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契約内容 

 

仮定に基づく返済期間・返済回数・返済総額 

借入額 ５０，０００円／９９，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額 ３，０００円 返済期間・返済回数 ２０ヶ月（２０回） 

返済金額の合計額 ５９，０５７円 

 

借入額 ６０，０００円／９９，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ３，０００円 返済期間・返済回数 ２５ヶ月（２５回） 

返済金額の合計額 ７３，５８２円 

 

借入額 ７０，０００円／９９，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ４，０００円 返済期間・返済回数 ２１ヶ月（２１回） 

返済金額の合計額 ８３，４４２円 

 

【契約極度額】 

１． （借入額が１０万円未満の場合）契約極度額は９９，０００円とします。 

（借入額が１０万円以上の場合）契約極度額は５００，０００円とします。 

２． 貸主（以下「当社」という。）は契約極度額を超えない範囲で本契約内容に基づき繰り返し貸付けを行えるものとします。 

３． 契約極度額までの貸付けを約するものではございません。 

【返済方式】 借入後残高スライド元利定率リボルビング方式 

【借入利率】 

（借入額が１０万円未満の場合）実質年率２０．０％ 

（借入額が１０万円以上の場合）実質年率１８．０％ 

利息の計算方法：借入残高×借入利率÷３６５日（うるう年は３６６日）×日数 

【賠償額の予定】 

１． 約定返済日までに返済がされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済に至るまで実質年率２０．０％の遅延損害金を

支払うものとします。 

２． 期限の利益を失った場合、その翌日から完済に至るまで実質年率２０．０％の遅延損害金を支払うものとします。 

【充当順位】 本契約に基づく返済金は遅延損害金・利息・元金の順に充当するものとします。 

【約定返済期日】 毎月１回 お客様の希望される日で設定します。 

【約定返済期日前の返済】 

１． 約定返済期日前であっても元本の一部又は全部を返済できるものとします。この場合、返済をする当日までの利息をあわ

せて支払うものとします。 

２． 約定返済期日の１６日以上前に返済を行った場合、翌月の約定返済期日に更新されません。 

【返済方法・返済場所】 

１． 当社の店頭窓口にて返済 

２． 当社への郵送にて返済 

３． 当社指定の金融機関口座に振込にて返済 

【約定返済額】 最終借入直後の借入残高の５％（千円未満がある場合は切り上げて千円単位） 

【費用・手数料の負担】 
借主が本契約に関し負担する元本・利息・損害金以外の金銭 

①収入印紙代：２００円 ②その他、当社が定める費用または手数料 

【届出事項】 

借主又は連帯保証人（以下「借主等」という。）は、氏名・住所・電話番号・勤務先等、当社に届出た事項に変更があったときは、

その都度、速やかに当社への届出をしていただきます。届出を怠ったため当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、

又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。 

【反社会的勢力の排除】 

１． 借主等は、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又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、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表

明・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、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又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、又は便宣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） 役員又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． 借主等は自ら又は第三者を利用して、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、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当

社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。 

【期限の利益の喪失】 

１． 契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知催告がなくとも、当社に対する一切

の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。 

（１） 約定に基づく返済を１回でも怠ったとき。 

（２） 本契約に伴い当社に差入れた書面、又は申告内容について虚偽があったことが判明したとき。 

（３） 手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき。 

（４） 届出事項の届出を怠る等、借主等の責めに帰すべき事由によって、当社に借主等の所在が不明となったとき。 

（５） 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立があったとき。 

（６） 差押、仮差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。 

（７） 上記【反社会的勢力の排除】第１項各号のいずれかに該当したとき、同第２項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、

又は同第１項の表明について虚偽があったことが判明したとき。 

２． 前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたと

きは借主等がその責任を負うものとします。 

【個人情報取扱について】 当社は本契約に基づく借主等の個人情報に関して、個人情報取扱同意書のとおり取り扱います。 

【指定紛争解決機関】 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター（０３−５７３９−３８６１） 

【合意管轄】 
本契約に関する訴訟又は調停の必要を生じた場合には、当社の本店若しくは借主の取引に係る当社の支店の所在地を管轄する

裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 

ライオンズリース株式会社 

愛知県名古屋市中村区名駅５丁目２３−３ 

登録番号 愛知県知事（１３）第００５９５号 

加盟団体 日本貸金業協会会員第００２６７２号

号 

 

