっても該当しないことを確約します。 

（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、自社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

をもってするなど、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. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない

ことを確約します。お客さまが法人の場合は、当該法人の役職員が自らまたは第三者を利

用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 

（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。 

お客さまは、本約款にご同意いただくことにより、お客さまと当社の間で締結済である、

＜住宅ローン商品お客さま専用ページご利用約款＞（以下「本約款」という）第 1条に

規定する住宅ローン商品にかかる金銭消費貸借契約（その後の変更を含み、以下「本金

銭消費貸借契約」という）に関して、＜反社会的勢力の排除に関する条項＞が、本金銭

消費貸借契約の契約締結日に遡って適用されることに同意します。 

本約款により適用される条項を除いて本金銭消費貸借契約の契約条項は影響を受けず、

引き続き完全な効力を有します。 



（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当社の信用を毀損し、または当社の業

務を妨害する行為。 

（5）その他前各号に準ずる行為。 

3. お客さまは、自己（お客さまが法人の場合、当該法人の役職員を含む）が暴力団員等も

しくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、

または第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、

本金銭消費貸借契約証書の定めにかかわらず、当社からの通知、催告等がなくても当然に、

本金銭消費貸借契約に関してお客さまが負担する全ての債務について期限の利益を喪失す

るものとし、直ちに本金銭消費貸借契約に関してお客さまが負担する債務の全額を一時に

弁済します。 

4. 前項の適用により、お客さまに損害が生じた場合でも、お客さまは、当社に対して何ら

の請求をせず、当社に損害が生じたときは当該損害を賠償します。 

 

＜住宅ローン商品お客さま専用ページご利用約款＞ 

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。なお、お客さまによって本サービスの内容が異なる場合がありま

す。ログイン後に表示されるメニュー画面をご確認ください。 

（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） お客さまは、自らの責任と費用負担において、ハードウェア、ソフトウェア、イン

ターネット接続回線、セキュリティの確保等の本サービスの利用に必要な一切の環境（以

下「利用環境」という）を整備すること。 

（3）    当社所定の項目（氏名、生年月日、お借入時にお伝えする所定の番号および電子メ

ールアドレス）の登録ができること。 

（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 3 条 利用登録 

1. 本サービスの利用を希望するお客さま（以下「登録希望者」という）は、本約款に同意

した上で、当社指定のお客さま専用ページの登録画面より登録の申込みを行っていただき

ます。登録希望者は、申込みの際に登録する当社所定の情報（以下「登録事項」という）

が、全て正確であることを表明し保証します。 

2. 前項に基づき登録希望者が登録を行った後、お客さま専用ページ上に利用登録が完了し

た旨の表示がされた時点で、登録希望者は本サービスの利用者として登録され、お客さま

と当社との間に、本約款による本サービスの利用にかかる契約（以下「本契約」という）

が成立します。 

3. 当社は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、理由を

一切開示もしくは通知することなく、登録希望者の登録を拒否することができます。 

（1）本条および当社所定の方法によらずに登録の申込みを行った場合。 

（2）登録事項の全部または一部につき、虚偽、誤記もしくは記載漏れがあった場合。 

（3）本約款に違反している、またはそのおそれがある場合。 

（4）過去に本約款に違反した者である場合。 

（5）未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合であって、

法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合。 

4. 本サービスのログイン IDおよびパスワードは、お客さまが任意に指定したものを使用

するものとし、当該ログイン IDおよびパスワードを使用してなされた一切の行為について、

当社はお客さま自身が行ったものとみなします。 

5. ID およびパスワードは、お客さまが責任をもって管理し、理由のいかんを問わず第三

者に開示し、または使用させてはなりません。IDおよびパスワードの盗用、使用上の過誤、

第三者の使用または不正アクセス等に伴い、お客さまに発生した損害ならびに費用等につ

いて、当社は一切の責任を負いません。 

6. お客さまは、自己の IDおよびパスワードが第三者に使用され、当社または第三者に対



して損害を与えた場合は、その損害を自ら負担または賠償するものとします。 

7. お客さまが任意に指定したパスワードは、当社所定の方法で変更することができます。

IDは、当社が特別に承諾した場合を除き、再設定することができません。 

 

第 4 条 お客さまの地位・権利の貸与・譲渡等 

お客さまは、本契約におけるその地位および権利をいかなる第三者へも貸与、譲渡および

質入れ等（以下これらを「貸与等行為」という）することはできません。お客さまが、貸

与等行為により、お客さまその他の第三者に損害および費用が発生した場合、当社は一切

の責任を負わないことを承諾します。また、貸与等行為により、当社に損害および費用が

発生した場合、お客さまは、これを賠償します。 

 

第 5 条 免責事項 

1. 当社は、事業上の理由、法令等の制改廃、天災地変、偶発的事故、火災、停電、通信障

害、不正アクセスまたはシステムの過負荷、不具合もしくはメンテナンス、その他の事由

により、事前の予告なくして、本サービスをいつでも変更、中断または終了することがで

きます。これらの事由により本サービスの利用ができない場合や本手続きの取扱いに遅延

もしくは不能等が生じた場合でも、お客さまに生じた損害について、当社は、いっさい責

任を負いません。 

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. 本サービスを利用する際に入力された IDおよびパスワードについて、あらかじめ当社

