
  

【3126-11 16.06】対照表（16.06） 

 
 
 

                                                 三井住友信託銀行 銀行代理業者 住信ＳＢＩネット銀行 
 

「住宅ローンのご案内」の記載内容を下記のとおり変更いたします。変更後の内容にて、読み替えていただきますようお願いいたします。 

 

（変更箇所）①商品概要説明書（「資金使途」および「担保」） 

        ②カスタマーセンター受付時間および電話番号 

        ③背表紙（当社部署名） 

        ④キャッシュカード及び認証番号カード 

⑤団体信用生命保険・8疾病保障 

 

 

ページ 項目 変更前 変更後 

P5,7,9 

４.お借入条件 

商品概要説明書 

（資金使途） 

住宅に関する次の資金にご利用いただけます。 

 

・ご本人またはご家族がお住まいになるための住宅の新築・

購入資金およびこれにかかわる 諸費用 

・ご本人またはご家族がお住まいの現在お借入中の住宅ロー

ンの借換資金およびこれにかかわる諸費用 

※既に住信ＳＢＩネット銀行でお借入れの住宅ローンを借換 

えすることはできません。 

※三井住友信託銀行（旧住友信託銀行、旧中央三井信託銀行

住宅に関する次の資金にご利用いただけます。 

 

・ご本人またはご家族がお住まいになるための住宅の新築・

購入資金およびこれにかかわる 諸費用 

・ご本人またはご家族がお住まいの現在お借入中の住宅ロー

ンの借換資金およびこれにかかわる諸費用 

※既に住信ＳＢＩネット銀行でお借入れの住宅ローンを借換

えすることはできません。 

 

住宅ローンのご案内 記載内容の変更について 
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を含む）でお借入れの住宅ローンを借換えすることはでき

ません。 

※投資用物件のご購入資金としては、ご利用いただけません。 

 

 

※投資用物件のご購入資金としては、ご利用いただけません。 

P6,7,9 

４.お借入条件 

商品概要説明書 

（担保） 

ご融資の対象となる物件に三井住友信託銀行を抵当権とする 

抵当権を第一順位にて設定していただきます。 

 

※担保設定等の登記にかかる費用は、お客さまのご負担とな

ります。 

 

 

※担保物件は、建築基準法、およびそのほかの法令に適合し

ているものに限ります。「検査済証」のご提出をいただく

場合があります。 

※担保物件の所在地、地積、状況などによっては、ご融資で

きないことがありますのでご了承ください。（建築基準法

上の道路に接道していない物件は、お取扱いできません。） 

建物にはお借入期間以上の火災保険を付保いただきます。 

なお、保険金請求権に対して三井住友信託銀行を質権者とす

る 

質権を設定していただく場合があります。 

※ 火災保険料は、お客さまのご負担となります。 

ご融資の対象となる物件に三井住友信託銀行を抵当権とする 

抵当権を第一順位にて設定していただきます。 

 

※担保設定等の登記にかかる費用は、お客さまのご負担とな

ります。 

※三井住友信託銀行（旧住友信託銀行、旧中央三井信託銀行）

からの借換えの場合も、抵当権の設定が必要です。 

※担保物件は、建築基準法、およびそのほかの法令に適合し

ているものに限ります。「検査済証」のご提出をいただく

場合があります。 

※担保物件の所在地、地積、状況などによっては、ご融資で

きないことがありますのでご了承ください。（建築基準法

上の道路に接道していない物件は、お取扱いできません。） 

建物にはお借入期間以上の火災保険を付保いただきます。 

なお、保険金請求権に対して三井住友信託銀行を質権者とす

る 

質権を設定していただく場合があります。 

※ 火災保険料は、お客さまのご負担となります。 
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P2,3,14 

20,28, 

背表紙 

■お問合せ先 

カスタマーセンター 

受付時間・電話番号 

【住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンター】 

＜口座をお持ちのお客さま＞ 

0120-953-895（通話料無料）または  

03-5363-7373（通話料有料） 

＜口座をお持ちでないお客さま＞ 

0120-974-646（通話料無料）または  

03-5363-7372（通話料有料） 

オペレーターへのお問合せは 

平日 9:00～19:00 

土・日・祝日 9:00～17:00 

（12 月 31 日、1月 1日～3日、5月 3日～5日を除く） 

【住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンター】 

＜住信ＳＢＩネット銀行に口座をお持ちのお客さま＞ 

0120-953-895 (通話料無料） 

携帯電話・PHS：0570-053-895 (ナビダイヤル※) 

＜住信ＳＢＩネット銀行に口座をお持ちでないお客さま＞ 

0120-974-646 (通話料無料） 

携帯電話・PHS：0570-001-646 (ナビダイヤル※) 

 

平日 9:00～18:00  

土･日･祝日 9:00～17:00  

（12 月 31 日､1 月 1～3日､5 月 3～5日を除く） 

※通話料 20秒 10 円（税抜） 

P15 

保険事故発生の 

場合のご連絡 

 

