
●アパート・マンション・団地・号室等を詳しくご記入ください

従業員数

勤務先
●ご希望のご連絡先をお選びください
●日時の指定は承れません

※お電話でご連絡がつかない場合はご自宅の住所に郵送にてご案内します

携帯電話 自宅

お
勤
め
先

所属部署

▶西暦年月で
ご記入ください

審査結果
ご連絡先

役職
□代表・社長　　□役員・執行役員
□管理職　　□一般職　　□その他

入社年月職種

同居家族

‐　　　　　　　　-

年

□10人未満　　　□10人以上　　□50人以上
□100人以上、500人未満
□500人以上、1,000人未満
□1,000人以上　 □公共公的機関

資本金 □ 1千万円未満 　□ 5千万円未満 　□ 1億円未満　 □ 1億円以上　 □公共公的機関

□会社員　　 □公務員・弁護士・医師・公認会計士　　□自営業者　　□会社経営　　□契約社員
□派遣社員　 □嘱託社員　　□パート・アルバイト　　□年金受給者　　□不動産収入生活者

職業

電話番号

月
□販売・営業職　　□事務・非営業職
□一般技術職　　 □労務職　　 □その他

電話番
号

業種

□土木・建設業   □食品製造業 　 □繊維製造業　　□鉄鋼業　　     □通信業
□卸売業　　　□小売業    　    □銀行　          □生・損保       □その他金融
□運輸業　　　□不動産業　　  □飲食業　　    □サービス業　 □農林漁業
□電力・ガス　□医療　  　　　□公共公的機関

出向または派遣の方

出向先
派遣先

勤務先名

フリガナ

所在地

私は別紙記載の「個人情報に関する同意条項」（以下、同意条項という）を確認同意の上でローンの仮申込、本申込、保証委託申込、契約締結、各種届出、条件変更を行いま
す。なお、同意条項の各条項は当該ローンの仮申込書、本申込書、保証委託申込書、契約書（以下、これらを契約書という）に既に記載されている条項に変えて適用され、同条
項の各条項に記載のない事項については、契約書記載の各条項が適用されることに同意します。
□ただし、私は電話やダイレクトメール（電子メールを含みます）による各種商品案内およびサービスの案内を希望しません。
　（希望されない場合は☑印を付してください）

フリガナ

会社名
（屋号）

都道
府県

都道
府県

歳

配偶者

日

▼お申込みの銀行をお選びください

□あり　□なし
□親     □その他
□なし  □子供（　　　　人）

ご住所

フリガナ

☐ 男
☐ 女

①私は、オリックス・クレジット株式会社（以下「保証会社」という。）の保証により、左記指定の銀行
（以下「銀行」という）に別紙記載の「個人情報に関する同意条項」の内容を確認し、同意の上、標記ロー
ンの仮申込を行います。
②この仮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。また、
保証会社の保証が得られない場合には銀行から融資が受けられないことについても異議を述べません。
③私は、銀行ならびに保証会社の仮申込の審査の結果「仮承認」となった後に、銀行に本申込をし、本申
込の審査の結果「本承認」となった後に、実際の利用にあたっては銀行並びに保証会社と正式契約をする
ことに同意します。

▼内容をご確認のうえ、お申込みのご本人が太枠内のすべてをご記入ください▼

▼口座をお持ちの方は必ずご記入ください

年

年

☐

月

ご利用目的　　▼主なお使いみちを1つ選択してください

満

　□住宅ローンあり

☐昭和
☐平成

生年月日

☐旅行   　☐レジャー     ☐冠婚葬祭   ☐引越  ☐家電購入
☐介護   　☐入院治療　 ☐マイカー     ☐リフォーム
☐自己啓発   ☐ローン借り換え・おまとめ　☐その他

日お申込日

御中

御中

御中オリックス・クレジット株式会社

☐

株式会社 り そ な 銀 行

株式会社 埼玉りそな銀行

＜保証会社＞

02 月

お申込みの内容

普通預金口座番号

▼100万円～500万円(1万円単位)以内

お借入希望額

お名前
（自署）

性別

フリガナ

万円 年

お取引店(または取引希望店)

年

ご返済期間毎月のご返済日お借入希望日

▼1年～10年以内で
ご指定ください

日月 日

　□給与振込あり

2 0

▼西暦年月日でご記入ください
▼他の日は
選べません

5

お申込銀行との
お取引き

りそなプレミアムフリーローン 仮申込書

支　店
出張所
営業部

家賃
(住宅ﾛｰﾝ)

