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１．本申込書にて審査をいたします。ご利用いただくためには、別途確認資料等のご提出が必要となります。審査結果の連絡後、正式な

手続きのため、お取引きを希望される当行本支店窓口までお越しください。

２．利用申込書はお客さまに返却いたしません。ただし、ご記入されていない項目がある場合は、利用申込書を返却させていただく場合

もございます。

３．審査の結果ご希望に沿えない場合がございますが、審査内容についてはご回答できかねますのであらかじめご了承ください。

４．利用申込書の記入内容と、ご来店時に提出いただいた確認資料の内容とが相違している場合には、ご連絡した審査結果の如何にかか

わらず、ご希望に沿いかねる場合もございますのでご了承ください。

ご希望の審査結果の連絡方法に○をつけてください。

なお、お申込み内容についてお電話で確認させていた

だく場合がございます。ご連絡がつかない場合には、

上記ご住所あて書面にて連絡いたします。

なお、審査結果方法にかかわらず、別途「確認書」等

を送付させていただきます。

審査結果の連絡方法

　１．自宅電話　　　　　　２．勤務先電話
　３．携帯電話　　　　　　４．郵便

審査結果の連絡方法について

　　 ちゅうぎん住宅ローン利用者専用フリーローン借入申込書
　　　（兼保証依頼書）　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ．０８６－２８６－９１９８
 この利用申込書にご記入のうえ、運転免許証のコピーとともにＦＡＸ送信してください。借入申込書はＦＡＸ送信後も保管してください。

 （運転免許証をお持ちでない場合はパスポートまたは個人番号カードのコピーを送信してください。ご契約時には

 　別途ご本人さま確認資料が必要になります。詳しくは「お申込み～ご契約までの流れ」をご覧ください。）

お申込日　令和　　　　年　　　月　　　日 お借入希望金額　　　　　万円

ご希望返済回数　　　　　　回

借入希望日 　令和　　　年　 　月　 　日

お使いみち 住宅ローンご利用支店名

　　 ちゅうぎん住宅ローン利用者専用フリーローン借入申込書
　　　（兼保証依頼書）　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ．０８６－２８６－９１９８
 この利用申込書にご記入のうえ、運転免許証のコピーとともにＦＡＸ送信してください。借入申込書はＦＡＸ送信後も保管してください。

 （運転免許証をお持ちでない場合はパスポートまたは個人番号カードのコピーを送信してください。ご契約時には

 　別途ご本人さま確認資料が必要になります。詳しくは「お申込み～ご契約までの流れ」をご覧ください。）

受付者は申込み内容が完記されていることを確認する。
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本申込書・同意書（写）交付日

受付店 検印

営業店で受付けた場合はコピーをとり、コピーをご返却する。

受付印

特記事項

本申込みにあたって「ローン申込に関する「個人情

報・個人信用情報」の内容を確認し、同意します。

お名前

（自署・捺印）
印

1 2

1 2

昭和
平成
令和

年
昭和
平成
令和

有　無 有　無

給与振込・年金指定 積立定期 公共料金の引落し DREAMe-W DREAMe-S

有　無 有　無 有　無

合計 万円 万円

電気・電話・ガス・水道・ＮＨＫ・税金

当行とのお

取引内容

定期30万円

現在の
お借入れ
内容

万円 有　　無 万円

万円万円 有　　無

お借入れ金の種類 現在残高 物的担保 年間返済額

万円 有　　無 万円

お借入れ先

出向・

派遣先名

出向・派遣
先住所

（〒　　　－　　　　）

（所属部署　　　　　　　　　　　　　　） 電話番号 （　　　－　　　　－　　　　）（内線　　　　　）

役職名
1.代表取締役　2.役員　3.管理職　4.その他役職あり　5.一般職員　6.自営
0.その他

健康保険証
の種類

1.社保

2.国保

フリガナ フリガナ

給料日
日

税込

年収
万円

月

業種
1.製造業　2.農林水産鉱業　3.建設業　4.電気・ガス・熱供給・水
道業　5.運輸業　6.通信業　7.卸売業　8.小売業　9.飲食店　10.
金融・保険業　11.不動産業　12.サービス　13.公務員　14.その他

