
（裏面に続きます）

お客さま控　（583-021）　24.3（DN）　9/11　新暴排対応9枚目

本紙はお申込書の控えとともに、大切にお持ちください。

契約内容変更に関する覚書 兼 個人情報の取り扱いに関する同意書
（6頁のうちの1頁目）

登録情報 全国銀行個人信用情報
センター（ＫＳＣ）

（株）日本信用情報
機構（JICC）

登録期間

銀行が加盟する個人信用
情報機関を利用した日お
よびその申込内容等

当該利用日から
1年を超えない
期間

当該利用日から
6ヵ月間

（株）シー・アイ・シー
（ＣＩＣ）

当該利用日から
6ヵ月間

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、勤務先電話番号、
運転免許証等の本人確認書類の
記号番号等の本人情報 

下記の情報のいず
れかが登録されて
いる期間

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

登録期間
登録情報

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
または本申込の内容等

当該調査中の期間 当該調査中の期間当該調査中の期間

登録日から1年間 登録日より5年以内本人から申告のあった
日から5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

本人確認資料の紛失・盗難等
の本人申告情報

登録日から5年間与信自粛申出、その他の本人
申告情報

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
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

宣告日または決定日
から7年間

不渡情報

官報情報

̶ ̶

̶

̶ ̶

当該利用日から1年
を超えない期間

当該利用日から6ヵ
月間

借入金額、借入日、最終返済日、
数量、回数、期間、支払回数等の
本契約の内容及び利用残高、割
賦残高、年間請求予定額、支払日、
完済日、延滞等の返済状況（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
取引終了日から5
年間（ただし、債務
の支払いを延滞し
た事実は契約期間
中及び契約終了後
5年間）

契約期間中及び契約終了
後5年間（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）

全国銀行個人信用情報
センター（ＫＳＣ）

（株）日本信用情報
機構（JICC）

（株）シー・アイ・シー
（ＣＩＣ）

当該利用日から6
ヵ月間

私は、本覚書締結日時点で貴行との間に存在する当座貸越契約、金銭消費貸借契約などの一切の融
資取引（その後の変更等も含み、以下「原契約」という。）について、下記の規定が追加適用されるこ
とを確約します。なお、本覚書による変更は、上記原契約締結日に遡って効力を生じるものとします。
また、本覚書により変更される部分を除き、原契約のいかなる条項も本覚書により影響を受けず、引
き続き完全な効力を有するものとします。

1.借主または保証人（保証会社の保証人を含む）は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな
   った時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」とい
う。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ
たっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
有すること

2.借主または保証人（保証会社の保証人を含む）は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の
一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨
害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人（保証会社の保証人を含む）が暴力団員等もしくは、第１項各号のいずれかに
該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定にもとづく表
明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であ
る場合には、借主は、銀行の催告を要することなく、銀行からの請求によって、銀行に対する
いっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

4.前項の規定の適用により、借主または保証人（保証会社の保証人を含む）に損害が生じた場合
にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人（保
証会社の保証人を含む）がその責任を負います。
5.前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領
しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通
常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとしまたは買戻債務を負担したものとします。

6.第3項または第4項の規定により、銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、こ
の契約および借主が別に締結した銀行取引約定書は失効するものとします。