受付店

クレジット
センター

受付
日時

 1. 郵送
 2. FAX

備考役席 担当

年　　 月　　 日 

可　　・　　否

コ
メ
ン
ト

ｸﾚｼﾞｯﾄ
ｾﾝﾀｰ
決裁決裁

受付検印

TM不要先
連絡

DM不要先
連絡

【銀行使用欄】
コード登録 登録・報告日

年　月　日

年　月　日決裁日
申込
形態

月　　日

時　　分 否決日または取下日

電話
番号

ご自宅・携帯ともにお持ちの電話番号を必ずご記入ください

自宅

携帯

お住まい
□自己所有　 □家族所有　 □借家 　□賃貸マンション
□賃貸アパート　　□公営住宅 　 □社宅・寮

保 解約後7年（但し契約締結に至らなかった場合には否決日または取下日より13ヶ月間）

毎月　　　　万円

居住年数 年　　　　ヶ月 前年年収 万円 
◀前年年収は公的収入証明書の給与収
入額、もしくは確定申告書の「所得金額
欄」の「合計」の記載額をご記入ください

年　　　月　　　日 

印

FAX 0120 -349 -096



 

個人情報に関する同意条項＜プレミアムフリーローン用＞ 
 

Ⅰ.個人情報の利用目的 
１.銀行の利用目的 
銀行では、お客さまの個人情報を、銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融
商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用い
たします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている
場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 
（1）個人情報を利用する業務 
［りそな銀行］ 
○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 

○投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、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 

○金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益
信託、特定贈与信託、証券信託、金銭債権信託、不動産信託、担保権信託、知
的財産権信託、動産信託等の信託業務 

○信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、相続・遺言業務、会計の検査、財
産の取得・処分または賃借の代理事務、公社債もしくは株式の元利金または配
当金支払の取扱い業務、債権取立の代理事務、債務の履行、不動産の仲介・分
譲・鑑定・管理等の併営業務 

○その他銀行および信託銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する
業務（今後取扱が認められる業務を含む） 

［埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行共通］ 
○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 

○投信販売業務、保険販売業務、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 
○その他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む） 
（2）利用目的［りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行共通］ 
○金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため 
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスを
ご利用いただく資格等の確認のため 

○期日管理等、継続的なお取引における管理のため 
○融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため 
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供
にかかる妥当性の判断のため 

○与信事業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、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 

○他の事業者等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 

○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商
品およびサービスの研究や開発のため 

○お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品および
サービスに関する各種ご提案のため 

○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
○各種リスク管理を適切に行うため 
○法令を遵守するため 
○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため 

・銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情報機関から提供
を受けた、融資業務のお客さまのご返済能力に関する情報は、お客さまの
ご返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 
・銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 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。 

 
２.保証会社の利用目的 
保証会社では、お客さまの個人情報を保証会社および保証会社の関連会社や提携
会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範
囲で利用いたします。 
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、
当該利用目的以外で利用いたしません。 
個人信用情報機関から提供を受けた、お客さまのご返済能力に関する情報につい
ては、お客さまのご返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
（割賦販売法等） 
業務を行なう上で知り得たお客さまの人種、信条、門地、保健医療または犯罪経
歴についての情報等その他の特別な非公開情報については、適切な業務運営その
他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）個人情報を利用する業務 
○クレジットカード業務、信用保証業務、金銭貸付業務およびこれらに付随する
業務 

○信用調査業務、集金代行業務、計算事務代行業務およびこれらに付随する業務 
○その他カード会社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
取扱が認められる業務を含む） 
（2）利用目的 
○商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため 
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、クレジットカード、信用保証、金銭貸
付等の商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため 

○クレジットカード、信用保証、金銭貸付等のお申込や継続的なご利用等に際し
ての与信判断のため 

○クレジットカード業務や信用保証業務等における期日管理、与信管理および債
権管理等のため 

○クレジットカード機能や商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断の
ため 

○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、
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 

○他の事業者等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 

○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品およびサービ
スの研究や開発のため 

○お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等商品およびサービスに関す
る各種ご案内のため 

○提携会社・加盟店等の商品やサービスの各種ご案内のため 
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
○各種リスク管理を適切に行うため 
○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため 
 
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意 
１.銀行から保証会社への第三者提供 
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申
込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟
する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市
場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種
ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会
社に提供されることを同意します。 
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に
関する情報、借入要領に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報 

②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情
報 

③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社に
おける保証審査、管理に必要な情報 

④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報 
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報 
２.保証会社から銀行への第三者提供 
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会
社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認
のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれら
の管理、法令や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上
必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引
が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意
します。 
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に
関する情報、借入要領に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報 