従業員
数

人

入社
年月

勤務先名
（出向元・

派遣元）

勤務先
住所

（〒　　　－　　　　）

（所属部署　　　　　　　　　　　　　　） 電話番号 （　　　　－　　　　－　　　　）（内線　　　　　）

フリガナ フリガナ

お住まい

住宅ローン対象物件に住宅ローン以外 の抵当権が設定されて いる　　いない

月年

電話番号 （自宅　　　－　　　　－　　　　） （携帯　　　－　　　　－　　　　）

1.一戸建本人所有　　2.一戸建家族所有　　3.マンション本人所有
4.マンション家族所有　　5.賃貸　　6.寮・社宅

お住まい時期

家族状況

人

1　　2

有 無
人

同居・別居

男 女

フリガナ ご家族

ご住所

（〒　　　－　　　　） 配偶者 お子さま その他

フリガナ お届印 昭和

平成
年　　月　　日（　　歳）

性
別お名前 印

お申込み内容



ローン借入申込に関する「個人情報・個人信用情報」の取扱に関する同意書 
（兼保証委託に関する同意書） 

株式会社中国銀行  御中 

保証委託先 

中銀保証株式会社 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 株式会社ジャックス 

ローンの申込に際し、「下記の内容および裏面記載事項」について説明をうけるとともに、内容について同意します。 

≪保証委託についての同意≫ 

１．株式会社中国銀行（以下「銀行」という）にこの申込書類によりローンを申込むとともに、銀行が提携する保証委託先（以下「保証会社」という）の

保証をお願いします。 

２．保証会社については、上記保証委託先の範囲で最初に中銀保証株式会社に保証依頼することとし、同社の保証が得られない場合には、上記保証委託先

の範囲で他の保証会社に再度保証依頼されることに同意します。（再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。） 

再度保証依頼をした場合、下記≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫については、各々の保証会社

で適用されることに同意します。 

３．私は、ローンの申込を行うにあたって下記事項について同意します。 

（１）私は、ローンの申込を行うにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。 

（２）保証会社の保証が得られない場合には、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。なお、この場合に私が差入れたこの申込書類およ

び関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。 

≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫ 

１．株式会社中国銀行に対する同意事項 

私は、株式会社中国銀行（以下「銀行」という）が、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、私の個人情報（氏名、住所、生年月日、電話

番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等）を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 

銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認め

られる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

（１）業務内容 

① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。 

② 公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随す

る業務。 

③ その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含みます）。 

（２）利用目的 

① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。 

② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため 

③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。 

④ 融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため（お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含

みます）。 

⑤ 金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか（適合性の原則）等の妥当性を判断するため。 

⑥ 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。 

⑦ 銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。 

⑧ 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため 

⑨ お客さまとの契約や法律等に基づいて銀行が権利の行使や義務の履行を行うため。 

⑩ お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等を行い商品の研究や開発を行うため。 

⑪ ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため。（商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等

の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます）【以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。】 

⑫ 関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。（商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニ

ーズに応じたご提案等を行うことを含みます） 

⑬ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。 

⑭ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。 

⑮ 株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。 

※ ⑪に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。中止を希望される場合は最寄り

の本支店にお申し出ください。また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされたお客さまは、所定の用紙を提出することで再開が可能

です。 

（３）個人情報の第三者提供に関する同意 

私は、個人情報が下記の目的で銀行から第三者へ提供されることに同意します。 

① 取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。 

② 銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対し

て委託する場合。 

③ 銀行が民法４６６条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。 

④ 提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。 

⑤ 連帯保証人（保証会社）への借主の残高等の情報提供が必要な場合。 

（４）個人情報の共同利用に関する同意 

私は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社（株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社）および一般財団法人岡山

経済研究所との間で共同して利用されることに同意します。 

（個人情報の管理者は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ  https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/） 