以上

記

記

契約内容変更に関する覚書

個人情報の取り扱いに関する同意書
申込人あるいは家族会員カード申込人（以下、あわせて申込人等という。）は、下記の条項について
同意のうえ、株式会社広島銀行（以下、銀行という。）が発行する〈ひろぎん〉バリューワン（以下、カ
ードという。）を申込みます（以下、本申込という。）。なお、申込人等が銀行あるいは三菱UFJニコス
株式会社（以下、三菱UFJニコスという。）に〈ひろぎん〉バリューワンDCを申込むにあたっては1．「カ
ードを申込むにあたっての同意について」、2.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について
（〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合）」、申込人等が銀行あるいは株式会社ジェーシービ
ー（以下、JCBという。）に〈ひろぎん〉バリューワンJCBを申込むにあたっては1.「カードを申込む
にあたっての同意について」、3.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉
バリューワンJCBを選択した場合）」で、申込人がカードを申込むにあたりひろぎんカードサービス
株式会社（以下、保証会社という。）へ保証委託を申込むにあたっては4．「保証委託を申込むにあた
っての同意について」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。また、〈ひろぎん〉
バリューローンDCの保証会社が三菱UFJニコス株式会社となる場合は、5.「保証委託を申込むに
あたっての同意について」にて、保証委託を申込むにあたって、個人情報の取り扱いに関して定める
ことに同意します。また、〈ひろぎん〉バリューローン定額返済型を申込むにあたり、株式会社オリエ
ントコーポレーションへ保証委託を申込むにあたっては6.「保証委託を申込むにあたっての同意に
ついて」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。また、〈ひろぎん〉PASPYを
申込むにあたり、PASPY発行会社に7.「〈ひろぎん〉PASPYを申込むにあたっての同意について
（PASPY発行会社）」、株式会社中国新聞社に8.「〈ひろぎん〉PASPYを申込むにあたっての同意
について（株式会社中国新聞社）」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.「カードを申込むにあたっての同意について」
第1条　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いたします。
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
的以外で利用いたしません。
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（今後取り扱いが認め
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（※ただし、ご本人さまから中
止するようお申し出があった場合、当該目的での利用を中止いたします。）

⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため
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　個人信用情報機関の利用・登録等
1．申込人は、銀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照
会し申込人の個人情報（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、貸金業協会から登録
を依頼された情報等を含む。）が登録されている場合には、銀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．銀行が本申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その
利用した日および本申込の内容等が同機関に下表に定める期間登録され、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．申込人は、本申込による契約（以下、本契約という。）に基づく下記の個人情報（その履歴を
含む）が銀行が加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、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（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。

4.申込人は、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。

5.前4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（銀行ではできません。）。

（1）銀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（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
〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1　TEL03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
・㈱日本信用情報機構（JICC）
主に貸金業者、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務を営む企業
を会員とする個人信用情報機関
〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル TEL0120-441-481　http://www.jicc.co.jp/
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
〒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ビル15階 TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp

（2）全国銀行個人信用情報センター（KSC）と提携する個人信用情報機関
・㈱日本信用情報機構
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
TEL0120-441-481　http://www.jicc.jp
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
TEL0120-810-414　http://www.cic.co.jp

第3条　銀行と保証会社の間での個人情報の提供
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

第4条　債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
銀行は、ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、銀行以外の事業者等に移転するこ
とがあり、その際、申込人等の個人情報を、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し、債権管理・回収等の目的の
ために利用いたします。
第5条　個人情報の提携先への第三者提供
１．申込人等は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、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を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供さ
れることに同意します。
①提携先の保証がある場合
②提携先の利子補給がある場合
③提携先が返済手続をする場合
④提携先が提供するサービスを受ける場合

＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
①提携先による保証取引の継続的な管理
②提携先による利子補給の手続き
③提携先による返済の手続き
④提携先が提供するサービスを受けるため

2．申込人等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、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を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に
提供されることに同意します。

＜提供される個人情報＞
氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

＜提供される目的＞
提携先による融資実行の確認

3.個人情報の業務提携先への第三者提供
　申込人等は、バリューワンまたは〈ひろぎん〉PASPYに関係する業務提携先がある場合は、
本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提
携先に提供されることに同意します。なお、申込人等から個人情報の利用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。

＜利用目的＞
　提携先が行う商品・サービス等の提供を受けるため
＜情報の種類＞
　氏名・性別・生年月日・電話番号・メールアドレス・その他提携先が必要とする項目
＜提供手段＞
　オンライン・磁気媒体等による情報提供　
第6条　個人情報の保険会社への第三者提供
申込人は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関
する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹
事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第7条　個人情報の債権回収会社への第三者提供　
銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年10月16日法律第126号）第3条によ
り法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、
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、同社における下記目的
のために、銀行より同社に提供されます。
＜提供される個人情報＞
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、申込
内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報

