
個人情報利用に関して
第1条（銀行の個人情報の利用目的）

第2条（保証会社の個人情報の利用目的）

第3条（個人情報の第三者提供）

私（申込人、連帯債務者および連帯保証人）は、株式会社三井住友銀行（以下「銀行」といいます。）が個人情報の保護に関する法律（平成
15年5月30日法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。）に基づき、私の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範
囲で利用することに同意します。

私は、ＳＭＢＣ信用保証株式会社、三井住友カード株式会社、株式会社セディナ（以下「保証会社」といいます。）が個人情報保護法に基づ
き、私の個人情報を、保証委託等申込みの受付、資格確認、与信取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいいます。）、保証の審査、保
証の決定、保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し、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、取
引上必要な各種郵便物の送付、その他私との取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で保護措置を講じたうえ、収
集・利用することに同意します。

＜銀行から保証会社への第三者提供について＞
1.私は、保証会社に対して、ローン申込み（以下「本申込み」といいます。）およびローン取引（以下「本取引」といいます。）にかかる情報
を含む私に関する下記情報が、保証会社における第2条記載の利用目的のために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
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、借入要領に関する情報等、ローン申込書（以下「本申込書」といい
ます。）ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書（その後に提出され
る書面を含む。以下同じ。）を含む）

②銀行における借入残高、借入期間、返済日、返済明細、繰上返済明細、金利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、私の銀行における取引情報（過去のものを含み主宰会社との取引がある
場合はその取引情報を含む）

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

＜保証会社から銀行への第三者提供について＞
2.私は、銀行に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における第1条記載の利用目的のために必要な
範囲で、保証会社より提供されることに同意します。
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、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みに
あたり提出する書面に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書を含む）

②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における本取引に関する情報
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

なお、銀行は、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた
機微（センシティブ）情報を、銀行法施行規則第13条の6の6ならびに同条の6の7に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。

○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）

業務内容

○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
○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
○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
○融資のお申込み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、金融商品や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やサービスの研究や開発のため
○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
○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
○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

利用目的



＜銀行からその他保証会社への第三者提供＞
3.私は、第2条記載の保証会社以外の保証会社（以下「その他保証会社」といいます。）に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む
私に関する下記情報が、その他保証会社における申込みの受付、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、法令等や契
約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、当該その他保証会社が特定および公表している利用目的等、その他私との
取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
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、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みに
あたり提出する書面に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書を含む）

②銀行における借入残高、借入期間、返済日、返済明細、繰上返済明細、金利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、その他保証会社における取引管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行がその他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

＜その他保証会社から銀行への第三者提供について＞
4.私は、銀行に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における第1条記載の利用目的のために必要な
範囲で、その他保証会社より提供されることに同意します。
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、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みに
あたり提出する書面に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書を含む）

②その他保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、その他保証会社における本取引に関する情報
④その他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

＜銀行から提携不動産会社への第三者提供＞
5.私は、提携不動産会社に対して、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、提携不動産会社における購入物件引渡し
に対する資金交付管理、売掛金管理、提携ローン残高管理、当該提携不動産会社が特定および公表している利用目的等、その他私との取引が
適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載
の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書を含む）

②審査結果、借入予定日、借入予定金額等、提携不動産会社が購入物件引渡し日程決定等に必要な情報
③借入日、借入金額、借入残高、借入期間、返済日、最終返済日等本取引に関する情報

＜保証会社から提携不動産会社への第三者提供＞
6.私は、提携不動産会社に対して、氏名、住所、借入日、借入金額、保証料請求金額、保証料請求日等の本申込みおよび本取引にかかる情報を
含む私に関する情報が、提携ローン保証残高管理、保証料取りまとめ、当該提携不動産会社が特定および公表している利用目的等、その他私
との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、保証会社より提供されることに同意します。

＜提携不動産会社から銀行および保証会社への第三者提供について＞
7.私は、銀行および保証会社に対して、氏名、住所、保証料支払済金額、保証料支払日等、提携先不動産会社が取りまとめたうえで支払いした
保証料の情報や保証会社の保証開始日となる登記完了日等の本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する情報が、銀行における第1
条記載の利用目的ならびに保証会社における第2条記載の利用目的のために必要な範囲で、提携不動産会社より提供されることに同意しま
す。

