
FAX受付サービス
お申し込み手順

さっそく4枚目の仮審査申込書にご記入のうえ、お申し込み専用番号にFAXしてください。

仮審査申込 

（ ）FAXでのお申し込みはあくまで「仮審査申込」です。ご利用いただくためには、別途正式なお手続きが必要になりま
す。FAXで送信された記入内容と、正式なお手続きの際にご提出いただく申込書ならびに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にかかわらず、ご希望にそいかねることもございますのでご了承ください。

4枚目の仮審査申込書にご記入ください。
必ず申込人ご本人様がご記入ください。ご記入いただいた内容が事実と異なる場合は、お申し込みをお断り
することがございます。必要事項の記入がない場合はお申し込みをお受けできない場合がございます。（ ）

2

回答
ご本人さまあてに、お電話およびご郵送で仮審査申込結果をご回答いたします。
＊お電話での連絡がとれない場合など、審査結果の回答がご郵送のみとなる場合がございます。

5

正式なお申し込み
後日必要書類、届出印をご持参のうえご来店いただき、正式なお申し込みをしていただきます。
なお、仮審査申込の審査結果の有効期限は1ヵ月です。  

6

仮審査申込の受付・審査
＊お申し込み内容の確認のため、お勤め先もしくはご自宅へご連絡をさせていただく場合がありますので、
  あらかじめご了承ください。また、ご連絡がとれない場合は、お申し込みをお断りさせていただく場合もございます。

4

1 「個人情報の取り扱い」に同意のうえ、お申し込みください。
（ 2枚目の「個人情報の取り扱いに関する同意書」へ、署名をお願いします。）

番号をお間違えのないよう送信の前に再度番号を確認の上送信願います。
未送信の場合、受付できませんので送信完了を必ず確認してください。（ ）

「本人確認資料」と「個人情報の取り扱いに関する同意書」を
必ず添えてFAXにて送信してください。
本人確認資料とは、運転免許証（写）、健康保険証（写）、共済組合員証（写）、パスポート（写）、
個人番号カード（写）、在留カード（写）です。（ ）

3

年中無休
24時間受付（ ）お申し込み

専用FAX番号 082-295-6100

子育て家族応援プラン
フレ！フレ！家族応援ローン
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本同意書は、申込書とともに銀行宛にご提出ください。 銀行用 
（別紙のお客さま控は大切に保管してください） 

１．「ローンを申込むにあたっての同意について」（各保証会社共通） 

第1条（銀行の個人情報の利用目的） 
　申込人等は、銀行が、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）に基づき、申込人
等の個人情報を、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用する（ただし、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しない）ことに同意します。 
　なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た申込人等に関する人種、
信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営
その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者に提供いたしません。 
＜業務内容＞ 
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両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、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、
クレジットカード業務等、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） 
＜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お申込の受付のため 
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資格
等の確認のため 
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等に際しての判断のため 
⑤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 
⑥与信に関わる業務におい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 
⑦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 
⑧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 
⑨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 
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため 
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携会社等の商
品やサービスに関する各種ご案内のため 
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
⑬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 

第２条（保証会社における個人情報の収集・保有・利用） 
　申込人等は、本申込（本契約を含む。以下同じ。）を含む保証会社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・利用することに同意します。 
①所定の申込書に申込人等が記載をした申込人等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務
先、家族構成、住居状況 
②本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数 
③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 
④本申込に関する申込人等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査する
ため、申込人等が申告した申込人等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用
履歴及び過去の負債の返済状況 
⑤ 本申込に関する申込人の運転免許証、パスポート等の本人確認のための情報 

第3条（銀行と保証会社との個人情報の第三者提供） 
　申込人等は、本申込において保証会社に保証委託を行う場合は、本申込および本契約にかかる情報
を含む申込人等に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、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
各種提案、その他お客さま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、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込および本契約にあたり提出
する書面等に記載の全ての情報 
②銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返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、申込人等の銀行における取
引情報（過去のものを含む） 
④延滞情報を含む本取引の返済に関する情報 
⑤その他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 
また、申込人等は、本申込にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報が保証会社より銀行に提
供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。 
＜提供される情報＞ 
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、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記
載の全ての情報 
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、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 
＜提供される目的＞ 