②本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認
する情報

③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
④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

⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥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

＜提供される目的＞
債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため

第8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9条　開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第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2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。）。
第10条　委託
銀行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託
する場合があります。
第11条　不同意等の場合の取り扱い
銀行は、本申込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第1条の〈利用目的〉
⑪以外の利用目的に同意いただけない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第12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。
第13条　条項の変更
本同意条項は法令の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。
＜開示のお手続きについて＞
銀行は次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。
①銀行が保有する個人情報の利用目的の通知
②銀行が保有する保有個人データの開示（ただし、一部または全部を開示しない場合があり
ます。）
③銀行が保有する保有個人データの訂正・追加または削除

上記手続きに関するお問い合わせは、広島銀行本支店の窓口、または、下記の「お客さま相談
室」までお願いいたします。また、上記①および②のご請求の際は、銀行所定の手数料が必要
となりますので、あらかじめご了承ください。

＜個人情報の取り扱いに関する質問および苦情の受付窓口＞
株式会社広島銀行  お客さま相談室（個人情報保護管理責任者代理人）
電話 082-247-5151（受付時間／平日9：00～17：00）

2.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択　
した場合）」
第1条　与信目的による個人情報の取得・保有・利用
１.申込人等はクレジッカード取引契約（契約の申込みを含む。以下同じ。）を含む銀行との取引の与
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」といいます。）
を銀行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。

①入会申込時や入会後に申込人等が届け出た、申込人等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
勤務先、家族構成、住居状況等、申込人等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場
合、変更後の情報を含む。以下同じ。）。

②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、クレジットカード取引契約の内容に関
する情報

③クレジットカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、
および電話等での問合せにより知り得た情報。

④クレジットカード取引に関する申込人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払
能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、ならびにクレジットカ

　ード契約以外の申込人等との契約における申込人等のカード等の利用・支払履歴。
⑤申込人等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が
発行する書類の記載事項

⑥金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基
づく本人確認書類の記載事項

⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第1条の2　与信目的以外による個人情報の利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがカ－ド発行、会員管理およびカ－ド付帯サ－ビス（会員
向け各種保障制度、各種ポイントサ－ビス等）を含むすべてのカ－ド機能の提供のために第1条
第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。

2.申込人等は､銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のために第1条第１項①②③の個人情報
を利用することに同意します。

(1)銀行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)銀行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付お
よび電話等による、営業案内

　なお、三菱ＵＦＪニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ－ド、オートロ－ン・ショッピングロ
－ン、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ－ムペ－ジにおいて
ご確認いただけます。(URL)http://www.cr.mufg.jp

3.銀行または三菱UFJニコスは、クレジットカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を
銀行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、
第1条第１項により取得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。

4.銀行または三菱UFJニコスは銀行または三菱UFJニコスの事務（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（契約に基づき当該委託先が別企業
に再委託する場合を含む。）する場合個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項により取
得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。

第1条の3　個人信用情報機関への登録・利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがそれぞれ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であり、以下「加
盟信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下、｢提携信用
情報機関｣といいます。）に照会し、申込人等の個人情報（官報等において公開されている情報、
登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難
等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信
用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。）が登録されている場合には、銀行
または三菱UFJニコスが申込人等のクレジットカード契約を含む銀行または三菱UFJニコスと
の与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を
含む。）のために、その個人情報を利用することに同意します。但し、申込人等の支払能力に関
する情報については、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項に
より申込人等の支払能力の調査の目的に限り、銀行または三菱UFJニコスが利用することに同
意します。

2.申込人等は、申込人等のクレジットカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
銀行またはDC三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に第4条の3の後の表に定める期間登
録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込人等の支払能力に
関する調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を含む。）のために、利用さ
れることに同意します。但し、申込人等の支払能力に関する情報は、割賦販売法第39条および
貸金業の規制等に関する法律第30条第2項により申込人等の支払能力の調査の目的に限り、利
用されることに同意します。

