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はじめに1

「住宅ローン審査申込アプリ」とは？

 

 

24時間
いつでも、どこでも
お申込可能！

1 2 3

ご相談・ご契約は
銀行窓口で安心！

アプリの利用は
無料！
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2 お手続の流れ

お申込

一次回答

正式回答

 認可となった場合

「WEB申込専用住宅ローン」にてお借り入れいただくことになった場合  

再審査・一次回答

保留となった場合

他の商品にてお借り入れいただくことになった場合

結果回答

否決となった場合

お申込時にご登録いただいたメールアドレスに
審査完了をお知らせするEメールをお送りします。
お客さま専用ページで結果をご確認ください。

団信申込

専用WEBサイトから団体信用生命保険のお申込、
告知手続をしていただきます。
団体信用生命保険にご加入いただけない場合、
一次回答が変更となる場合がございます。

お申込時にご登録いただいたメールアドレスに
審査完了をお知らせするEメールをお送りします。
お客さま専用ページで結果をご確認ください。

入力内容や添付書類の精査後に、ご利用いただける金利
プラン、今後必要となるお手続、貸出条件等を当行よりご
連絡します。ご契約までに、お申込時にアップロードい
ただいた書類の原本確認や追加書類のご提出をご依頼す
るほか、お勤め先への在籍確認もさせていただきます。本
過程で判明した内容等によって、一次回答が変わる可
能性がありますので、ご了承ください。

今後の
お手続の
ご案内

「WEB申込専用住宅ローン」以外の商品となった場合、
正式審査にお進みいただきます。正式審査に必要な書
類を当行よりご連絡します。書類のご提出をご依頼す
るほか、お勤め先への在籍確認等もさせていただきます。

正式審査・
正式回答

追加で確認させていただいた内容やご提出いただいた
書類を基に正式審査を行います。正式回答は当行より
ご連絡します。正式審査の結果、一次回答が変更となる場合
もございますので、ご了承ください。

ご契約
お近くのローンプラザでご契約手続を行います。ローンプラザではお客さまのライフプランに合わせたお借入方法や、ご返済方法も無料でご相談
いただけます。この機会にぜひ、ご活用ください。三井住友銀行に口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめご契約までに口座開設をお願いします。
お近くにローンプラザがない場合、ご郵送でもお手続きいただけます。

ご融資の実行 ご指定の日にお客さまの口座にお借入金額を入金いたします。ご融資日当日に抵当権設定登記を行います。司法書士は当行より指定させていただきます。

住宅ローンの審査お申込に必要な内容の入力、書類のアップロードを行ってください。
お申込後、お客さまにご登録いただいたメールアドレスに審査受付完了をお知らせするEメールをお送りします。

審査
お客さまにご入力いただいた内容のみに基づき、一次審査します。一次審査では物件の評価や、アップロードいただいた書類に基づく審査は
行いません。以後精査を行う過程で、ご入力内容に誤り等が判明した場合、一次回答が変更となる場合がありますので、ご了承ください。

一次回答のため、追加で確認させていただきた
い項目やご提出いただきたい書類を当行よりご
連絡します。その後、改めて審査を行います。お申
込内容によっては、お近くのローンプラザにご来
店をお願いする場合もございます。また回答まで
にお時間をいただく場合もございます。

団信申込

団体信用生命保険のお申込、告知手続をしていた
だきます。お申込方法は別途ご案内させていただ
きます。団体信用生命保険にご加入いただけない
場合、一次回答が変更となる場合がございます。

内容精査
お客さまにアップロードいただいた書類に基づき、ご入力いただいた内容を精査の上、
「WEB申込専用住宅ローン」にてお借り入れいただくか、または他の商品にてお借り入れいただくかを決定します。

書類準備
住宅ローンの審査お申込に必要な書類をご準備ください。住宅ローンのお使いみちにより、必要書類が異なります。
お使いみちごとの「必要書類チェックシート」をご活用の上、必要書類をご準備ください。

お申込

団信申込

 認可となった場合

再審査・一次回答

保留となった場合 否決となった場合

一次回答

お申込時にご登録いただいたメールアドレスに
審査完了をお知らせするEメールをお送りします。
お客さま専用ページで結果をご確認ください。

結果回答

お申込時にご登録いただいたメールアドレスに
審査完了をお知らせするEメールをお送りします。
お客さま専用ページで結果をご確認ください。

ご契約

ご融資の実行

審査

一次回答のため、追加で確認させていただきたい
項目やご提出いただきたい書類を当行よりご連
絡します。その後、改めて審査を行います。お申込
内容によっては、お近くのローンプラザにご来店
をお願いする場合もございます。また回答までに
お時間をいただく場合もございます。

書類準備

専用WEBサイトから団体信用生命保険のお申込、告知手続をしていただきます。団体信用生命保険に
ご加入いただけない場合、一次回答が変更となる場合がございます。

正式回答
入力内容や添付書類の精査後に、ご利用いただける商品、および金利プラン、今後必要となるお手続、貸出条件等を当行よりご連絡します。
ご契約までに、お申込時にアップロードいただいた書類の原本確認や追加書類のご提出をご依頼するほか、お勤め先への在籍確認もさせて
いただきます。本過程で判明した内容等によって、一次回答が変わる可能性がありますので、ご了承ください。

お近くのローンプラザでご契約手続を行います。ローンプラザではお客さまのライフプランに合わせたお借入方法や、ご返済方法も無料で
ご相談いただけます。この機会にぜひ、ご活用ください。三井住友銀行に口座をお持ちでないお客さまは、あらかじめご契約までに口座開設
をお願いします。お近くにローンプラザがない場合、口座開設アプリでもお手続きいただけます。

