
≪ローンの名称：スピードカードローンNeo≫

株式会社 北都銀行　　　　　　御中

新生フィナンシャル 株式会社　御中

【個人情報の取扱に関する同意】 1.この仮審査申込に関して貴行及び貴社が取引上の判断をするにあたっては、貴行及び貴社の加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携
する個人信用情報機関に私の信用情報が登録されている場合には、貴行及び貴社がそれを利用することに同意します。また、貴行及び貴社が取引上の判断のため、貴行及び貴
社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合にはその利用した日等が当該情報機関に登録され、加盟会員が、登録日より6ヶ月を超えない期間、それを取引上の判断のた
めに利用することに同意します。 2.私は、貴行及び貴社の審査の結果、「仮承認」となった後、貴行及び貴社に正式に申込みを行うことを同意します。

私は上記1.2、及び裏面記載の「個人情報取扱情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」を確認し、同意の上、標記ローンを申込します。

※下記太枠内すべての項目について、申込みご本人様がはっきり正確にご記入ください。
※なお、「＊」印がついている項目は必須記入項目となりますので、ご記入漏れがないようご注意願います。

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※必ずご本人が署名・捺印してください。

お申込者情報

契約お申し込み内容

＊お名前

＊性別 ＊生年月日

同居人数

歳

人

人

＊ご自宅住所

＊居住形態

＊お借入希望金額

消費者金融からの
お借入れ

その他金融機関・
信販会社からのお借入れ

審査結果の
ご希望連絡日時

審査結果の
ご希望連絡先

＊当行とのお取引

＊お取引店
（お取引希望店）

＊お取引内容
※いずれか1つ選択してください

＊お取引サービス
※いずれか1つ選択してください

＊居住開始年月

メールアドレス
（パソコン）

メールアドレス
（携帯電話）

お家賃

住宅ローン

＊会社名
（商号・屋号）

＊所在地

＊入社年月 所属部署

お
申
込
者

お
勤
め
先

＊雇用形態 保険証種類

役職名 ＊税込年収 ＊1ヶ月手取 ＊給料日 ボーナス月

＊業種・事業内容 ＊従業員数 ＊お仕事内容

※ご自宅電話が無い場合
は、記入必須です。

＊フリガナ 

＊フリガナ 

＊フリガナ 

＊フリガナ 

都道
府県

＊携帯電話

＊電話番号

1.寮住込　　2.社宅　　3.賃貸マンション・アパート　　4.借家　　
5.公団住宅　　6.公営住宅　　7.分譲マンション　　8.持家

1.男

2.女

1.既婚

2.独身

1.昭和

2.平成

1.昭和
2.平成

1.昭和
2.平成

年　　　　月　　　　日

年　　月 万円

アパート/マンション名もご記入ください

年　  月

月　　　　　日

万円

件　　　　　　万円件　　　　　　万円

万円 日 月と　　　月

月々

万円
月々

毎月

会社で

本人以外〒

都道
府県

〒

（　　　　　　　）　　　　　　　－

（　　　　　　　）　　　　　　　－

－　　　　　　　　－

＠＠

1.ご自宅（名義：本人、家族、その他）　2.呼出　3.その他

1.正社員 　2.契約社員 　3.派遣社員　4.パート・アルバイト　5.自営　6.学生アルバイト　7.年金受給　8.専業主婦 1.社会保険　2.組合保険　3.共済保険　4.国民保険　5.建設保険　6.船員保険　7.その他　8.未加入

※ご本人のお勤め先についてご記入ください。自営業の方は商号・屋号を、派遣社員の方は派遣先をご記入ください。※専業主婦の方は、雇用形態の「8.専業主婦」を○で選択していただき、上記税込年収欄に、配偶者の税込年収をご記入ください。