3.申込人等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および銀行ま
たは三菱ＵＦＪニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守
状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために
必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。

4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページ
アドレス、加盟企業の概要は第4条の3の後に記載しております。また、銀行または三菱UFJニコ
スがクレジットカード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、書面により通知のうえ同意を得るものとします。

5.上記第４項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、支払状況等その他第4条の3の後の表に
定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。

第1条の4　個人情報の共同利用および公的機関等への提供
1.銀行および三菱ＵＦＪニコスは、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス（会員向け各種
保障制度、各種ポイントサービス等）を含むすべてのカード機能履行のため、第1条第1項①②
③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱ＵＦＪニコスの連結対象会社および持分法適用会
社（以下「共同利用会社」という。）に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用することが
あります。

2.申込人等は、銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のため、第1条第1項①②③の個人情報を、
保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用するこ
とがあります。

(1)クレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)クレジット関連事業における宣伝物･印刷物の送付および電話等による、営業案内

3.クレジットカード契約期間中に、上記第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同
利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情
報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表するものとします。
なお、共同利用に責任を有する者は三菱ＵＦＪニコスとします。
[ホームページ　http://www.cr.mufg.jp]

4.申込人等は、銀行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利
益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、銀行がク
レジットカード取引契約を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等
公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場
合、当該個人情報を提供することに同意します。

第1条の5　個人情報の保証会社への提供　
申込人等は、銀行が本規約および保証委託契約にもとづきクレジットカード取引の一切の債務保証
を行う保証会社に対し、第1条第1項①～⑦の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引を含む保
証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第2条　個人情報の開示・訂正・削除　
1.申込人等は、銀行、三菱ＵＦＪニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律
の定めるところにより各社の保有する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銀行に開示を求める場合には、下記までお願いします。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いたします。

　株式会社広島銀行　お客様相談室　〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
　TEL082-247-5151
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第4条の3の後に記載の加盟信用情報機関に連絡
してください。
③第1条の４第1項の共同利用会社に開示を求める場合には、第4条第2項に記載のDCカードコー
ルセンターに連絡してください。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いたします。また、次のホームページでもお知らせしております。[URL

　http://www.cr.mufg.jp]
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、銀行または三菱UFJニコスは個人
情報の保護に関する法律の定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第3条　個人情報の取り扱いに不同意の場合　
銀行または三菱UFJニコスは、申込人等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合
および第1条から第4条の3（変更後のものも含む）の内容の全部または一部を承認できない場合、
入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第1条の2第2項または第1条の
4第2項に同意しない場合でも、これを理由に銀行または三菱UFJニコスが入会をお断りすること
や退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、銀行、三菱UFJニコスおよび銀行または
三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があ
ることを申込人等はあらかじめ承認するものとします。
第3条の2　利用・提供中止の申し出　
第1条の2第2項または第1条の4第2項による同意を得た範囲内で銀行または三菱UFJニコスが
当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の銀行または三
菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される
宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により銀行、三菱Ｕ
ＦＪニコスおよび銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案
内を受けられなくなる場合があることを申込人等は、あらかじめ承認するものとします。
第4条　問合せ窓口　
１．申込人等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・
提供中止の申し出等は、下記までお願いします。

株式会社広島銀行　お客様相談室
〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
TEL082-247-5151
2．三菱UFJニコスが利用している申込人等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関する
お問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見
の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管
理責任者として個人情報保護総括管理者を設置しております。

三菱UFJニコス株式会社DCカードコールセンター
東京：〒150-8015東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL　03-3770-1177
大阪：〒541-8539大阪市中央区瓦町2-1-1
TEL　06-6533-6633
第4条の2　クレジットカード取引契約が不成立の場合　
クレジットカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第1条
の3第2項に基づき、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。
第4条の3　条項の変更　
第1条から第4条の3に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できる
ものとします。
【銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】　