＜銀行から利子補給等勤務先への第三者提供＞
8.私は、利子補給や給与天引きによる返済等の事務を行う勤務先等（以下「利子補給等勤務先」といいます。）に対して、本申込みおよび本取
引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、提携ローン利用資格確認、利子補給等勤務先における利子補給額計算や給与天引き事務等、当
該利子補給等勤務先が特定および公表している利用目的等、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提
供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約書
を含む）

②当初借入金額、借入日、借入残高、返済日、返済明細、繰上返済明細、利子補給明細、金利等本取引に関する情報
③延滞日、延滞金額、延滞回数等本取引の延滞情報
④完済日等本取引の完済情報

＜利子補給等勤務先から銀行への第三者提供＞
9.私は、銀行に対して、氏名、提携ローン利用資格有無に関する情報、延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、提携ローン利用資格要件の
変更や喪失に関する情報等の本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する情報が、銀行における第1条記載の利用目的、利子補給等
勤務先の預金口座から返済が行われない場合の事態確認ならびに原因究明のために必要な範囲で、利子補給等勤務先より提供されることに同
意します。

＜銀行から提携企業への第三者提供＞
10.私は、勤務先（その関連会社および共済組合を含む）および協会組織等の提携企業（以下「提携企業」といいます。）に対して、本申込み

および本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、提携ローン利用資格確認、当該提携企業が特定および公表している利用目的等、
その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約
書を含む）

②当初借入金額、借入日、借入残高、返済日、繰上返済明細等本取引に関する情報



＜提携企業から銀行への第三者提供について＞
11.私は、銀行に対して、氏名、提携ローン利用資格有無に関する情報、提携ローン利用資格要件の変更や喪失に関する情報等の本申込みおよ

び本取引にかかる情報を含む私に関する情報が、銀行における第1条記載の利用目的のために必要な範囲で、提携企業より提供されること
に同意します。

＜銀行から提携地方公共団体への第三者提供＞
12.私は、利子補給等の制度融資を取扱う提携地方公共団体（以下「提携地公体」といいます。）に対して、本申込みおよび本取引にかかる情

報を含む私に関する下記情報が、提携ローン利用資格確認、提携地公体における利子補給額計算や預託金計算事務、当該提携地公体が特定
および公表している利用目的等、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、銀行より提供されることに同意しま
す。
①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書に記載の全ての情報（本申込みが契約に至る場合の契約

書を含む）
②当初借入金額、借入日、借入残高、返済日、返済明細、繰上返済明細、利子補給明細、金利等本取引に関する情報
③延滞日、延滞金額、延滞回数等本取引の延滞情報
④完済日等本取引の完済情報

＜提携地方公共団体から銀行への第三者提供＞
13.私は、銀行に対して、氏名、提携ローン利用資格有無に関する情報、延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報、提携ローン利用資格要件

の変更や喪失に関する情報等の本申込みおよび本取引にかかる情報を含む私に関する情報が、銀行における第1条記載の利用目的、提携地
公体の預金口座から返済が行われない場合の事態確認ならびに原因究明のために必要な範囲で、提携地公体より提供されることに同意しま
す。

＜銀行から損害保険会社への第三者提供について＞
14.私は、銀行と代理店委託契約を締結している損害保険会社に対して、氏名、住所、生年月日、保険の目的の物件に関する情報等の本申込み

および本取引にかかる情報を含む私に関する情報が、損害保険会社において火災保険契約申込書等を作成するために必要な範囲で、銀行よ
り提供されることに同意します。

＜債権譲渡＞
15.ローン等の債権は、債権譲渡ならびに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。私は、その際、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、債権管理や回収
等の目的のために利用されることに同意します。

1.私は、本申込みに関して銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報
（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います。ただ
し、銀行法施行規則第13条の6の6に定めるとおり、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ります。以下同じ。）のた
めに利用することに同意します。

2.私は、本申込みに関する客観的な事実について、銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、銀
行または保証会社が加盟し利用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.前2項に規定する個人信用情報機関および本申込みに基づき登録される情報と期間は次のとおりです。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。