※「口座種別」、「お取引内容」、「お取引サービス」については、当行とお取引のある方のみご記入ください。

※お勤め先の電話番号は、携帯番号ではお受付できません。

ご希望の金額を○で囲んでください。

1.ご自宅　2.お勤め先　3.携帯電話

午前・午後　　　　　　時　　　　　分頃

1.口座有り     2.口座無し 1.普通預金　2.当座預金　3.住宅ローン　4.その他ローン

1.給与振込　 2.年金振込　 3.公共料金引落し　 4.その他北都銀行　　　　　　　　　　支店

1.普通     2.当座＊口座種別 

お申込者氏名
（自署）

＊お申込日

記入もれがある場合は、照会の連絡をさせていただく場合がございます。
特に＊印の項目は必須記入項目となりますのでご注意ください。

店名 支店長印 検印 係印店番

本部
使用欄

営業店
使用欄

受付番号 検印 係印受付日

本部
使用欄

矢印の方向に
 入れてください。

＊ご自宅電話番号
※無い場合は、記入不要です。

平成28年10月3日制作 お電話でのお申込みの際は事前に本同意書をご確認のうえお電話ください。

右記FAX番号に
スピードカードローンNeo仮審査申込書をお送りください。 FAX番号 0120-019-619

【お申込みに際して次の点にご留意ください】
●この仮審査申込書が当行に到着した後、原則として1営業日以内に審査結果をお電話で
ご連絡いたしますので、ご希望の連絡先に○をお付けください。なお、お電話での連絡がつ
かない場合には、上記お届けのご自宅住所まで書面にてご連絡いたします。
●この「仮審査申込書」は必ず申込人ご本人が正確にご記入ください。なお、「仮審査申込
書」は返却いたしかねますのでご了承ください。
●「仮審査申込書」による所定の審査後、当行窓口でのお申込手続が必要となります。
●この仮審査申込書のご記入内容と、本申込時にご提出いただく正式申込書ならびに確認
資料の内容とが相違している場合、または必要事項の確認内容によっては、ご連絡した審
査結果の如何にかかわらず、ご希望に添いかねることもございますのでご了承ください。
●お問い合わせは、融資事務管理センターへお気軽にどうぞ。　（電話：0120-491-077）

＊このローンを何で
お知りになりましたか？

株式会社 北都銀行の、スピードカードローンNeo仮審査申込書

1.テレビCM　2.ラジオCM　3.新聞広告　4.折込チラシ　5.雑誌広告　6.電車の車内広告　7.電話帳広告　8.該当配布物　9.店舗看板　10.くちこみ紹介
11.インターネット広告（パソコン・タブレット）　12.インターネット広告（スマートフォン）　13.インターネット広告（携帯電話）　14.ダイレクトメール　15.その他の広告

株式会社北都銀行　御中
私（共）は、下記の個人情報の収集・保有・利用および提供に関する各条項について同意の上、融資の借入申込（仮審査申込、保証委託申込、契約書等締結
を含む。以下「本契約」という。）を行います。
第1条（個人情報および保有個人データの利用目的）
当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の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。
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） 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、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（今後取扱いが認められる業務を含みます。）
2．利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
（1） 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
（2） 各種金融商品やサービスのご提案のため
（3） 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資格等の確認のため
（4） 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
（5） 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
（6） 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
（7） 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
（8） 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
（9） お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
（10）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やサービスの研究や開発のため
（11）ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
（12）お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため
（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　
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。
＊ 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の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。

第2条（個人情報の収集・利用・保有・第三者提供）
1．私（共）は、本契約に係る情報を含む私（共）に関する下記情報（変更後の情報を含む。以下同じ。）が本契約および他の与信取引等の継続的な取引に
関する判断および与信後の管理のために当行が保護措置を講じた上で収集、利用、相当期間保有することに同意し、また私（共）の委託を受けた保証
人である信用保証協会・信用保証会社・保険会社等、ローン提携の保険会社・勤務先・提携会社等、連帯保証人等（以下「保証会社」という。）における
本契約の受付、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等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私（共）との取引が適切かつ円滑
に履行されるために、当行より保証会社に提供されることを同意します。
（1） 氏名、生年月日、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、本契約ならびに付属

書面等提出する書面に記載のすべての情報
（2） 借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
（3） 預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等の取引情報（過去のものを含む）
（4） 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
（5） 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．私（共）は、本契約に係る情報を含む私（共）に関する下記情報（変更後の情報を含む。以下同じ。）が当行における保証会社の審査結果の確認・保証取
引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、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（共）との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることを同意します。
（1） 氏名、生年月日、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、本契約ならびに付属

書面等提出する書面に記載のすべての情報
（2） 保証会社における保証審査結果に関する情報（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、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
（5） 当行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
（6） 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