（次頁に続きます）

（6頁のうちの2頁目）

4.申込人は、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。

5.前4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（銀行ではできません。）。

（1）銀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（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
〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1　TEL03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
・㈱日本信用情報機構（JICC）
主に貸金業者、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務を営む企業
を会員とする個人信用情報機関
〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル TEL0120-441-481　http://www.jicc.co.jp/
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
〒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ビル15階 TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp

（2）全国銀行個人信用情報センター（KSC）と提携する個人信用情報機関
・㈱日本信用情報機構
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
TEL0120-441-481　http://www.jicc.jp
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
TEL0120-810-414　http://www.cic.co.jp

第3条　銀行と保証会社の間での個人情報の提供
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

第4条　債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
銀行は、ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、銀行以外の事業者等に移転するこ
とがあり、その際、申込人等の個人情報を、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し、債権管理・回収等の目的の
ために利用いたします。
第5条　個人情報の提携先への第三者提供
１．申込人等は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、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を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供さ
れることに同意します。
①提携先の保証がある場合
②提携先の利子補給がある場合
③提携先が返済手続をする場合
④提携先が提供するサービスを受ける場合

＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
①提携先による保証取引の継続的な管理
②提携先による利子補給の手続き
③提携先による返済の手続き
④提携先が提供するサービスを受けるため

2．申込人等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、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を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に
提供されることに同意します。

＜提供される個人情報＞
氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

＜提供される目的＞
提携先による融資実行の確認

3.個人情報の業務提携先への第三者提供
　申込人等は、バリューワンまたは〈ひろぎん〉PASPYに関係する業務提携先がある場合は、
本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提
携先に提供されることに同意します。なお、申込人等から個人情報の利用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。

＜利用目的＞
　提携先が行う商品・サービス等の提供を受けるため
＜情報の種類＞
　氏名・性別・生年月日・電話番号・メールアドレス・その他提携先が必要とする項目
＜提供手段＞
　オンライン・磁気媒体等による情報提供　
第6条　個人情報の保険会社への第三者提供
申込人は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関
する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹
事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第7条　個人情報の債権回収会社への第三者提供　
銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年10月16日法律第126号）第3条によ
り法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、
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、同社における下記目的
のために、銀行より同社に提供されます。
＜提供される個人情報＞
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、申込
内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報

②本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認
する情報

③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
④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

⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥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

＜提供される目的＞
債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため

第8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9条　開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第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2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。）。
第10条　委託
銀行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託
する場合があります。
第11条　不同意等の場合の取り扱い
銀行は、本申込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第1条の〈利用目的〉
⑪以外の利用目的に同意いただけない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第12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。
第13条　条項の変更
本同意条項は法令の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。
＜開示のお手続きについて＞
銀行は次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。
①銀行が保有する個人情報の利用目的の通知
②銀行が保有する保有個人データの開示（ただし、一部または全部を開示しない場合があり
ます。）
③銀行が保有する保有個人データの訂正・追加または削除

上記手続きに関するお問い合わせは、広島銀行本支店の窓口、または、下記の「お客さま相談
室」までお願いいたします。また、上記①および②のご請求の際は、銀行所定の手数料が必要
となりますので、あらかじめご了承ください。

＜個人情報の取り扱いに関する質問および苦情の受付窓口＞
株式会社広島銀行  お客さま相談室（個人情報保護管理責任者代理人）
電話 082-247-5151（受付時間／平日9：00～17：00）

2.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択　
した場合）」
第1条　与信目的による個人情報の取得・保有・利用
１.申込人等はクレジッカード取引契約（契約の申込みを含む。以下同じ。）を含む銀行との取引の与
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」といいます。）
を銀行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。

①入会申込時や入会後に申込人等が届け出た、申込人等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
勤務先、家族構成、住居状況等、申込人等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場
合、変更後の情報を含む。以下同じ。）。

②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、クレジットカード取引契約の内容に関
する情報

③クレジットカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、
および電話等での問合せにより知り得た情報。