カスタマーセンター 

受付時間・電話番号 

【住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンター】 

■死亡の場合  

0120-974-242（通話料無料）または 

03-5363-7370（通話料有料）年中無休24時間受付 

■高度障害の場合  

0120-974-646（通話料無料）または  

03-5363-7372（通話料有料） 

オペレーターヘのお問合せは 

平日9:00～19:00 

土・日・祝日9:00～17:00 

（12 月 31 日、1月 1日～3日、5月 3日～5日を除く） 

【住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンター】 

■死亡の場合  

0120-974-242（通話料無料）または  

03-5363-7370（通話料有料）年中無休24時間受付 

■高度障害の場合 

0120-974-646 (通話料無料） 

携帯電話・PHS：0570-001-646 (ナビダイヤル※) 

 

平日 9:00～18:00  

土･日･祝日 9:00～17:00  

（12 月 31 日､1 月 1～3日､5 月 3～5日を除く） 

※通話料 20秒 10 円（税抜） 
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P16 

保険事故発生の 

場合のご連絡 

 

カスタマーセンター 

受付時間・電話番号 

【住信ＳＢＩネット銀行カスタマーセンター】 

0120-974-646（通話料無料）または  

03-5363-7372（通話料有料） 

オペレーターへのお問合せは 

平日9:00～19:00 

土・日・祝日9:00～17:00 

（12月31日、1月1日～3日、5月3日～5日を除く） 

【住信ＳＢＩネット銀行カスタマーセンター】 

0120-974-646 (通話料無料） 

携帯電話・PHS：0570-001-646 (ナビダイヤル※) 

 

平日9:00～18:00  

土･日･祝日 9:00～17:00  

（12月31日､1月1～3日､5月3～5日を除く） 

※通話料20秒10円（税抜） 

背表紙 部署名 

【ローン事務センター】 

〒160-6109 

東京都新宿区西新宿8-17-1 

住友不動産新宿グランドタワー9階 

【新宿業務センター】 

〒160-6109 

東京都新宿区西新宿8-17-1 

住友不動産新宿グランドタワー9階 

P14 

8.ご本人確認に

ついて 

 

キャッシュカード 

及び認証番号カード 

住宅ローンご融資にあたってはご本人確認を行うことが銀行

に義務付けられております。代理店である住信ＳＢＩネット

銀行はネット専業銀行であり、銀行窓口での本人確認ができ

ません。この代替方法として、住信ＳＢＩネット銀行をご利

用いただくにあたり開設いただく口座のキャッシュカードの

お受取りまたは、三井住友信託銀行の住宅ローンをご利用い

ただくにあたり締結いただく住宅ローン契約書のお受取りに

より、本人確認させていただきます。 

 お申込みの際にご提出いただく本人確認書類（住民票また

は住民票記載事項証明書）に記載されている住所を住信ＳＢ

Ｉネット銀行への届出住所とし、キャッシュカードまたは住

宅ローン契約書を送付します。キャッシュカードまたは住宅

住宅ローンご融資にあたってはご本人確認を行うことが銀行

に義務付けられております。代理店である住信ＳＢＩネット

銀行はネット専業銀行であり、銀行窓口での本人確認ができ

ません。この代替方法として、住信ＳＢＩネット銀行をご利

用いただくにあたり開設いただく口座のカードのお受取りま

たは、三井住友信託銀行の住宅ローンをご利用いただくにあ

たり締結いただく住宅ローン契約書のお受取りにより、本人

確認させていただきます。 

 お申込みの際にご提出いただく本人確認書類（住民票また

は住民票記載事項証明書）に記載されている住所を住信ＳＢ

Ｉネット銀行への届出住所とし、カードまたは住宅ローン契

約書を送付します。受取確認ができないときは、住宅ローン
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ローン契約書の受取確認ができないときは、住宅ローンのご

融資はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 なお、本人確認書類（住民票または住民票記載事項証明書）

に記載されている住所にお住まいでない場合は、市区町村で

住所移転を行っていただき、お申込みいただきますようお願

いいたします。 

 また、お客さまのご事情で市区町村で住所移転を行うこと

ができない場合は、住信ＳＢＩネット銀行カスタマーセンタ

ーまでご連絡ください。 

のご融資はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

  

なお、本人確認書類（住民票または住民票記載事項証明書）

に記載されている住所にお住まいでない場合は、市区町村で

住所移転を行っていただき、お申込みいただきますようお願

いいたします。 

 また、お客さまのご事情で市区町村で住所移転を行うこと

ができない場合は、住信ＳＢＩネット銀行カスタマーセンタ

ーまでご連絡ください。 

P20 

13.ご返済につい

て 

 