第3条（サービサーへの債権管理回収業務の委託）
私（共）は、当行が各種取引に関する与信業務、管理業務、その他の業務の一部または全部を、当行の委託先企業に委託する場合に、当行が個人情報の
保護措置を講じた上で、前条により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。
第4条（債権譲渡・証券化）
本契約の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。
私（共）は、その際、私（共）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、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条（個人信用情報機関への提供・登録・利用）

1．個人信用情報機関の利用等
（1） 申込人（連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「申込者」という。）は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用

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、当行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） 当行がこの申込みに関して、当行の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号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。
① 当行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（ KS C ）
住　所　〒100-8216 　東京都千代田区丸の内1-3-1 　　
電話番号　03-3214-5020 　　
ホームページアドレス　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関　
株式会社 日本信用情報機構（ J I C C ）
住　所　〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町41-1　　
電話番号　0570-055-955　　
ホームページアドレス　http：//www.jicc.co.jp
※主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関　　

② 同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社　シー・アイ・シー（ C I C ）
住　所　〒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15階 　　
電話番号　0120-810-414　　
ホームページアドレス　http：//www.cic.co.jp/
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

2．個人信用情報機関への登録等
1） 申込者は、下記の個人情報（その履歴を含む。）が当行の加盟する個人信用情報機関に登録され、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（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）のために利用されることに同意します。

（2） 申込者は、前号の個人情報が、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） 前2号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（当行ではできません。）。
① 当行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（ KS C ）
住　所　〒100-8216 　東京都千代田区丸の内1-3-1 　　
電話番号　03-3214-5020 　　
ホームページアドレス　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関　　　　　
株式会社　日本信用情報機構（ J I C C ）
住　所　〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町41-1　　
電話番号　0570-55-955　
ホームページアドレス　http：//www.jicc.co.jp
※主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関

② 同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社　シー・アイ・シー（ C I C ）
住　所　〒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15階 　
電話番号　0120-810-414　　
ホームページアドレス　http：//www.cic.co.jp/
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第6条（個人情報の開示・訂正・削除）
1．私（共）は、当行に対して、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することができます。
（1） 当行に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示手続き（受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等）をお知らせします。
（2） 個人信用情報機関への開示請求は、 第5条記載の個人信用情報機関に連絡してください。

2．万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条（本同意条項に不同意の場合）
私（共）が本契約に必要な記載事項（申込書、契約書等で私（共）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または一
部を承認できない場合、当行は本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第11号および第12号に同意しない場合は、これを理由に当行が本契約をお断りすることはありません。
第8条（利用中止・提供中止の申出）
第1条第2項第11号および第12号に同意を得た範囲内で当行が当該情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、当行の定める手
続きおよび方法により、それ以降の利用を中止および提供を中止する措置をとります。
第9条（お問い合わせ窓口）
個人情報の開示・訂正・削除についての私（共）の個人情報に関するお問い合わせや、前条の利用中止・提供中止等に関しては、下記までお願いします。
なお、個人信用情報機関への開示請求は、当該機関にお尋ねください。

株式会社　北都銀行　「お客様サービス室」　　
〒010-0001　秋田市中通5-1-51　　TEL　フリーダイヤル　0120-491044
受付時間　月～金（祝日除く）午前9時～午後5時　　
ホームページアドレス　http：//www.hokutobank.co.jp/

第10条（本契約が不成立の場合）
私（共）は、本契約の不成立または成立後に解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係
る申込・契約をした事実に関する個人情報が一定期間利用される事に同意します。
第11条（条項の変更）
本同意条項は、法令に定める手続きおよび当行が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。

以上

申込人及び契約者（以下「申込人等」という。）は、本申込に係る以下の個人情報（変更後の情報を含む。以下同じ。）について新生フィナンシャル株式会社
（以下「保証会社」という。）が以下のとおり取扱うことに同意します。なお、保証委託契約約款、当座貸越規定に個人情報の収集、保有、利用、提供に関する
同意条項の記載がある場合においても、本同意書の各同意条項がそれに優先して適用されるものとします。
第1条  本申込に係る個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について

1【個人情報の利用】
申込人等は、保証会社が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）及び加盟先機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」と
いう。）に申込人等の個人情報（加盟先機関及び提携先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、加盟先機関及び提携
先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。）が登録されている
場合には、保証会社が当該個人情報の提供を受け、返済能力の調査の目的に利用することに同意します。ただし、保証会社は、提供を受けた個人情報
を申込人等の返済能力の調査の目的で利用し、それ以外の目的に利用しません。