第１条に記載の利用目的 

第4条（個人情報の利用・提供の停止） 
１．銀行は第1条の＜利用目的＞⑪に規定している利用目的のうち銀行の宣伝物・印刷物の送付等の
営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、申込人等
から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止す
る措置をとります。 

２．前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ（http://www.hirogin.co.jp）に掲
載します。ただし、償還予定表等の取引書類余白への印刷物によるものは、停止することはできません。 

第5条（不同意等の場合の取扱い） 
　銀行等は、本申込みに必要な記載事項を申込書に記載いただけない場合または本同意書の全部もし
くは一部に同意いただけない場合は、本申込みによる契約をお断りすることがあります。 

第６条（本契約が不成立の場合） 
　本契約が不成立であっても本申込をした事実は、第１条および第２条および第７条に基づき本契約不
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。 

以上 

２．「ローンを申込むにあたっての同意について」（ひろぎんカードサービス株式会社の場合） 

第7条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）に私の個人情報（破産手続開始決定等
の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的の
みに利用することに同意します。なお、銀行は銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に
基づき、それ以外の目的に利用しません。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話
番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等の情報（以下「申込
情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした事実につ
いて、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・アイ・シー、日本信用情
報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報を、加盟会員および提携先機
関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を、与信取引
上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利
用することに同意します。なお、銀行法施行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返
済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって行うことができます。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、銀行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC）　　　 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●ひろぎんカードサービス株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・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） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・アイ・シー 
（CIC）は相互に提携しています。 

第８条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：ひろぎんカードサービス株式会社 
　　　　　　　 Tel 082-248-5861 
　　　　　　　 （〒730-0022　広島市中区銀山町3-1　ひろしまハイビル21 11階） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定する開
示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ
（http://www.hirogin.co.jp）に掲載します。なお、第７条に規定する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（銀行ではできません。）。 

以上 

３．「ローンを申込むにあたっての同意について」（アコム株式会社の場合） 

第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）に私の個人情報（破産手続開始決定等
の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的の
みに利用することに同意します。なお、銀行は銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に
基づき、それ以外の目的に利用しません。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話
番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等の情報（以下「申込
情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 
３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした事実に
ついて、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・アイ・シー、日本信用情
報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報を、加盟会員および提携先機 

申込人（以下、申込人が複数の場合は申込人全員をいう。）および連帯保証人、担保提供者（以下、申込
人と連帯保証人と担保提供者をあわせて申込人等という。）は、下記条項について同意のうえ、株式会社広
島銀行（以下、銀行という。）に本ローンを申込みます。なお、申込人等がひろぎんカードサービス株式会社に保
証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」２．「ローンを申込むにあたっての
同意について」（ひろぎんカードサービス株式会社の場合）、申込人等がアコム株式会社に保証委託を申込む
にあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」３．「ローンを申込むにあたっての同意について」
（アコム株式会社の場合）、申込人等が株式会社オリエントコーポレーションに保証委託を申込むにあたっては
１．「ローンを申込むにあたっての同意について」４．「ローンを申込むにあたっての同意について」（株式会社オ
リエントコーポレーションの場合）、申込人等が三菱UFJニコス株式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ロー
ンを申込むにあたっての同意について」５．「ローンを申込むにあたっての同意について」（三菱UFJニコス株式
会社の場合）、申込人等がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ロー
ンを申込むにあたっての同意について」６．「ローンを申込むにあたっての同意について」（SMBCコンシューマー
ファイナンス株式会社の場合）にて個人情報の取り扱いに関して定めることに同意します。 

個人情報の取り扱いに関する同意書 
株式会社広島銀行　宛
保証委託先（保証会社）：ひろぎんカードサービス株式会社
　　　　　　　　　　　アコム株式会社
　　　　　　　　　　　株式会社オリエントコーポレーション
　　　　　　　　　　　三菱UFJニコス株式会社
　　　　　　　　　　　SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　宛

（裏面に続きます） 

〈銀行使用欄〉 

同意確認日 商品名 

店　番 店　名 検　印 確認印 
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（別紙のお客さま控は大切に保管してください） 