④クレジットカード取引に関する申込人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払
能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、ならびにクレジットカ

　ード契約以外の申込人等との契約における申込人等のカード等の利用・支払履歴。
⑤申込人等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が
発行する書類の記載事項

⑥金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基
づく本人確認書類の記載事項

⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第1条の2　与信目的以外による個人情報の利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがカ－ド発行、会員管理およびカ－ド付帯サ－ビス（会員
向け各種保障制度、各種ポイントサ－ビス等）を含むすべてのカ－ド機能の提供のために第1条
第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。

2.申込人等は､銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のために第1条第１項①②③の個人情報
を利用することに同意します。

(1)銀行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)銀行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付お
よび電話等による、営業案内

　なお、三菱ＵＦＪニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ－ド、オートロ－ン・ショッピングロ
－ン、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ－ムペ－ジにおいて
ご確認いただけます。(URL)http://www.cr.mufg.jp

3.銀行または三菱UFJニコスは、クレジットカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を
銀行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、
第1条第１項により取得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。

4.銀行または三菱UFJニコスは銀行または三菱UFJニコスの事務（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（契約に基づき当該委託先が別企業
に再委託する場合を含む。）する場合個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項により取
得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。

第1条の3　個人信用情報機関への登録・利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがそれぞれ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であり、以下「加
盟信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下、｢提携信用
情報機関｣といいます。）に照会し、申込人等の個人情報（官報等において公開されている情報、
登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難
等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信
用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。）が登録されている場合には、銀行
または三菱UFJニコスが申込人等のクレジットカード契約を含む銀行または三菱UFJニコスと
の与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を
含む。）のために、その個人情報を利用することに同意します。但し、申込人等の支払能力に関
する情報については、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項に
より申込人等の支払能力の調査の目的に限り、銀行または三菱UFJニコスが利用することに同
意します。

2.申込人等は、申込人等のクレジットカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
銀行またはDC三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に第4条の3の後の表に定める期間登
録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込人等の支払能力に
関する調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を含む。）のために、利用さ
れることに同意します。但し、申込人等の支払能力に関する情報は、割賦販売法第39条および
貸金業の規制等に関する法律第30条第2項により申込人等の支払能力の調査の目的に限り、利
用されることに同意します。

3.申込人等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および銀行ま
たは三菱ＵＦＪニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守
状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために
必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。

4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページ
アドレス、加盟企業の概要は第4条の3の後に記載しております。また、銀行または三菱UFJニコ
スがクレジットカード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、書面により通知のうえ同意を得るものとします。

5.上記第４項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、支払状況等その他第4条の3の後の表に
定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。

第1条の4　個人情報の共同利用および公的機関等への提供
1.銀行および三菱ＵＦＪニコスは、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス（会員向け各種
保障制度、各種ポイントサービス等）を含むすべてのカード機能履行のため、第1条第1項①②
③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱ＵＦＪニコスの連結対象会社および持分法適用会
社（以下「共同利用会社」という。）に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用することが
あります。

2.申込人等は、銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のため、第1条第1項①②③の個人情報を、
保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用するこ
とがあります。

(1)クレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)クレジット関連事業における宣伝物･印刷物の送付および電話等による、営業案内

3.クレジットカード契約期間中に、上記第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同
利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情
報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表するものとします。
なお、共同利用に責任を有する者は三菱ＵＦＪニコスとします。
[ホームページ　http://www.cr.mufg.jp]

4.申込人等は、銀行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利
益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、銀行がク
レジットカード取引契約を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等
公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場
合、当該個人情報を提供することに同意します。

第1条の5　個人情報の保証会社への提供　
申込人等は、銀行が本規約および保証委託契約にもとづきクレジットカード取引の一切の債務保証
を行う保証会社に対し、第1条第1項①～⑦の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引を含む保
証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第2条　個人情報の開示・訂正・削除　
1.申込人等は、銀行、三菱ＵＦＪニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律
の定めるところにより各社の保有する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銀行に開示を求める場合には、下記までお願いします。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いたします。