① 総合的サービスの提供 ②リスク管理 ③連結決算および経営管理 ④その他、取引の円滑な履行のため 

２．保証会社に対する同意事項 

≪保証会社が中銀保証株式会社、株式会社ジャックスの場合≫ 

「個人情報」の取扱に関する同意内容については、「保証委託約款」中の同条項ではなく以下の内容が適用されます。 

（１）個人情報の収集・保有・利用 

私は、本申込を含む保証委託先（以下「保証会社」という）との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）

を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 

① 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。 

② 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。 

③ 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。 

④ 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。 

⑤ 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。 

⑥ サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報。 

（２）個人情報の利用 

私は、保証会社が下記の目的のために（１）個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。 

信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。 



ローン借入申込に関する「個人情報・個人信用情報」の取扱に関する同意書 
（兼保証委託に関する同意書） 

株式会社中国銀行  御中 

保証委託先 

中銀保証株式会社 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 株式会社ジャックス 

ローンの申込に際し、「下記の内容および裏面記載事項」について説明をうけるとともに、内容について同意します。 

≪保証委託についての同意≫ 

１．株式会社中国銀行（以下「銀行」という）にこの申込書類によりローンを申込むとともに、銀行が提携する保証委託先（以下「保証会社」という）の

保証をお願いします。 

２．保証会社については、上記保証委託先の範囲で最初に中銀保証株式会社に保証依頼することとし、同社の保証が得られない場合には、上記保証委託先

の範囲で他の保証会社に再度保証依頼されることに同意します。（再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。） 

再度保証依頼をした場合、下記≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫については、各々の保証会社

で適用されることに同意します。 

３．私は、ローンの申込を行うにあたって下記事項について同意します。 

（１）私は、ローンの申込を行うにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。 

（２）保証会社の保証が得られない場合には、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。なお、この場合に私が差入れたこの申込書類およ

び関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。 

≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫ 

１．株式会社中国銀行に対する同意事項 

私は、株式会社中国銀行（以下「銀行」という）が、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、私の個人情報（氏名、住所、生年月日、電話

番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等）を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 

銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認め

られる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

（１）業務内容 

① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。 

② 公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随す

る業務。 

③ その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含みます）。 

（２）利用目的 

① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。 

② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため 

③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。 

④ 融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため（お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含

みます）。 

⑤ 金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか（適合性の原則）等の妥当性を判断するため。 

⑥ 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。 

⑦ 銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。 

⑧ 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため 

⑨ お客さまとの契約や法律等に基づいて銀行が権利の行使や義務の履行を行うため。 

⑩ お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等を行い商品の研究や開発を行うため。 

⑪ ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため。（商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等

の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます）【以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。】 

⑫ 関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。（商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニ

ーズに応じたご提案等を行うことを含みます） 

⑬ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。 

⑭ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。 

⑮ 株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。 

※ ⑪に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。中止を希望される場合は最寄り

の本支店にお申し出ください。また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされたお客さまは、所定の用紙を提出することで再開が可能

です。 

（３）個人情報の第三者提供に関する同意 

私は、個人情報が下記の目的で銀行から第三者へ提供されることに同意します。 

① 取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。 

② 銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対し

て委託する場合。 

③ 銀行が民法４６６条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。 

④ 提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。 

⑤ 連帯保証人（保証会社）への借主の残高等の情報提供が必要な場合。 

（４）個人情報の共同利用に関する同意 

私は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社（株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社）および一般財団法人岡山

経済研究所との間で共同して利用されることに同意します。 

（個人情報の管理者は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ  https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/） 

① 総合的サービスの提供 ②リスク管理 ③連結決算および経営管理 ④その他、取引の円滑な履行のため 

２．保証会社に対する同意事項 

≪保証会社が中銀保証株式会社、株式会社ジャックスの場合≫ 

「個人情報」の取扱に関する同意内容については、「保証委託約款」中の同条項ではなく以下の内容が適用されます。 

（１）個人情報の収集・保有・利用 

私は、本申込を含む保証委託先（以下「保証会社」という）との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）