②保証会社における保証審査の結果に関する情報（担保評価額等の評価情報を含
む） 
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報     
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における
取引管理に必要な情報 
⑤銀行が保証会社に代位弁済を請求する場合、代位弁済完了に関する情報等、代
位弁済手続に必要な情報 
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報 
３.サービサーへの債権管理回収業務の委託 
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀
行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供される
ことについて同意します。 
４.債権譲渡、証券化 
ローン債権（保証会社が代位弁済した後の求償債権を含む）は、債権譲渡・証券
化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私
の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先ま
たは証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。 
５.各種制度融資、提携融資、斡旋融資 
私は、地方公共団体等の制度融資、独立行政機関等や各種団体等による保証制度、
銀行と提携している先が保証および（または）利子補給等を行う提携融資を利用
するに際し、下記【第三者提供される個人情報・利用目的】に記載の通り、私の
個人情報が利用目的のために必要な範囲で、当該第三者との間で授受されること
を同意しています。 
【第三者提供される個人情報・利用目的】 
通
番 提供先 利用目的 授受される個人情報 

1 地方公共団体、商
工会、各種諸団体・
組合等、銀行に対
し制度融資・提携
融資の斡旋を行う
機関・事業者 

融資取引利用状況
の確認 

①氏名、住所等、属性に関する情報 
②借入残高等当社との融資取引の内
容がわかる情報 

2 地方公共団体 ①地方公共団体に
よる利子補給・保証
料補給・損失補償 
②制度融資利用促
進のための預託 
③地方公共団体制
度融資の適正な利
用の確認 

①申込書類等記載情報 
②月次弁済額・返済状況等、求償金の
弁済に関する情報 
③その他地方公共団体制度融資に関
する手続に必要な情報 

3 独立行政機関、各
種諸団体・組合、保
証業務を事業目的
とする法人等、銀
行に対し契約に基
づき利子補給・保
証・損失補償を行
う機関・事業者 

①保証機関におけ
る申込の受付、資格
確認、保証の審査、
保証の決定、保証取
引の継続的な管理、
および解約後の事
後管理 
②保証債務履行に
より生じる権利の
行使や義務の履行 
③提供先による利
子補給 

①氏名、住所、連絡先、勤務先に関す
る情報、資産・負債に関する情報、申
込書等に記載の全ての情報 
②借入残高、借入期間、金利等融資取
引に関する情報（過去のものを含む） 
③預金残高情報、他の借入金の残高
情報・返済状況等、保証を行う機関に
おける保証審査、管理に必要な情報
（過去のものを含む） 
④延滞情報を含む取引の弁済に関す
る情報 
⑤当社が保証機関に対して代位弁済
を請求するにあたり必要な情報 

※上記の個人情報提供先等は、その範囲をお知らせするものであり、すべてのお
客様の情報が上記に記された全機関に提供されるわけではありません。 
 
Ⅲ.保証会社の個人情報の取扱いに関する同意条項 
第１条（個人情報の収集・保有・利用・預託） 
（1）保証会社は、保護措置を講じた上で、申込者または保証委託契約者（以下
「申込者等」という）の以下の個人情報を取得し、保証会社との各種取引に関
する与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のために、収
集・利用することに同意します。 

①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、年齢、E メールアドレス、勤務先、
家族構成、住居状況等、申込者等が申込時および変更時に届け出た事項 

②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数、有効期限、利
用可能枠等、契約内容に関する情報 

③本契約に関する契約開始後の利用残高、支払状況等、取引の履歴に関する情報 
④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため、または本契約の途上にお
ける支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、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返済状況等、
与信後の管理の過程において知り得た情報 

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、
申込者等が保証会社に提出した収入証明書類等の記載事項、お問合せ等の通話
および防犯上録画された映像等の記録情報 

⑥保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類
の記載事項（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、
①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。） 

⑦官報、電話帳、住宅地図等一般に公開されている情報 
（2）保証会社が本契約に関する与信業務の一部または全部を、保証会社の提携
先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、（1）
により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用す
ることがあります。 

（3）保証会社が保証会社の事務（コンピュータ事務、代金決済事務およびこれ
らに付随する事務等）を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の
保護措置を講じた上で、（1）により収集した個人情報を当該業務委託先に預託
することがあります。 

第２条（個人情報の利用） 
申込者等は、保証会社が下記の目的のために本同意条項第 1 条（1）①②の個人
情報を利用することに同意します。 
①保証会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合 
②保証会社の市場調査・商品開発のために利用する場合 
第 3 条（個人情報の開示・訂正・削除） 
（1）申込者等は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、保
証会社およびⅣ・Ⅴ項で記載する個人信用情報機関に対して自己の個人情報を
開示するよう請求することができます。 

①保証会社に開示を求める場合には、本同意条項第 6 条記載の窓口に連絡して
下さい。 

②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅳ・Ⅴ項記載の個人信用情報機関
に連絡して下さい。 

（2）万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、保証会社
は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 