ご指定の日にお客さまの口座にお借入金額を入金いたします。ご融資日当日に抵当権設定登記を行います。司法書士は当行より指定させて
いただきます。

住宅ローンの審査お申込に必要な書類をご準備ください。住宅ローンのお使いみちにより、必要書類が異なります。
お使いみちごとの「必要書類チェックシート」をご活用の上、必要書類をご準備ください。

住宅ローンの審査お申込に必要な内容の入力、書類のアップロードを行ってください。
お申込後、お客さまにご登録いただいたメールアドレスに審査受付完了をお知らせするEメールをお送りします。

お客さまにご入力いただいた内容のみに基づき、一次審査します。一次審査では物件の評価や、アップロードいただいた書類に基づく審査は
行いません。以後精査を行う過程で、ご入力内容に誤り等が判明した場合、一次回答が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
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必要書類の準備3

住宅ローンお申込に必要な書類をご準備ください。

.jpg  .jpg
1.jpg  2.jpg 3.jpg

画像のアップロードは
お申込画面から行います。

お申込に必要な書類を
「必要書類チェックシート」で
ご確認の上、ご準備ください。

スマートフォンがない場合は、
デジタルカメラやスキャナー等を

ご利用ください。

jpg png gif pdf

XGA 1024×768

jpg・・・４MB未満（１画像あたり）
png、gif、pdf・・・2MB未満（1画像あたり）

ご準備いただく画像データ

https ://www.smbc.co.jp

   

トップ 住宅ローン 新たに住宅ローンのお借り入れをご検討中のお客さま

必要書類チェックシート

1 2 3

住宅ローン（新規）お申込　事前準備
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P.07お申込の前に／必要な書類のご確認1

P.14お借入内容・資金計画について2

P.17お申込人さまについて3

P.21お勤め先について4

P.27物件共有者さまについて5

P.28お借入対象物件について6

P.31お申込内容の確認7

P.32パスワードのご登録8

P.33お申込完了9

60

選択入力 アップロード

選択入力

選択入力

選択入力

選択入力

選択入力

入力

「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に1

現在のお住まいについて、ご選択ください。

売却・建て替え後のご自宅のローンについて、ご選択ください。
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お申込の前に1

ご返済方法について、ご選択ください。

購入時のリフォームについて、ご選択ください。

物件を購入・建築する予定年月をご入力ください。

「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に1

お申込人数をご選択ください。お2人目の続柄をご選択ください。

お申込人さま以外の物件の共有者さまの人数をご選択ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に ／ 必要な書類のご確認1

審査に必要な書類（画像データ）をご準備ください。

画像データのアップロード方法
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に ／ 必要な書類のご確認1

ご本人さま確認資料



12

「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に ／ 必要な書類のご確認1

ご年収確認資料
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に ／ 必要な書類のご確認1

物件資料
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入内容・資金計画について2

物件の購入に必要な資金をご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入内容・資金計画について2

自己資金とお借入希望金額をご入力ください。

お借入希望期間をご入力ください。

35
80
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入内容・資金計画について2

他の金融機関（含む勤務先）からのお借入予定
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込人さまについて3

ご家族についてご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込人さまについて3

三井住友銀行の口座をお持ちの方はご入力ください。

http://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/bangou/

ホーム 店舗・ATM お手元のキャッシュカードの店番号から検索
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込人さまについて3

1

ご連絡先をご入力ください。

住宅ローンの返済口座として利用する店舗をご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込人さまについて3

メールアドレスをご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き

2 2

4

お勤め先について4

お勤め先名をご入力ください。

お勤め先本社の都道府県をご選択し、「お勤め先検索」をクリックしてください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お勤め先について4

お勤め先のご住所をご入力ください。

業種をご選択ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お勤め先について4

資本金をご選択ください。

従業員数をご選択ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お勤め先について4

企業区分をご選択ください。

2

お勤め先の電話番号をご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お勤め先について4

お申込人さまのご年収をご入力ください。

「源泉徴収票」をアップロードした場合
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お勤め先について4

お申込人さまのご年収をご入力ください。

「給与明細・賞与明細」をアップロードした場合

「確定申告書」、「納税証明書（その1、その2）」をアップロードした場合

計算式 （直近3ヵ月の平均給与×12）＋直近2回分の賞与（※）

（直近3ヵ月の平均給与：40万円×12）＋（直近2回分の賞与：155万円）＝635万円

2
2 0

3 8
2 0 75
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

物件共有者さまについて5

ご自宅の住所をご入力ください。
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入対象物件について6

ご住所をご入力ください。

一戸建の場合
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入対象物件について6

ご住所をご入力ください。

マンションの場合
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お借入対象物件について6

物件の面積をご入力ください。

マンションの場合

一戸建の場合

2

…
…

2
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に1 お申込内容の確認7
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に1 パスワードのご登録

4

8
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「住宅ローン審査申込アプリ」の入力手引き4

お申込の前に1 お申込完了9
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審査受付完了メール5

審査受付完了メールの確認

 

 

 

上記以外の時間帯のお申込

平日　9：00 ～17：30　土・日・祝　9：00 ～15：30 のお申込分
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一次回答確認メール6

一次回答確認メールの確認

URL

 

URL

https://jutaku-loan.smbc.co.jp/kekka/login/T

確認事項があり、自動回答できなかった場合

自動回答できた場合

1
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一次回答の確認7

 

【参考】パスワードを忘れた場合

URL

30

一次回答確認画面へのログイン1
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一次回答の確認7

30

一次回答の確認2
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一次回答の確認7

住宅ローンのポイントを確認3

 

 