関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を、与信取引上
の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用
することに同意します。なお、銀行法施行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済
能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって行うことができます。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、銀行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC）　　　 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●アコム株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・アイ・シー 
（CIC）は相互に提携しています。 

第８条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：アコム株式会社　お客さま相談センター 
　　　　　　　 Tel 0120-036-390 
　　　　　　　 （〒102-0071　東京都千代田区富士見2-15-11　ACOM富士見ビル） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定する開
示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ
（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://www.acom.co.jp）に掲載します。なお、第
７条に規定する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（銀行ではできま
せん。）。　 

以上 

４．「ローンを申込むにあたっての同意について」（株式会社オリエントコーポレーションの場合） 

第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）に私の個人情報（破産手続開始決定等
の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的の
みに利用することに同意します。なお、銀行は銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に
基づき、それ以外の目的に利用しません。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話
番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等の情報（以下「申込
情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした事実につ
いて、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・アイ・シー、日本信用情
報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報を、加盟会員および提携先機
関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を、与信取引
上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利
用することに同意します。なお、銀行法施行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返
済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって行うことができます。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、銀行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC）　　　 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●株式会社オリエントコーポレーションが加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー（CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・アイ・シー 
（CIC）は相互に提携しています。 

第８条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：株式会社オリエントコーポレーション　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 03-5275-0211 
　　　　　　　 （〒102-8503　東京都千代田区麹町5-2-1） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時30分～17時30分） 
　　　　　　　 ・株式会社オリエントコーポレーションは個人情報の保護に関する管理責任者と 
　　　　　　　   して、個人情報統括責任者を設置しております。 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定する開
示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ
（http://www.hirogin.co.jp）および保証会社のホームページ(http://www.orico.co.jp)に掲載します。な
お、第７条に規定する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（銀行では
できません。）。　 

以上 

５．「ローンを申込むにあたっての同意について」（三菱UFJニコス株式会社の場合） 

第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）に私の個人情報（破産手続開始決定等
の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的の
みに利用することに同意します。なお、銀行は銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に

基づき、それ以外の目的に利用しません。 
２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話
番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等の情報（以下「申込
情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした事実につ
いて、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・アイ・シー、日本信用情
報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報を、加盟会員および提携先機
関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を、与信取引
上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利
用することに同意します。なお、銀行法施行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返
済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって行うことができます。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、銀行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC）　　　 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●三菱UFJニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
●三菱ＵＦＪニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、以下
の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・アイ・シー 
（CIC）は相互に提携しています。 

第８条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：NICOS　ファイナンスコールセンター 
　　　　　　　 Tel 0120-254-041 
　　　　　　　 （〒113-8643　東京都文京区本駒込6-14-23） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定する開
示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ
（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://cr.mufg.jp）に掲載します。なお、第７条に
規定する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（銀行ではできませ
ん。）。 

以上 

６．「ローンを申込むにあたっての同意について」（SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合） 

第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加盟先機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）に私の個人情報（破産手続開始決定等
の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的の
みに利用することに同意します。なお、銀行は銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に
基づき、それ以外の目的に利用しません。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話
番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種別等の情報（以下「申込
情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした事実につ
いて、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・アイ・シー、日本信用情
報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報を、加盟会員および提携先機
関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加盟会員が、当該申込情報を、与信取引
上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利
用することに同意します。なお、銀行法施行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返
済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって行うことができます。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、銀行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC）　　　 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●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は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・アイ・シー 
（CIC）は相互に提携しています。 

第８条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　保証センター 
　　　　　　　 Tel 0120-023-034 
　　　　　　　 （〒812-0036　福岡市博多区上呉服町10-10　呉服町ビジネスセンタービル8F） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定する開
示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ
（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://cyber.promise.co.jp）に掲載します。なお、
第７条に規定する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（銀行ではで
きません。）。　 

以上 
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1. 窓口 3. 新聞広告 5. ラジオCM 7. ダイレクトメール   9. 訪問 11. インターネット 99. その他
2. ATM 4. テレビCM 6. 雑誌広告 8. 電話 10. 紹介 12. ティッシュ （　　　　　　）