　【銀行または保証会社が加盟し利用する個人信用情報機関（※下記の個人信用情報機関は相互に提携しています）】

個人信用情報機関の
名称 個人信用情報機関の所在地・電話番号 各個人信用情報機関の定める本申込みに基づき

登録される情報とその期間

全国銀行個人信用
情報センター

〒100－8216
東京都千代田区丸の内1－3－1

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03－3214－5020

個人信用情報機関を利用した日および本申込みの内容等：
個人信用情報機関を利用した日より1年を超えない期間

株式会社
日本信用情報機構

〒110－0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
https://www.jicc.co.jp/
TEL 0570－055－955

個人信用情報機関を利用した日および本申込みの内容等：
個人信用情報機関を利用した日より6か月以内

株式会社
シー・アイ・シー

〒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
https://www.cic.co.jp/
TEL 0120－810－414

個人信用情報機関を利用した日および本申込みの内容等：
個人信用情報機関を利用した日より6か月間

第4条（個人信用情報機関の利用等）

（建物建替えのため、2016年10月11日から
2020年度まで東京都千代田区丸の内2－5－1に
仮移転します。仮移転先から戻る期日について
は、決定次第、同センターのホームページに掲
載されます。）

（割賦販売法に
基づく指定信用
情報機関）



1.私は、本申込みによる契約（以下「本契約」といいます。）成立時に、下記の個人情報（その履歴を含む）が銀行または保証会社が加盟し利
用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のために
利用されることに同意します。

2.私は、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.前2項に規定する個人信用情報機関は第4条第3項に記載のとおりです。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（銀行および保証会社ではできません。）。

登録情報 株式会社シー･アイ･シー
（割賦販売法に基づく
指定信用情報機関）

全国銀行
個人信用情報センター

株式会社
日本信用情報機構

第5条（個人信用情報機関への登録等）

私は、私が本契約の必要な記載事項（契約書表面で私が記載すべき事項）を記載しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意し
ない場合、銀行もしくは保証会社が本契約を締結しない場合があることに同意します。

第6条（本同意条項に不同意の場合）

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、本申込みにかかる個人情報の利用・提供を停止することはできません。

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

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、運転免許証の記号番号等の本人情報

当該利用日から
1年を超えない期間

当該利用日から
6か月間

当該利用日から
6か月以内

銀行または保証会社が加盟し利用する個人
信用情報機関を利用した日および本契約ま
たはその申込みの内容等

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

－ －官報情報

当該調査中の期間 当該調査中の期間 当該調査中の期間登録情報に関する苦情を受け、調査中であ
る旨

本人から申告のあった日から
5年を超えない期間

登録日から5年以内 登録日から5年を
超えない期間

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の
本人申告情報

第1回目不渡は
不渡発生日から6か月を
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

－ －不渡情報

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

本契約期間中および
本契約終了後5年以内

本契約期間中および
本契約終了後5年以内
（ただし債権譲渡の事実
にかかる情報については
当該事実の発生日から
1年以内）　

借入金額、借入日、最終返済日、商品名お
よびその数量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、完済等の事実および年間請求予
定額を含む）

登録期間



1.私は、銀行、保証会社および個人信用情報機関に対して、私の個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
①銀行および保証会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。

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、銀行および保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

以上

ダイレクト・マーケティングの中止に関するお取扱い
ダイレクトメールの送付やテレマーケティング等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、これを中止するようお申し
出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
なお、中止のお申し出方法につきましては、お取引店または最寄り店にお問い合わせください。
弊行ホームページhttps://www.smbc.co.jpでも、中止のお申し出書類のご請求を受付いたしております。

第8条（個人情報の開示・訂正・削除）

1.私は、銀行に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出や個人情報に関する問い合わせについては、取引店もしくは最寄り店に連絡するも
のとします。

2.私は、保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除の申し出や個人情報に関する問い合わせについては、下記に連絡するものとします。

保証会社名 問　い　合　わ　せ　窓　口

ＳＭＢＣ信用保証株式会社 〒106－0032 東京都港区六本木6－1－21
総務部 TEL 03－3746－3200

三井住友カード株式会社 〒105－8011 東京都港区海岸1－2－20
お客様相談室 TEL 03-5470-7622
〒541－8537 大阪府大阪市中央区今橋4－5－15
お客様相談室 TEL 06-6223-2966

株式会社セディナ 〒108－8117 東京都港区港南2－16－4　
お客様満足推進部 TEL 052－310－1555　 ※お電話はカスタマーセンターにて承ります。

第9条（問い合わせ窓口）