を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 

① 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。 

② 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。 

③ 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。 

④ 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。 

⑤ 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。 

⑥ サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報。 

（２）個人情報の利用 

私は、保証会社が下記の目的のために（１）個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。 

信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。 

（３）個人情報の提供・利用 

私は、保証会社が下記の場合に（１）の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。 

① 保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に

対して委託する場合。 

② 保証会社が民法４６６条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。 

（４）個人情報の開示・訂正・削除 

① 申込者（後日契約が成立した場合は契約者）は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求

できます。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等）の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方

法によってもお知らせしております。 

② 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。 

③ 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 

「お問い合わせ窓口」 

保証会社名 住所・電話番号等 開示請求手続きの掲示等 

中銀保証株式会社 
〒700-0823 岡山市北区丸の内 2-10-17  

本社窓口への常時掲示 
吉備興業ビル内 TEL 086-231-1266 

株式会社ジャックス 

【東京カスタマーセンター（お客様相談室）】  TEL 0570-200-615 

当社ホームページへの掲示 
〒194-8570 東京都町田市南町田 5-2-1 南町田 5丁目ビル  

【大阪カスタマーセンター（お客様相談室）】 TEL 06-6872-5544 

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-5-3 千里朝日阪急ビル 

≪保証会社がＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社の場合≫ 

（１）個人情報の収集・保有・利用 

私は、本申込を含む保証委託先（以下「保証会社」という）との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）

を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 

① 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。 

② 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。 

③ 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。 

④ 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。 

⑤ 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。 

⑥ サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報。 

（２）個人情報の利用 

私は、保証会社が下記の目的のために（１）個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。 

① 保証会社の現在および将来における与信判断のため 

② 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。 

③ 保証会社において、申込人の所在が不明になった場合に申込人の所在を確認するため。 

④ 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。 

⑤ 保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。 

⑥ 保証会社内部における市場調査、分析および金融商品、サービスの研究および開発のため。 

（３）個人情報の第三者への提供について 

① 提供する第三者の範囲 

保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人データを以下の第三者に提供することがあります。 

（ア）銀行および保証会社相互間 

（イ）保証会社のホームページに公表している関係会社および提携会社 

② 第三者に提供される情報の内容 

保証会社は、申込人の以下の個人情報を前項の第三者に提供することがあります。 

（ア）申込日、申込商品種別等の申込事実情報 

（イ）申込人の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報 

（ウ）収入、支出、資産、負債等の与信に関する情報 

（エ）貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引ならびに交渉履歴情報 

（オ）本人確認書類に記載された本人確認情報 

③ 提供を受けた第三者の利用目的 

保証会社から提供を受けた第三者は、（２）に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します。この場合（２）にある 「保証会社」を「提供する第三者」に読

み替えます。 

（注）保証会社の「個人情報保護に関する基本方針」（プライバシーポリシー）、（２）⑥に記載の「金融商品」（３）①（イ）に記載の提携会社等は、以下の保証会

社のホームページで公表しています。 

[保証会社]ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp 

（４）個人情報の開示・訂正・削除 

① 申込者（後日契約が成立した場合は契約者）は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求

できます。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等）の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方

法（本社窓口への常時掲示）によってもお知らせしております。 

② 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。 

「お問い合せ窓口」 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 /  TEL 0120-51-0508 

③ 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 

３．株式会社中国銀行、保証会社に対する同意事項 

私は、この申込および契約期間中において、この申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知りえる私の取引情報および保証会社が知りえる私の取引

情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また保証委託先が中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社とする

場合に限り、銀行および中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社相互に情報交換され利用されることに同意します。 

私は、後日正式契約を行った場合で、中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日

以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。 

また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社各々で利用されること、

また銀行および中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社相互に利用されることがあることに同意します。 

（注）銀行と中銀保証株式会社またはＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社が加盟する個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換は行い

ません。 



≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫ 

１．個人信用情報機関の利用・登録等 

（１）私（標記申込の連帯保証人予定者の場合を含む（以下同じ））は、銀行および保証会社が、加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加

盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報（同機関の加盟会員によって登録される契約内容・

返済状況等の情報のほか、日本貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。）が登録されている場合には、銀行

および保証会社がそれを与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。与信後の管理を含む。ただし、銀行法施行規則 第１３条の６の６等により、返済