2【個人信用情報機関へ情報提供】
申込人等は、保証会社が、①申込に基づく個人情報（氏名、生年月日、電話番号等の本人識別情報及び申込日、申込商品種別等の情報（以下「申込情
報」という。））及び②本申込に係る取引に基づく個人情報（（ｱ）本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、電話番号、勤務先、勤務先電話番号
及び運転免許証等の記号番号等）、（ｲ）契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証金額）、（ｳ）返済状況に関する情
報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、返済及び延滞解消等）及び（ｴ）取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立
及び債権譲渡等））を、加盟先機関に提供することに同意します。

3【申込情報の登録と他会員への提供】
（1）申込人等は、加盟先機関が一定の個人情報を以下の期間登録し、加盟会員からの照会及び提携先機関の加盟会員からの照会に応じて提供するこ

とに同意します。
①申込情報については、照会日から6ヶ月以内 
②（ｱ）本人を特定するための情報については、（ｲ）契約内容に関する情報、（ｳ）返済状況に関する情報又は（ｴ）取引事実に関する情報のいずれかが
登録されている期間
（ｲ）契約内容に関する情報、（ｳ）返済状況に関する情報及び（ｴ）取引事実に関する情報については、契約継続中及び契約終了後5年以内（ただし、
債権譲渡に係る情報については当該事実発生日から1年以内）

（2）提供を受けた会員は、当該申込情報を返済又は支払能力の調査の目的に利用します。
4【本人確認情報の提供】
申込人等は、保証会社が、申込人等に係る当該取引に関して取得した本人確認資料等（運転免許証、健康保険証等）に記録された本人識別情報（以下
「本人確認情報」という。）を加盟先機関に提供することに同意し、当該機関は、当該本人確認情報を登録されている個人情報に係る本人の同一性確認
の目的に利用します。

5【開示等の手続き】
申込人等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定め
る手続及び方法によって行うことができます。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、保証会社ではできません。

6【加盟先機関】
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。
株式会社日本信用情報機構（JICC）
Tel　0570-055-955　　　http://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー（CIC）
Tel　0120-810-414　　　http://www.cic.co.jp

7【提携先機関】
加盟先機関と提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター（KSC）
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
Tel　03-3214-5020　　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
（会員資格、会員名簿等は上記ホームページに掲載しています。）

第2条  保証会社による個人情報の取得について
申込人等は、保証会社が以下の各号の個人情報を、保護措置を講じた上で取得、利用して、保証会社の定める期間保存することに同意します。また、保証
会社が必要と認めた場合には、保証会社が申込人等の住民票を取得し電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図（データ
ベースを含みます。）及びインターネット等から、申込人等の個人情報を取得することがあります。

1 申込人等の属性に関する情報（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先（お勤め先の内容）、家族構成、居住状況、識別番号等
の申込人等の属性に関する情報）

2 契約に関する情報（契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、貸越極度額、利用限度額、利用残高、金利（求償権の利率を含む。）、毎月又は毎回
の支払額、支払方法、振替口座等の契約内容に関する情報）

3 取引に関する情報（利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報等の申込人等との取引に関する情報）
4 信用判断のための情報（申込人等の資産、負債、収入、支出、他の契約に関する利用残高、返済状況等の申込人等の信用判断を行うための情報）
5 本人確認のための情報（申込人等の運転免許証（運転免許証番号を含みます。）、保険証及びパスポート等（記号番号を含みます。）から申込人等が
本人であることを確認し、又は、本人の居所等を確認するために得る情報）

6 画像情報、音声情報（保証会社が設置しているカメラ等により取得した画像情報及び保証会社が記録した保証会社従業者及び申込人等との会話内
容等）

第3条  個人情報の利用目的について
保証会社は、申込人等に係る前条の個人情報を、次の利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用いたします。

1 現在及び将来における保証会社の与信判断のため
2 与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
3 求償権に関する債権譲渡等の処分及び担保差し入れその他の取引のため
4 保証会社と申込人等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5 保証会社内部における市場調査及び分析ならびに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
6 保証会社及び保証会社の提携先が提供するサービスに関するダイレクトメール、eメール等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うため

