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融資枠型ビジネスローン あんしんワイド 

商品概要説明書 

商品名 融資枠型ビジネスローン あんしんワイド 

ご利用いただける 

お客さま 

次の条件をすべて満たす法人のお客さま 

・ 当社の法人口座（円普通預金口座）をお持ちであること 

・ 営利法人であること（会社の種類が、株式会社、有限会社、合

同会社、合名会社、合資会社であること） 

・ 日本に登記上の法人住所があること 

申込条件 

① 当社の他の商品・サービスにおいて、未収、延滞、またはその

他利用制限等がなされていないこと 

② 法人口座（円普通預金口座）が当社 Web サイトに掲出する所

定の提携企業を通じて口座開設されたものでないこと 

③ 下記のいずれかを満たすこと 

（ア）当社の法人口座または入出金明細管理サービス「freee

入出金管理 with GMO あおぞらネット銀行」（以下、「freee

入出金管理」という）で、申込日の属する月の前月から遡っ

て 3 カ月以上連続した入出金明細情報があること 

※freee 入出金管理をご利用の場合、審査に際し同期した銀

行口座の通帳コピーなどの提出が必要となる場合がありま

す。 

（イ）GMO インターネットグループ各社から、当社所定のお

客さま情報が当社へ連携されることに同意いただけること

※上記（ア）～（イ）のいずれも要件を満たさないお客さま

であっても、当社所定の方法によりお申し込みいただけま

す。この場合の借入限度額・借入利率は当社所定の条件が適

用されます。 

④ 当社に届け出ている登録情報（法人情報、代表者情報、取引責

任者情報）、および freee 入出金管理に同期した銀行口座の入

出金明細情報等に虚偽や更新漏れ等がなく、当該情報がローン

審査に利用されることに同意いただいていること 

⑤ 別途定める本商品規定に同意いただけること 

※過去に本商品もしくは当社の「あんしん 10 万円（極度型ローン・

10 万円型）」（以下、「あんしん 10 万円」という）を解約されたお

客さまはご利用いただけません。 

※上記において、GMO インターネットグループ各社から当社所定

のお客さま情報が当社へ連携されることに同意いただいた場合
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は、本商品規定別紙に定める連携データ特約である GMO お得意

さま応援ローン 50 の特約（以下「GMO お得意さま応援ローン特

約」といいます）のお申込となります。 

サービス概要 

お客さまごとに融資枠を付与し、事業運営において必要資金をお

借り入れできるサービスです。 

① 入出金明細情報等を基に審査を行うため、決算書や事業計画書

の提出は不要です。 

② 借入可能額の範囲内で Web サイトからのお手続きですぐにお

借り入れいただくことができます。 

③ ご希望により、デビットカードでのお支払い時、口座振替、お

よび本商品の約定返済（元金および利息）の際に、円普通預金

口座（代表口座および追加口座）の残高が不足していた場合、

不足額を自動借入できる機能を付帯することができます。 

※ご利用に際しては当社所定の審査がございます。 

※審査はお申込時と契約期限の更新時のみで、お借り入れの際は

不要です。 

お申込方法 
当社インターネットバンキングの画面もしくは当社所定の Web サ

イトから、所定の方法によりお申し込みください。 

契約形態 極度型ローン契約 

契約期間 

・ 初回契約期限は、契約開始日から 1 年後の応当日の前月末日

となります。 

・ 契約期限の更新は、契約期限の 2 カ月前に当社所定の更新審

査を行います。 

・ 更新後の契約期限は、前回契約期限の翌年同月の月末日とな

ります。 

・ 前項に定める更新審査の結果、契約期限が更新される場合は、

お客さまは契約期限前日の19時までに変更契約を締結するも

のとします。 

お借入方法 

・ 当社インターネットバンキングへログインのうえお借入操作

をいただきます。操作後、お客さま名義の代表円普通預金口座

に入金いたします。 

・ 自動借入機能をお申し込みの場合には、円普通預金口座（代表

口座および追加口座）のデビットカード利用における資金不足

時、口座振替（Pay-easy（ペイジー）のダイレクト納付方式を

含む）における資金不足時、ならびに本商品の約定返済（元金

および利息）における資金不足時に、当該資金不足分について

お客さまによる操作を要することなく、借入限度額の範囲内で
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借入がなされ、不足分に充当いたします。 

資金使途 
事業性資金 

※投機資金等にはご利用いただけません。 

借入限度額 

10 万円以上 1,000 万円以内（10 万円単位・審査のうえ決定） 

※ただし、GMO お得意さま応援ローン特約が適用される場合は、

10 万円以上 50 万円以内の借入限度額となります。 

※申込条件③（ア）～（イ）を満たさない場合は 10 万円の借入限

度額となります。 

借入利率 

年 0.9％~年 14.0％（固定金利・審査のうえ決定） 

※ただし、GMO お得意さま応援ローン特約が適用される場合

は年 14.0％となります。 

・ 当社は、借入利率を優遇して引き下げることができます。 

当社は、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇扱い

を中止することができるものとします。 

※あんしん 10 万円をご契約中のお客さまがあんしんワイドをお申

し込みされた場合、「あんしんワイド」のご契約日から「あんし

んワイド」の借入利率が適用されます。 

利息の計算方法 
毎月 1 日から月末日までの間の毎日の最終借入残高に対し、所定

の借入利率により当社所定の方法で計算するものとします。 

返済方法 

① 約定返済 

・毎月 25 日（銀行休業日の場合は翌営業日）に、以下の金

額の合計額を代表円普通預金口座よりお引き落としさせて

いただきます。 

➢ 前月末日の 24 時時点のご利用残高の 5％（1 円未満切

り捨て）（以下、「約定返済額」という） 

➢ 前月分の利息 

・前月末日の 24 時時点のご利用残高が 50 万円以下の場

合、約定返済額のご返済はなく、利息のみのご返済となり

ます。 

・当月中の一部返済により、約定返済日時点のご利用残高が

上記約定返済額以下となった場合は、約定返済日時点のご

利用残高と前月分の利息の合計額をご返済いただきます。 

② 随時返済 

インターネットバンキングへログインのうえ、お客さまによ

るご返済手続きにより、全額返済ないし元金の一部返済が可

能です。 

約定返済日時 毎月 25 日（銀行休業日の場合は翌営業日）18 時 
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※上記日時にご返済いただけない場合は延滞となり、遅延損害金