何をご覧になってお申し込みされましたか

金
融
機
関

お
取
引
状
況

無担保
ローン

有担保
ローン

件

件

万円

万円

借　入　件　数 借　入　金　額 ご勤務先へ連絡させていただく際、
□「広島銀行」を名乗り電話　　□「広島銀行」を名乗らず電話（担当者の個人名で電話します）

仮審査申込書私は、｢お申込に際してのご同意・ご了承事項｣ならびに別紙｢個人情報の取扱いに関する同意書｣の内容
を承諾の上、ローンの利用を申し込みます。なお、お申込内容、お借り入れ意思の確認のために、ご自宅
（もしくは携帯電話）およびお勤め先にお電話させていただきますので、あらかじめご了承ください。

お
申
し
込
み
に
際
し
て
の
ご
同
意・ご
了
承
事
項

1．このお申込は、「仮審査申込」です。ご利用いただくためには、別途正式なお手続
きが必要となります。正式なお手続きに際しましては、正式な申込書および各種
確認資料のご提出が必要となります。仮審査申込の審査結果ご連絡日から正式
申込までの期間が1ヵ月を超える場合には、再審査となります。

2．この仮審査申込書の記載内容と、正式なお手続きの際にご提出いただく申込書
ならびに各種確認資料の内容が相違している場合や、正式なお手続きに際して銀
行または保証会社が再審査の必要があると判断した場合には、ご連絡した審査結
果にかかわらず、ご希望にそいかねることもございますのでご了承ください。

3．必要事項の記入もれ、ご本人確認資料の添付もれやご確認の連絡がとれない場
合などは、お申込を無効とさせていただく場合があります。

4．この仮審査申込書および関係書類は、お客さまにご返却いたしません。
5．お申し込み内容の確認のため、お勤め先もしくはご自宅へご連絡させていただく
場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、ご連絡がとれない場合は、
お申し込みをお断りさせていただく場合もございます。

6．現在のお住まいまたは、お勤め先の住所が　　　　 の支店のお近くでない場合
は、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。

お申し込みに際しましては、以下にご留意ください。株式会社　　　　　　宛

1．私は、株式会社広島銀行（以下「銀行」といいます）および保証委託先ひろぎんカードサービス株式会
社ならびに株式会社オリエントコーポレーション（以下「保証会社」といいます）に、標記ローンの「仮
審査」を申込みます。保証会社の選定については銀行が任意に行うものとし、保証会社による審査の
結果、希望の保証が受けられない場合は、上記保証委託先の範囲内で、他の保証会社に再度保証を
依頼す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。また、再度保証を依
頼した場合、「個人情報の取り扱いに関する同意書」に記載の個人信用情報機関の利用および登録
も再度行われることになります。）なお、この仮審査申込の審査結果により、正式申込をした場合、借
入金額その他の条件は、銀行あて提出する「金銭消費貸借契約証書」または、「当座貸越契約書」に
よって確定し、その条項に従うとともに、この申込にあたり以下について同意します。

2．私は標記ローンの申込を行うにあたって以下の事項について同意します。
　（1）私は標記ローンの保証を依頼する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。
3.私は、暴力団、暴力団員等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
また、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行わないことを確約いたします。

保証委託先 宛カードサービス株式会社
宛株式会社オリエントコーポレーション

※ご希望の方へ　 をお願いします。なお、　 がない場合、「広島銀行」を名乗りお電話させていただきますので、ご了承ください。

フレ！フレ！家族応援ローン子育て家族応援プラン

お申込内容

平成　　　　年　　　　月　　　　日

年　　　ヵ月

年　　　ヵ月

借入希望
金　　額

借入希望
期　　間

据置期間

借入希望日

資金使途

※ご利用される場合、下記のご利
　用条件と期間をご確認ください。

いずれかに○印を
つけてください。

具体的にご記入ください。

い
ず
れ
か
の
コ
ー
ス
に

○
印
を
し
、お
申
し
込
み

内
容
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

固定金利

変動金利

万円¥出産応援コース
生活応援コース
教育応援コース
マイカー応援コース

お申し込みされるご本人さまが正確にもれなくご記入ください。

ご印鑑は
不要です

P4

（※）据置期間の
ご利用条件と最長期間

a. 生後1歳6ヵ月以下のお子さまがいる方 ⇒　最長で、お借入日からお子さまの年齢が1歳６ヵ月までの期間
b. 本人または配偶者がご出産予定の方 ⇒　最長で、お借入日から母子手帳交付日の2年後までの期間
c. 上記ａ、b以外の方 ⇒　据置期間のご利用はできません