第4条  個人情報の第三者への提供について
保証会社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。

1 提供する第三者の範囲
（1）株式会社北都銀行
（2）保証会社のホームページにおいて公表している提供先（会社概要に「関連会社」として掲載）
2 第三者に提供される情報の内容
第2条に規定する個人情報（変更情報を含む）、保証審査の結果に関する情報、保証番号等の保証会社における取引に関する情報、第三者における
取引管理及び権利保全のために必要な情報、代位弁済手続きに必要な情報及び代位弁済完了後の求償債権の回収状況に関する情報

3 利用する者の利用目的
上記第3条に記載の各目的（この場合において、上記目的中「保証会社」とあるのは、第3条4項を除き、「提供する第三者」と読み替えます。）

4 第三者への提供方法
データ送信等による提供

第5条  個人情報の利用目的の通知・開示・訂正等
1 申込人等は、保証会社に登録（登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。）されている個人情報について、保証会社
所定の方法により利用目的の通知・開示するよう請求することができ、保証会社は、これに応じて開示する（開示請求を受けた個人情報が存在しないと
きにその旨を通知することを含みます。）ものとします。ただし、保証会社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区
分に関する情報、その他保証会社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると保証会社
が判断した情報については、開示しないものとします。

2 申込人等から保証会社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、保証会社は、本
同意条項の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると保証会社が
判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。ただし、法令により特別の手続が定められている場合は、これに従
うものとします。 

第6条  同意条項の不同意
保証会社は、申込人等が本同意条項に必要な記載事項（本申込で申込者等が記載すべき事項）の記入を希望しない場合及び本同意条項に同意しない
場合には、本申込をお断りすることがあります。
第7条  個人情報利用停止等の申出
申込人等は、いつでも、個人情報の利用の停止、消去又は第三者提供の停止（以下「利用停止等」といいます。）を申し出ることができるものとし、その場
合には、保証会社は、速やかに利用停止等の措置を取るものとします。ただし、法令に基づく場合、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷
物についてはこの限りでないものとします。

 ・個人情報の取扱いに関する窓口
お客様相談室（個人情報担当）
TEL：0120-019-208
（受付時間：平日午前9時30分から午後6時00分　※土・日・祝日を除く）
ホームページ　http://shinsei�nancial.co.jp

 ・個人情報保護管理者
コーポレートスタッフ部門
部門長連絡先は、上記「個人情報の取扱いに関する窓口」に準じます。

 ・個人情報取扱事業者
新生フィナンシャル株式会社

 ・保証会社のプライバシー･ステートメント（個人情報保護宣言）は以下URLを参照下さい。
http://shinsei�nancial.co.jp/company/privacy/index.asp

2016年8月1日改訂

【お客さまへのお願い】お申込み後も本同意書面は必ず保管してください。

個人情報の取扱いに関する同意条項

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 同左

KSC
登録される個人情報

JICC

個人信用情報機関名と登録期間

CIC

同左

契約日、契約額、契約種類、最終
返済日等の本契約の内容及びそ
の返済状況（延滞、代位弁済、強
制回収手続、解約、完済の事実を
含む）

本契約期間中及び本契約終了日
（完済していない場合は完済日）か
ら5年を超えない期間

不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から
6ヵ月を超えない期間、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

同左。ただし延滞情報については
延滞継続中、延滞解消及び債権
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年を超
えない期間

本契約期間中及び本契約終了日
（完済していない場合は完済日）か
ら5年を超えない期間

保証会社が加盟する個人信用情
報機関を利用した日及び本契約
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

官報情報 破産手続き開始決定等を受けた
日から10年を超えない期間

当該利用日から6ヵ月間を超えな
い期間

当該利用日から6ヵ月間

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 同左 同左

本人確認資料の紛失・盗難等の本
人申告情報

本人の申告があった日から5年
を超えない期間

登録日から5年を超えない期間 受付日から5年以内

与信自粛申出、その他の本人申
告情報

登録日から5年を超えない期間 受付日から5年以内

[新生フィナンシャル株式会社に対する個人情報の取扱に関する同意条項]

[個人情報の取扱いに関する同意書]

申込チャネル 1.窓口　　2.FAX　　3.郵送

10万円　・　20万円　・　30万円　・　40万円　・　50万円　・　70万円　・　100万円　・　150万円　・　
200万円　・　250万円　・　300万円　・　350万円　・　400万円　・　450万円　・　500万円