第４条（本同意条項に不同意の場合） 
保証会社は、申込者等が本契約の必要な記載・申告事項（契約書表面で契約者が
記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一
部を承認できない場合、本契約をお断りすることまたは保証契約の中止や停止の
手続をとることがあります。 
但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約
をお断りすることはありません。 
第 5 条（利用・提供中止の申出） 
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供
している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での
利用、他社への提供を中止する措置をとります。 
第６条（問合せ窓口） 
個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用・
提供中止の申出等に関しましては、下記までお願いします。 
〒190-8528 東京都立川市曙町 2－22－20 立川センタービル 
オリックス･クレジット株式会社 パーソナルセンター 
電話番号 042－528－5701 

第７条（本契約が不成立の場合） 
本契約が不成立の場合であっても本同意条項第１条およびⅣ項第１条のうち各
取引に係る申込みをした事実は、当該契約の不成立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。 
 
Ⅳ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込
時の同意 
第 1 条（個人信用情報機関の利用等） 
１.申込者は、銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に申込者の個
人情報（当該各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、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含

む。）が登録されている場合には、銀行ならびに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。ただし、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6、割賦販売法等により、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.銀行ならびに保証会社がこの申込みに関して、銀行ならびに保証会社が加盟
する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申
込みの内容等が同機関に 1 年または 6 ヶ月以内を超えない期間登録され、同
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.前 2 項に規定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。 

＜銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関＞ 
○全国銀行個人信用情報センター（KSC） 
電話番号 03-3214-5020   
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

○株式会社シー・アイ・シー（CIC） 
電話番号 0120-810-414 
http://www.cic.co.jp/ 

○株式会社日本信用情報機構（JICC） 
電話番号 0570-055-955 
http://www.jicc.co.jp/ 
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関は以下のとおりです。 

○KSC に加盟 ： りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、りそなカード株
式会社 

○CIC、JICC に加盟 ： りそなカード株式会社、オリックス・クレジット株式会
社、ワイジェイカード株式会社 

 
Ⅴ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン契約締結
時の同意 
第 1 条（個人信用情報機関への登録・利用等） 
1.契約者は、下記の個人情報（その履歴を含む。）が銀行ならびに保証会社が加
盟する個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引
上の判断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13
条の 6 の 6、割賦販売法等により、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。）のために利用されることに同意します。 
2.契約者は、前項の個人情報が、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。 
3.Ⅳおよび前 2 項に規定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。なお、個人信
用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（銀行ならびに保
証会社ではできません。）。 
【登録情報と登録期間】 

登録情報 

登録期間 
全国銀行個人信用
情報センター
（KSC） 

株式会社 
シー・アイ・シー

（CIC） 

株式会社 
日本信用情報機構

（JICC） 
氏名、生年月日、性別、
住所（本人への郵便不
着の有無等を含む。）、
電話番号、勤務先、勤務
先電話番号、運転免許
証等の記号番号等本人
を特定するための情報 

下記の情報のいず
れかが登録されて
いる期間 

下記の情報のいず
れかが登録されて
いる期間 

下記の情報のいず
れかが登録されて
いる期間 

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 

契約期間中および
契約終了後 5 年以
内 

契約継続中および
契約終了後 5 年以
内（ただし、債権譲
渡の事実に係る情
報については当該
事実の発生日から
1 年以内) 

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 

当該利用日より 6
ヶ月間 

当該利用日から 6
ヶ月以内 

不渡情報 第 1 回目不渡は不
渡発生日から 6 ヶ
月を超えない期
間、取引停止処分
は取引停止処分日
から 5 年を超えな
い期間 

― ― 

官報情報 破産手続開始決定
等を受けた日から
10 年を超えない
期間 

― ― 

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 当該調査中の期間 当該調査中の期間 

本人確認資料の紛失・
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 

登録日より 5 年以
内 

登録日から 5 年以
内 

 
4.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話
番号は下記の通りです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。 
なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（銀行ならびに
保証会社では行いません。）。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加
盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとしま
す。 
①銀行ならびに保証会社（りそなカード株式会社）が加盟する個人信用情報機関 
○全国銀行個人信用情報センター（KSC） 
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 銀行会館 
電話番号 03-3214-5020 
ホームページ 
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

②保証会社が加盟する個人信用情報機関 
○ 株式会社シー・アイ・シー（CIC） 
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15F 
電話番号 0120-810-414   
ホームページ http://www.cic.co.jp/ 

○株式会社日本信用情報機構（JICC） 
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41－1 
電話番号 0570-055-955 
ホームページ http://www.jicc.co.jp/ 

＜加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関＞の関係は以下の通りです。 
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 

CIC JICC、KSC 

JICC CIC、KSC 

KSC CIC、JICC 
 
5.上記 4.に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りで
す。 
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証
等の記号番号等、本人を特定するための情報。 
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情
報。 
利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。 
 

以  上 

 

 



郵送でお申込みの場合にご使用ください。 
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