に登録された IDおよびパスワードとの照合をして、その一致を確認し、本手続きを行った

場合、当社は、それらの IDおよびパスワードについて偽造、変造、盗用または不正使用そ

の他の事故があっても、本手続きをお客さま本人による有効なものとして取扱い、また、

そのために生じた損害について責任を負いません。 

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 6 条 本サービスの変更 

当社は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合、当社は、その変更日お

よび変更内容をお客さま専用ページまたは当社のウェブサイトへ掲載することにより告知



し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 

 

第 7 条 本サービスの中断・停止 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客さまに事前に通知することなく、本

サービスの運営もしくはお客さま専用ページの一部または全部を中断・停止することがで

きるものとします。この場合、当社は、お客さま専用ページまたは当社のウェブサイトへ

掲載する方法により告知します。 

（1） 戦争、変乱、暴動、争乱または労働争議等により本サービスの提供ができなくなっ

た場合。 

（2） 第三者による当社のシステムの破壊または妨害行為（データおよびソースコードの

改ざんならびに破壊を含む）等により、本サービスの運営ができなくなった場合。 

（3） 前各号に定める他、当社が、事業上の理由により本サービスの一時的な中断・停止

を必要と判断した場合。 

2. 当社は、前項に基づき本サービスを中断・停止したとしても、これに起因するお客さま

または第三者が被ったいかなる不利益および損害について、一切の責任を負わないものと

します。 

 

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 9 条 解約 

1. お客さまは、当社所定の方法により、いつでも本契約を解約することができます。 

2. お客さまからの解約は、解約の意思表示が当社に到達し、かつ、当社が利用登録の削除

を行った時をもって、効力を生じるものとします。 

3. 事由のいかんを問わず、本契約が終了した場合、当該終了時点までに本手続きの処理が

完了していない手続きの依頼について、当社は処理をする義務を負いません。 

 

第 10条 反社会的勢力の排除 

1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 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または特殊知能

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、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該

当しないこと。お客さまが法人の場合は、現在、当該法人の役職員が暴力団員等または次

の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確



約します。 

（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、自社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

をもってするなど、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. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない

ことを確約します。お客さまが法人の場合は、当該法人の役職員が自らまたは第三者を利

用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 

（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当社の信用を毀損し、または当社の業

務を妨害する行為。 

（5）その他前各号に準ずる行為。 

3. お客さまは、自己（お客さまが法人の場合、当該法人の役職員を含む）が暴力団員等も

しくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、

または第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、

当社から本契約を解除されても異議を述べません。なお、本条による解除により当社に損

害が生じたときは、当該損害を賠償します。 

 

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 12条 禁止行為 

お客さまは、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 

（1） 登録事項、その他の届出内容について、虚偽の登録または届出を行う行為。 

（2） 事実に反しまたは誤解を招く行為。 

（3） 犯罪に結びつくまたはそのおそれのある行為。 

（4） 法令等もしくは公序良俗に違反するまたはそのおそれのある行為。 

（5） 本サービスの運営に支障を与えるまたはそのおそれのある行為。 



（6） 当社もしくは本サービスのネットワークに支障を与えるまたはそのおそれのある行

為。 

（7） 当社または本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為。 

（8） 第三者になりすます行為。 

（9） 第三者に本サービスを利用させる行為。 

（10） 当社または他のお客さまの情報を収集する行為。 

（11） 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。 

（12） 前各号の行為を直接もしくは間接に惹起しまたは容易にする行為。 

（13） その他、当社が本サービスの運営上不適切と判断する行為。 

 

第 13条 権利帰属 

1. 本サービスに関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法

上の権利、その他一切の財産的権利（以下「知的財産権等」という）は、全て当社または

当社に知的財産権等の利用を許諾しているライセンサーに帰属します。 

2. 当社は、本約款に明示的に規定される場合を除き、知的財産権等に関して、お客さまが

いかなる権利を取得することも許諾しません。お客さまは、本約款が予定している本サー

ビスの利用態様を超えて、本サービスを利用することはできません。 

 

第 14条 秘密保持 

1. お客さまは、本サービスに関連して当社がお客さまに対して秘密に扱うことを特に指定

して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開

示または提供してはなりません。 

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 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 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 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 18条 連絡 

1. 当社からお客さまへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、またはお客さま専用ペ

ージへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メール

の送信またはお客さま専用ページへの掲載によって行われる場合は、当社が発信した時点

でお客さまに到達したものとします。 

2. お客さまから当社への連絡は、住宅ローンプラザへの電話、または当社への書面の送付

による方法により行うものとします。 

 

第 19条 管轄裁判所 

本約款に定める準拠法は日本国法とし、本契約に関連してお客さまと当社の間で紛争が生

じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることとします。 

 

以上 