能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。）のために利用することに同意します。 

（２）私は、本申込（後日契約を行った場合はその契約を含む）に関する客観的な取引事実に基づく個人情報（その履歴を含む。）が、銀行および保証会社が加盟する個人

信用情報機関に一定期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意し

ます。 

（３）私の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の

確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 

２．個人信用情報の開示・訂正・削除 

私は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。 

個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関に連絡して下さい（銀行および保証会社では開示できません）。 

私は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録されている私の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申し立てを

同機関が定める手続および方法によって行うことができます。 

３．個人信用情報機関の名称・電話番号等 

１．２．に記載する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。 

1 

全国銀行個人信用

情報センター(KSC） 

ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 
会員 

登録情報 登録期間 

TEL 

03-3214-5020 

① 
氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便物不着

の有無等を含む。）電話番号、勤務先等の本人情報 
下記の情報のいずれかが登録されている期間 

主に銀行とそ

の関係会社 

② 

借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容お

よびその返済状況（延滞、代位弁済、強制回収手続、

解約、完済等の事実を含む。） 

本契約期間中および本契約終了日（完済していない場合は完

済日）から 5年を超えない期間 

③ 
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日お

よび本契約またはその申込の内容等 
当該利用日から 1年を超えない期間 

④ 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から７年を超えない期間 

⑤ 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 

⑥ 
本人確認資料の紛失・貸付自粛・盗難等の本人申告

情報 
本人から申告のあった日から 5年を超えない期間 

2 

株式会社シー・ア

イ・シー (CIC） 

ホームページアドレス https://www.cic.co.jp 会員 

登録情報 登録期間 

主に割賦販売

等のクレジッ

ト事業を営む

企業 

TEL 

0570-666-414 

下記の①②③として登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約

額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。 

株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の

支払を遅延した事実」となります。 

① 本契約に係る申込をした事実 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から 6か月間 

② 本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後 5年以内 

③ 債務の支払を遅延した事実 契約期間中および契約終了後 5年間 

3 

株式会社日本信用

情報機関 (JICC） 

ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp 会員 

登録情報 登録期間 
主に貸金業、

クレジット事

業、リース事

業、保証事業、

金融機関事業

等の与信事業

を営む企業 

TEL  

0570-055-955 

下記の①②③④として登録される情報は、「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情

報」「取引事実に関する情報」となります。株式会社日本情報信用機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により利

用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を遅延した事実」となります。 

① 本契約に係る申込をした事実 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から 6か月以内 

② 本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後 5年以内 

③ 債務の支払を遅延した事実 契約期間中および契約終了後 5年以内 

④ 債権譲渡の事実に関する情報 譲渡日から 1年以内 

４．銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関 

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関 

銀行・保証会社名 加盟する個人信用情報機関 

株式会社中国銀行 KSC(3の表 1) 

中銀保証株式会社 KSC(3の表 1)、CIC(3の表 2） 

SMBC ｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 CIC(3の表 2)、JICC(3の表 3） 

株式会社ジャックス CIC(3の表 2)、JICC(3の表 3） 

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 

個人信用情報機関 提携する個人信用情報機関 

KSC(3の表 1） JICC（3の表 3）／CIC(3の表 2） 

CIC(3の表 2） KSC（3の表 1）／JICC(3の表 3） 

JICC(3の表 3） KSC（3の表 1）／CIC(3の表 2） 

また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、利用・登録する場合は、別途書面により通知します。 

≪本「同意書」の同意事項に不同意の場合≫  

 「同意書」の同意条項に不同意の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。 

銀行（保証会社）は、私が本申込の必要な記載事項（本申込書類で私が記載すべき事項）の記載を希望しない場合及び本同意事項の内容全部または一部を承認できない

場合、本申込をお断りすることがあります。ただし、本同意書≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫「１．（２）⑪」に同意しない場合でも、銀行または保証会社がこ

れを理由に本申込をお断りすることはありません。 

≪申込が不成立の場合≫ 

本申込が不成立の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。 

本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫、≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫の「３．１．③」お

よび「３．２．①」により申込結果の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 

≪同意条項の変更≫ 

本同意書の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 