左記対象のお子さま等
以外のお子さまの人数お子さま等

1. 同一世帯に小学校入学前のお子さまがいる方 ⇒　お子さまの生年月日 平成（　　　）年（　　　）月
2. 本人または配偶者がご出産予定の方 ⇒　母子手帳の交付年月 平成（　　　）年（　　　）月
3. 本人または配偶者が不妊治療を受けられている方　※「出産応援コース」のみお申込みいただけます （　　　）人

（　）
（　）
（　）



個人情報の取り扱いに関する同意書 

株式会社広島銀行　宛
保証委託先（保証会社）：ひろぎんカードサービス株式会社
　　　　　　　　　　　アコム株式会社
　　　　　　　　　　　株式会社オリエントコーポレーション
　　　　　　　　　　　三菱UFJニコス株式会社
　　　　　　　　　　　SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　宛
申込人（以下、申込人が複数の場合は申込人全員をいう。）および連帯保証人、担保提供者（以下、

申込人と連帯保証人と担保提供者をあわせて申込人等という。）は、下記条項について同意のうえ、株
式会社広島銀行（以下、銀行という。）に本ローンを申込みます。なお、申込人等がひろぎんカードサービ
ス株式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」２．「ローン
を申込むにあたっての同意について」（ひろぎんカードサービス株式会社の場合）、申込人等がアコム株
式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」３．「ローンを申
込むにあたっての同意について」（アコム株式会社の場合）、申込人等が株式会社オリエントコーポレー
ションに保証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」４．「ローンを申
込むにあたっての同意について」（株式会社オリエントコーポレーションの場合）、申込人等が三菱UFJ
ニコス株式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意について」５．「ロー
ンを申込むにあたっての同意について」（三菱UFJニコス株式会社の場合）、申込人等がSMBCコンシュー
マーファイナンス株式会社に保証委託を申込むにあたっては１．「ローンを申込むにあたっての同意につ
いて」６．「ローンを申込むにあたっての同意について」（SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場
合）にて個人情報の取り扱いに関して定めることに同意します。 

１．「ローンを申込むにあたっての同意について」（各保証会社共通） 
第１条（銀行の個人情報の利用目的） 
申込人等は、銀行が、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）に基
づき、申込人等の個人情報を、下記業務および利用目的の達成に必要な範囲で利用する（ただ
し、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
外で利用しない）ことに同意します。 
なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た申込人等に関す
る人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報を、
適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者に提供いたしませ
ん。 
＜業務内容＞ 
①預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、両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、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、
社債業務、クレジットカード業務等、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） 

＜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お申込の受付のため 
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
ただく資格等の確認のため 
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等に際しての判断のため 
⑤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 
⑥与信に関わる業務におい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 
⑦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 
⑧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 
⑨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 
⑩お客さまと面談して行う銀行および提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案
のため 
⑪ダイレクトメールの発送や電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる銀行および提携
会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため 
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 
⑬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 

第２条（保証会社における個人情報の収集・保有・利用） 
申込人等は、本申込（本契約を含む。以下同じ。）を含む保証会社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・利用することに同意します。 
①所定の申込書に申込人等が記載をした申込人等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番
号、勤務先、家族構成、住居状況 
②本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数 
③本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 
④本申込に関する申込人等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を
調査するため、申込人等が申告した申込人等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集
したクレジット利用履歴及び過去の負債の返済状況 
⑤ 本申込に関する申込人の運転免許証、パスポート等の本人確認のための情報 
第３条（銀行と保証会社との個人情報の第三者提供） 
申込人等は、本申込において保証会社に保証委託を行う場合は、本申込および本契約にか
かる情報を含む申込人等に関する下記情報が、保証会社における本申込の受付、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提案、その他お客さま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、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込およ
び本契約にあたり提出する書面等に記載の全ての情報 
②銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返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、申込人等の銀行に
おける取引情報（過去のものを含む） 
④延滞情報を含む本取引の返済に関する情報 
⑤その他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 