　株式会社広島銀行　お客様相談室　〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
　TEL082-247-5151
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第4条の3の後に記載の加盟信用情報機関に連絡
してください。
③第1条の４第1項の共同利用会社に開示を求める場合には、第4条第2項に記載のDCカードコー
ルセンターに連絡してください。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いたします。また、次のホームページでもお知らせしております。[URL

　http://www.cr.mufg.jp]
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、銀行または三菱UFJニコスは個人
情報の保護に関する法律の定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第3条　個人情報の取り扱いに不同意の場合　
銀行または三菱UFJニコスは、申込人等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合
および第1条から第4条の3（変更後のものも含む）の内容の全部または一部を承認できない場合、
入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第1条の2第2項または第1条の
4第2項に同意しない場合でも、これを理由に銀行または三菱UFJニコスが入会をお断りすること
や退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、銀行、三菱UFJニコスおよび銀行または
三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があ
ることを申込人等はあらかじめ承認するものとします。
第3条の2　利用・提供中止の申し出　
第1条の2第2項または第1条の4第2項による同意を得た範囲内で銀行または三菱UFJニコスが
当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の銀行または三
菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される
宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により銀行、三菱Ｕ
ＦＪニコスおよび銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案
内を受けられなくなる場合があることを申込人等は、あらかじめ承認するものとします。
第4条　問合せ窓口　
１．申込人等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・
提供中止の申し出等は、下記までお願いします。

株式会社広島銀行　お客様相談室
〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
TEL082-247-5151
2．三菱UFJニコスが利用している申込人等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関する
お問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見
の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管
理責任者として個人情報保護総括管理者を設置しております。

三菱UFJニコス株式会社DCカードコールセンター
東京：〒150-8015東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL　03-3770-1177
大阪：〒541-8539大阪市中央区瓦町2-1-1
TEL　06-6533-6633
第4条の2　クレジットカード取引契約が不成立の場合　
クレジットカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第1条
の3第2項に基づき、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。
第4条の3　条項の変更　
第1条から第4条の3に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できる
ものとします。
【銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】　
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3.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択し
た場合）」
第1条　個人情報の収集、保有、利用、預託
1．申込人等は、銀行およびＪＣＢ（以下、両社という。）が申込人等の個人情報（本項（1）に定めるも
のをいう。）につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します｡

（1）本契約（本申込を含む。以下同じ。）を含む銀行またはＪＣＢもしくは両社との取引に関する与
信判断および与信後の管理のために、以下①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、申込人等が入会申込時および契約後に届
け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、申込人等と両社の契約内容に関する事
項。
③申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収そ
の他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④申込人等が入会申込時に届け出た収入・負債等、銀行またはＪＣＢが収集したクレジット利用・
支払履歴。
⑤「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
で定める本人確認書類等の記載事項。

⑥銀行またはＪＣＢ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。

⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
（2）以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、申込人が本号②に定

める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号③に定める営
業案内について銀行またはＪＣＢに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、
これを中止するものとします。（中止の申し出は第5条の後に記載の相談窓口へ連絡するもの
とします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②銀行またはＪＣＢもしくは両社のクレジットカード事業その他の銀行またはＪＣＢもしくは両
社の事業（銀行またはＪＣＢの定款記載の事業をいう。以下、両社事業という場合において同
じ。）における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内。

（3）本契約に基づく銀行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲
で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。

2．申込人等は、銀行、ＪＣＢおよびＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社が、
自己との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに総合的な与信管理目的のため、
第1項（1）①②③④の個人情報（第2条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報
を除く。）を共同利用することに同意します。（ＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣ
Ｂの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/）
なお、本項にもとづく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

3．申込人等は、銀行またはＪＣＢが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社（以下、共同利
用会社という。）が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項（1）①②③の個人情報を共
同利用することに同意します。（共同利用会社および利用目的は第5条の後に記載のとおり。）な
お、本項にもとづく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