が発生します。 

遅延損害金 

年 14.0％（以下の金額に対し発生し、各所定の期日から日割り計

算されます） 

・ 約定返済日に返済遅延した元金 

・ （期限更新がなされない場合）期限到来時の残元金 

・ 期限の利益喪失日の残元金 

担保 不要 

保証人 

（代表者・第三者） 

不要 

※GMO お得意さま応援ローン特約が適用される場合は、GMO イ

ンターネットグループ株式会社の保証が付されます。 

契約期限の更新 

・ 契約期限の更新については当社所定の審査がございます。その

結果、期限更新後の借入限度額、借入利率が変更となる場合が

あります。この場合において借入残高がある場合、期限更新後

の条件で借り換えたものとして取り扱うものとします。ただ

し、残元金が期限更新後の借入限度額を上回っている場合、期

限更新までに、期限更新後の借入限度額を超過する金額を返済

いただきます。 

・ 期限更新後のお客さまの借入残高が期限更新後の借入限度額

を上回っている場合、期限更新後の借入限度額を超過する金額

を、本規定第 8 条に定める方法等により返済いただく必要がご

ざいます。 

・ 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合には、契約期限

までに借入金額全額を返済いただき、返済日までの利息額をお

支払いいただきます。 

・ 契約期限が更新されず、なおかつ契約期限までに返済いただけ

ない場合は、契約期限の翌日に借入金額全額と利息額をお客さ

ま名義の普通預金口座から引き落とし、返済に充当させていた

だきます。また、残元金に対し遅延損害金が発生いたします。 

・ 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合および変更契約

を締結しなかった場合は、契約期限の 21 時から「あんしんワ

イド」のすべてのお取引ができません。 

・ 上記審査の結果、借入限度額が減額となり、変更契約を締結し

た場合は、契約期限の 21 時から契約期限の翌日 1 時頃まで、

「あんしんワイド」のすべてのお取引ができません。 

あんしん 10 万円ご

契約者注意事項 

・「あんしん 10 万円」をご契約中のお客さまが「あんしんワイド」

をお申し込みされた場合、「あんしんワイド」のご契約と同時に
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「あんしん 10 万円」は解約となります。 

・「あんしん 10 万円」のご利用残高がある場合は、同額を「あん

しんワイド」で借り換えたものとみなします。 

GMO お得意さまロ

ーン特約における注

意事項 

・GMO お得意さまローン特約が一度適用されると、他の情報を連

携する審査のお申込はできなくなります。 

・本商品の契約締結後は、GMO お得意さまローン特約のお申込は

できません。 

・GMO お得意さま応援ローン特約が適用された場合、GMO イン

ターネットグループ株式会社の保証が付されます。 

デビット後払いオプ

ションをご契約の際

の注意事項 

デビット後払いオプションをご契約の際は、デビット後払いオプ

ション規定が「あんしんワイド」の規定に優先し適用されます。 

指定紛争解決機関 

当社が契約している指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協

会です。 

全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 

その他注意事項 

① 本サービスは法人のお客さま専用となります。個人、および個

人事業主のお客さまはお申し込みできません。 

② 本サービスのお申込時および期限更新時に、当社所定の審査

を行います。審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます

ので、あらかじめご了承ください。 

③ お申込時の審査にあたっては、法人代表者さまと当社ローン

担当者の Zoom または電話によるオンライン面談（録音・録

画あり）をさせていただきます。また、freee 入出金管理に同

期した銀行口座の通帳コピーなどのご提出を依頼する場合も

ございます。 

※お申込内容により、面談を行わずに審査結果をご連絡させ

ていただく場合がございます。 

④ 当社が必要と判断した場合には、現行の契約期間中であって

も、融資枠ご利用の停止や契約を終了させていただく場合が

ございます。 

⑤ 約定返済額は、ログイン後の商品ホーム画面にてご確認いた

だけます。 

※ 毎月約定返済日の翌日～月末日までは、次回の返済額が確

定していないため、表示されません。 

⑥ 商品の詳細につきましては、「あんしんワイド」の規定もあわ

せてご確認ください。 
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⑦ 本商品の返済用口座の変更はできません。 

⑧ 「あんしんワイド」と「あんしん 10 万円」はいずれか一つの

ご契約となり、併用はできません。また、「あんしんワイド」

のご契約後に、「あんしん 10 万円」に変更することはできま

せん。 

⑨ 下記のとおり、お取引ができない時間帯がございます。 

・自動借入機能を含む本商品のすべてのお取引ができない時

間帯：当社システムメンテナンスの時間帯（定期メンテナ

ンスは原則、毎月第 2 土曜日 21：50～翌朝 6：00 となり

ます。それ以外に臨時メンテナンスを実施することがあり

ます。） 

・全額返済ないし一部返済ができない時間帯：約定返済日 

終日 0：00～24：00 および毎日 0：00～6：00 頃 

 

※上記のほか、当社の都合により、お取引ができない時間が

ございます。 

 