また、申込人等は、本申込にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報が保証会社より銀
行に提供され、下記目的の達成に必要な範囲で、銀行が利用することに同意します。 
＜提供される情報＞ 
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、申込書ならびに契約書ならびに付属書面等本申込にあ
たり提出する書面に記載の全ての情報 
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、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 

＜提供される目的＞ 
第１条に記載の利用目的 

第４条（個人情報の利用・提供の停止） 
１.銀行は、第１条の＜利用目的＞⑪に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物
の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送
付については、申込人等から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそ
れ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。 

２. 前項の利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホームページ（http://www.hirogin.co.jp）
に掲載します。ただし、償還予定表等の取引書類余白への印刷物によるものは、停止する
ことはできません。 

第５条（不同意等の場合の取扱い） 
銀行等は、本申込みに必要な記載事項を申込書に記載いただけない場合または本同意書の

全部もしくは一部に同意いただけない場合は、本申込みによる契約をお断りすることがあります。 
第６条（本契約が不成立の場合） 
本契約が不成立であっても本申込をした事実は、第１条および第２条および第７条に基づき本

契約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。　　 

以上 
２．「ローンを申込むにあたっての同意について」（ひろぎんカードサービス株式会社の場合） 
第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加
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。）に私の個人情報
（破産手続開始決定等の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を
受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。なお、銀行は
銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に基づき、それ以外の目的に利用しま
せん。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生
年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種
別等の情報（以下「申込情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした
事実について、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・ア
イ・シー、日本信用情報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報
を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加
盟会員が、当該申込情報を、与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、
保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用することに同意します。なお、銀行法施
行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について
は返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって
行うことができます。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、銀
行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●ひろぎんカードサービス株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・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） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・ア
イ・シー（CIC）は相互に提携しています。 

第8条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：ひろぎんカードサービス株式会社 
　　　　　　　 Tel 082-248-5861 
　　　　　　　 （〒730-0022　広島市中区銀山町3-1　ひろしまハイビル２１　１１階） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く９時～１７時） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定

する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホーム
ページ（http://www.hirogin.co.jp）に掲載します。なお、第７条に規定する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（銀行ではできません。）。 

以上 
３．「ローンを申込むにあたっての同意について」（アコム株式会社の場合） 
第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加
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。）に私の個人情報
（破産手続開始決定等の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を
受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。なお、銀行は
銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に基づき、それ以外の目的に利用しま
せん。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生
年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種
別等の情報（以下「申込情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした
事実について、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・ア
イ・シー、日本信用情報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報
を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加
盟会員が、当該申込情報を、与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、
保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用することに同意します。なお、銀行法施
行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について
は返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 
４．申込人は、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 
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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きおよび方法によって行う
ことができます。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、銀行
等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　 
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●アコム株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・ア
イ・シー（CIC）は相互に提携しています。 

第8条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：アコム株式会社　お客さま相談センター 
　　　　　　　 Tel 0120-036-390 
　　　　　　　 （〒102-0071　東京都千代田区富士見2-15-11　ACOM富士見ビル） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定

する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホーム
ページ（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://www.acom.co.jp）に掲載
します。なお、第７条に規定する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（銀行ではできません。）。　 

以上 
４．「ローンを申込むにあたっての同意について」（株式会社オリエントコーポレーションの場合） 
第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加
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。）に私の個人情報
（破産手続開始決定等の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を
受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。なお、銀行は
銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に基づき、それ以外の目的に利用しま
せん。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生
年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種
別等の情報（以下「申込情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした
事実について、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・ア
イ・シー、日本信用情報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報
を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加
盟会員が、当該申込情報を、与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、
保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用することに同意します。なお、銀行法施
行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について
は返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって
行うことができます。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、銀
行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　 
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●株式会社オリエントコーポレーションが加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー（CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・ア
イ・シー（CIC）は相互に提携しています。 

第8条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：株式会社オリエントコーポレーション　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 03-5275-0211 
　　　　　　　 （〒102-8503　東京都千代田区麹町5-2-1） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く９時３０分～１７時３０分） 
　　　　　　　 ・株式会社オリエントコーポレーションは個人情報の保護に関する管 
　　　　　　　   理責任者として、個人情報統括責任者を設置しております。 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定