キャッシュカード 

及び認証番号カード 

（2）ご入金の方法 

①キャッシュカードでのご入金 

 提携金融機関のＡＴＭからご入金いただけます。提携金融

機関は住信ＳＢＩネット銀行ＷＥＢサイトでご確認くださ

い。 

②定額自動入金サービスでのご入金 

 お客さまの他行口座から指定金額を引落し、自動的に住信

ＳＢＩネット銀行の口座へ入金するサービスです。詳細は住

信ＳＢＩネット銀行ＷＥＢサイトのホーム「商品サービス一

覧」より、「振込・口座振替」の「定額自動入金サービス」

をご確認ください。 

（2）ご入金の方法 

①キャッシュカードでのご入金 

 提携金融機関のＡＴＭからご入金いただけます。提携金融

機関は住信ＳＢＩネット銀行ＷＥＢサイトでご確認くださ

い。 

なお、認証番号カードをお届けしたお客さまは、そのままで

はＡＴＭでのお取引ができません。ＡＴＭで入出金をされた

い場合は、インターネットよりキャッシュカード発行の手続

きを行ってください。 

②定額自動入金サービスでのご入金 

 お客さまの他行口座から指定金額を引落し、自動的に住信

ＳＢＩネット銀行の口座へ入金するサービスです。 

ご利用をご希望の場合は、住信ＳＢＩネット銀行ＷＥＢサイ

トのホーム「商品サービス一覧」より、「振込・口座振替」
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の「定額自動入金サービス」にて、詳細をご確認のうえ、お

手続きください。 

※引落口座に利用できる金融機関は、住信ＳＢＩネット銀行

が指定する金融機関に限ります。 

※また、定額自動入金サービスの入金日は、引落しの4営業日

後です。例えば住宅ローン約定返済日として27日を選択し、

合わせて定額自動入金サービスの引落日として27日を選択し

た場合でも、お客さまの代表口座円普通預金への入金は4営業

日後となるため、当該口座の残高によっては、27日の住宅ロ

ーンの約定返済ができず、延滞となることがありますのでご

注意ください。 

P8、P10 

お申込み 

 

団信・8疾病ペーパ

ーレス化 

団体信用生命保険と一体型の申込書兼告知書兼同意書でのお

申込みとなります。 

ただし保険会社での査定の結果、ご加入できない場合があり

ます。 

団体信用生命保険と一体型の申込書兼告知書兼同意書でのお

申込みとなります。仮審査承認日が2016年6月10日以降かつ初

回告知のかたは、専用WEBサイトでの団体信用生命保険のお申

込み・告知と同時のお手続きとなります。 

ただし保険会社での査定の結果、ご加入できない場合があり

ます。 

P15 

9 団体信用生命

保険について 

 

団信・8疾病ペーパ

ーレス化 

お申込みにあたって 

○保険契約ご加入の際、「申込書件告知書兼同意書」に借主

となるかたご本人が自署・捺印のうえ健康状態などを告知し

ていただきます。 

○加入申込保険金額が５,０００万円超のかたは、「申込書兼

同意書」のほかに診断書などをご提出いただきます。 

○申込書兼告知書兼同意書の有効期限は告知日から起算して

お申込みにあたって 

○保険契約のご加入の際、「申込書兼告知書兼同意書」に、

借主となるかたご本人が自署・捺印のうえ健康状態などを告

知していただきます。仮審査承認日が2016年6月10日以降かつ

初回告知のかたは、書面の「申込書兼告知書兼同意書」では

なく、保険会社の専用WEBサイトから保険お申込み・告知手続

きをしていただきます。（必ずご本人がお手続き願います。） 
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９か月です。期間経過後にお借入れをご希望される場合は、

告知書を再提出いただきます。 

 

 

 

 

 

 

① 保険金がお支払いされない場合の代表的な事例 

「申込書兼告知書兼同意書」に告知日現在および過去の健康

状態などについて事実を告げなかったか、事実でないことを

告げ契約が解除されたとき 

○加入申込保険金額が５,０００万円超のかたは、「申込書兼

告知書兼同意書」または専用WEBサイトでの保険お申込み・告

知手続きのほかに診断書などをご提出いただきます。 

○告知の有効期限は告知日から起算して９ヵ月です。期間経

過後にお借入をご希望される場合は、告知書を再提出いただ

きます。 

 

 

① 保険金がお支払いされない場合の代表的な事例 

告知日現在および過去の健康状態などについて事実を告げな

かったか、事実でないことを告げ契約が解除されたとき 

P16 

10 8 疾病保障に

ついて 

 

団信・8疾病ペーパ

ーレス化 

お申込みにあたって 
○保険契約ご加入の際、「申込書兼告知書兼同意書」に借

主となるかたご本人が自署・捺印のうえ健康状態などを告

知していただきます。 
○加入申込保険金額が５,０００万円超のかたは、「申込書
兼告知書兼同意書」のほかに診断書などをご提出いただき

ます。 
 
 

お申込みにあたって 

○保険契約のご加入の際、「申込書兼告知書兼同意書」に、

借主となるかたご本人が自署・捺印のうえ健康状態などを告

知していただきます。仮審査承認日が2016年6月10日以降かつ

初回告知のかたは、書面の「申込書兼告知書兼同意書」では

なく、保険会社の専用WEBサイトから保険お申込み・告知手続

きをしていただきます。（必ずご本人がお手続き願います。） 

○加入申込保険金額が５,０００万円超のかたは、「申込書兼

告知書兼同意書」または専用WEBサイトでの保険お申込み・告

知手続きのほかに診断書などをご提出いただきます。 

 
 ※ご不明な点は、住信ＳＢＩネット銀行 カスタマーセンターにお問合せください。 