 

 

 

 

 

 

貸主 



借入額 ８０，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ４，０００円 返済期間・返済回数 ２５ヶ月（２５回） 

返済金額の合計額 ９８，１１２円 

 

借入額 ９０，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ５，０００円 返済期間・返済回数 ２２ヶ月（２２回） 

返済金額の合計額 １０７，８９２円 

 

借入額 ９９，０００円 借入利率 実質年率２０．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ５，０００円 返済期間・返済回数 ２５ヶ月（２５回） 

返済金額の合計額 １２１，１３３円 

 

借入額 １００，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ５，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 １１９，７７２円 

 

借入額 １１０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ６，０００円 返済期間・返済回数 ２２ヶ月（２２回） 

返済金額の合計額 １２９，５９２円 

 

借入額 １２０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ６，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 １４３，７２９円 

 

借入額 １３０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ７，０００円 返済期間・返済回数 ２２ヶ月（２２回） 

返済金額の合計額 １５３，５１１円 

 

借入額 １４０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ７，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 １６７，６８２円 

 

借入額 １５０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ８，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 １７７，４４３円 

 

借入額 １６０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ８，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 １９１，６３８円 

 

借入額 １７０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ９，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回）） 

返済金額の合計額 ２０１，３８９円 

 

借入額 １８０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ９，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ２１５，５９７円 

 

借入額 １９０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １０，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 ２２５，３２７円 

 

借入額 ２００，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １０，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ２３９，５５４円 

 

借入額 ２１０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １１，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 ２４９，２７１円 

 

借入額 ２２０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １１，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ２６３，５０９円 

 

借入額 ２３０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １２，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 ２７３，２１５円 

 

借入額 ２４０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １２，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ２８７，４６８円 

 

 



借入額 ２５０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １３，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 ２９７，１５３円 

 

借入額 ２６０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １３，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３１１，４２０円 

 

借入額 ２７０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １４，０００円 返済期間・返済回数 ２３ヶ月（２３回） 

返済金額の合計額 ３２１，０９７円 

 

借入額 ２８０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １４，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３３５，３７７円 

 

借入額 ２９０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １５，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３４５，０３８円 

 

借入額 ３００，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １５，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３５９，３３２円 

 

借入額 ３１０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １６，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３６８，９９４円 

 

借入額 ３２０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １６，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３８３，２９３円 

 

借入額 ３３０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １７，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ３９２，９５２円 

 

借入額 ３４０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １７，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４０７，２４７円 

 

借入額 ３５０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １８，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４１６，９１１円 

 

借入額 ３６０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １８，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４３１，２０５円 

 

借入額 ３７０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １９，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４４０，８６６円 

 

借入額 ３８０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 １９，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４５５，１６２円 

 

借入額 ３９０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２０，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４６４，８２０円 

 

借入額 ４００，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２０，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４７９，１１８円 

 

借入額 ４１０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２１，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ４８８，７７８円 

 

借入額 ４２０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２１，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５０３，０７３円 

 

 



借入額 ４３０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２２，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５１２，７３５円 

 

借入額 ４４０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２２，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５２７，０２９円 

 

借入額 ４５０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２３，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５３６，６９０円 

 

借入額 ４６０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２３，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５５０，９８７円 

 

借入額 ４７０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２４，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５６０，６４７円 

 

借入額 ４８０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２４，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５７４，９４６円 

 

借入額 ４９０，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２５，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５８４，６０６円 

 

借入額 ５００，０００円 借入利率 実質年率１８．０％ 

各回の返済金額の設定の方式 ２５，０００円 返済期間・返済回数 ２年（２４回） 

返済金額の合計額 ５９８，９００円 

※返済期間、返済回数及び返済総額は、各借入額を借入され、以降、毎月約定返済額をご返済されたと仮定し算出しています。実際のご利用の際は、月の日

数の相違等により多少異なります。 