する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホーム
ページ（http://www.hirogin.co.jp）および保証会社のホームページ(http://www.orico.co.jp)に掲
載します。なお、第７条に規定する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（銀行ではできません。）。　 

以上 
５．「ローンを申込むにあたっての同意について」（三菱UFJニコス株式会社の場合） 
第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加
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。）に私の個人情報
（破産手続開始決定等の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を
受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。なお、銀行は
銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に基づき、それ以外の目的に利用しま
せん。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生
年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種

別等の情報（以下「申込情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 
３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした
事実について、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・ア
イ・シー、日本信用情報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報
を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加
盟会員が、当該申込情報を、与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、
保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用することに同意します。なお、銀行法施
行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について
は返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって
行うことができます。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、銀
行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　 
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●三菱UFJニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
●三菱UFJニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機
関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・ア
イ・シー（CIC）は相互に提携しています。 

第8条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：NICOS　ファイナンスコールセンター 
　　　　　　　 Tel 0120-254-041 
　　　　　　　 （〒113-8643　東京都文京区本駒込6-14-23） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定

する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホーム
ページ（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://cr.mufg.jp）に掲載します。
なお、第７条に規定する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
（銀行ではできません。）。 

以上 
６．「ローンを申込むにあたっての同意について」（SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合） 
第７条（個人信用情報機関の利用等） 
１．申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）および加
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。）に私の個人情報
（破産手続開始決定等の公的記録情報、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、銀行等が当該個人情報の提供を
受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用することに同意します。なお、銀行は
銀行法施行規則等、保証会社は貸金業法等の法令に基づき、それ以外の目的に利用しま
せん。 

２．申込人は、銀行等が、私に係る本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報（氏名、生
年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等）、ならびに申込日および申込商品種
別等の情報（以下「申込情報」という。））を、加盟先機関に提供することに同意します。 

３．申込人は、加盟先機関が、当該申込情報を、各加盟先機関が定める期間（本申込みをした
事実について、全国銀行個人信用情報センターは利用日から１年を超えない期間、シー・ア
イ・シー、日本信用情報機構は６ヶ月を超えない期間）登録し、加盟先機関が、当該申込情報
を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供し、加盟先機関および提携先機関の加
盟会員が、当該申込情報を、与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、
保証会社は返済能力の調査をいう。）のために利用することに同意します。なお、銀行法施
行規則、貸金業法および割賦販売法の法令等に基づき、返済能力に関する情報について
は返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 

４．申込人は、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きおよび方法によって
行うことができます。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、銀
行等ではできません。 

５．【加盟先機関】 
●銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。 
・全国銀行個人信用情報センター（KSC）　　　　 
Tel 03-3214-5020　 
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
Tel 0120-441-481　http: //www.jicc.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
Tel 0120-810-414　http: //www.cic.co.jp 
（会員資格、会員名等は上記ホームページに掲載しています。） 

●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は、以下の通
りです。 
・株式会社日本信用情報機構 （JICC） 
・株式会社シー・アイ・シー （CIC） 
全国銀行個人信用情報センター（KSC）、㈱日本信用情報機構（JICC）および㈱シー・ア
イ・シー（CIC）は相互に提携しています。 

第8条（個人情報に関するお問い合わせ窓口について） 
銀 行 の 窓 口：株式会社広島銀行　お客さま相談室 
　　　　　　　 Tel 082-247-5151 
　　　　　　　 （〒730-0031　広島市中区紙屋町1-3-8） 
　　　　　　　 （受付時間：土日・祝祭日を除く9時～17時） 
保証会社の窓口：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　保証センター 
　　　　　　　 Tel 0120-023-034 
　　　　　　　 （〒812-0036　福岡市博多区上呉服町10-10　呉服町ビジネスセンタービル8F） 

第９条（開示・訂正等） 
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）第２５条から第２７条に規定

する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止の手続きについては、銀行のホーム
ページ（http://www.hirogin.co.jp）、保証会社のホームページ（http://cyber.promise.co.jp）に掲
載します。なお、第７条に規定する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（銀行ではできません。）。　 

以上 
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