4．申込人等は、本申込において保証会社に保証を委託する場合は、第1項（1）①②③④の個人情報
を、保証会社においては本項（1）に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBにおい
ては本項（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBと保証会社が相互に提供し、
利用することに同意します。

（1）保証会社の利用目的
①本申込の受付、保証の審査および保証の決定
②申込人等の委託に係る保証取引（以下、本件保証取引という。）に関する与信判断および与
信後の管理

③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の
提供

④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な申込人等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはＪＣＢもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条　個人信用情報機関の利用および登録　
1．申込人は、銀行またはＪＣＢが利用・登録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もの）について以下のとおり同意し
ます。

（1）銀行およびＪＣＢが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、割
賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、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。）のためにそれぞれが加盟する個人信用
情報機関（以下、加盟個人信用情報機関という。）および当該機関と提携する個人信用情報機
関（以下、提携個人信用情報機関という。）に照会し、申込人の個人情報が登録されている場合
はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開さ
れている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資
料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用
情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。

（2）第5条の後に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登
録情報」欄に定める申込人の個人情報（その履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に第5
条の後の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用
情報機関の加盟会員が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、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、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。）のためにこれを利用すること。

（3）前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性お
よび最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用
情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人
信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、第5条の後に記載の個人信用情報機関
とします。各機関の加盟資格、加盟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、銀行またはＪＣＢが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通
知のうえ同意を得るものとします。

第3条　個人情報の開示、訂正、削除　
1．申込人等は、銀行、ＪＣＢ、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利

用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に
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。なお、開示請求は以下に連絡するも
のとします。

（1）銀行に対する開示請求
　　：第5条の後に記載の銀行相談窓口へ
（2）ＪＣＢ、ＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社および共同利用会社に

対する開示請求
　　：第1条第2項に記載のホームページアドレスに掲出された各提携会社相談窓口へ
（3）加盟個人信用情報機関に対する開示請求
　　：第5条の後に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2．万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または
削除に応じるものとします。

第4条　個人情報の取り扱いに関する不同意　
両社は、申込人等が入会の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第1条から5条に定
める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとるこ
とがあります。ただし第1条第1項（2）②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その
他の媒体の送付または同③に定める銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出
があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は第5
条の後に記載の相談窓口へ連絡するものとします。）
第5条　契約不成立時および退会後の個人情報　
1．両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを
問わず、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市場調査を目的としたアンケ

　ート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内を
除きます。）および第2条の定めに基づき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。

2．退会の申し出または会員資格の喪失後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定
める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める銀行、
ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内を除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両
社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。　
　株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
　東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
　福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
3.第1条から第5条についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の
会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、
下記にご連絡ください。

　株式会社広島銀行　お客様相談室　082-247-5151
　株式会社ジェーシービー　お客様相談室
　〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14  0422-46-4670
〈共同利用会社〉
第1条から第5条に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社ジェーシービー・トラベル
　〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
　利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
　〒107-0062　東京都港区南青山5-1-22　青山ライズスクエア
　利用目的：保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
第1条から第5条に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●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15階
　0120-810-414　　http://www.cic.co.jp/
●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
　03-3214-5020　　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
　※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構（JICC）
　〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
　0120-441-481　　http://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社
開設のホームページをご覧ください。

※カード発行会社のうち、一部加盟していない会社があります。
【ご案内】第1条の3にかわらず、銀行および旧株式会社ディーシーカード（以下「旧ＤＣ」と称します。）
に対し2007年3月31日以前に入会を申し込み、銀行および旧ＤＣが承認したカード取引契約に関
する個人情報については、上記の加盟信用情報機関のうち、株式会社日本信用情報機構に登録され
ることはありません。また、当該契約の与信判断および与信後の管理のために、銀行および三菱ＵＦＪ
ニコスが株式会社日本信用情報機構に登録された情報を利用することはありません。ただし、株式会
社日本信用情報機構に対する個人情報の登録と利用について、別途、銀行および三菱ＵＦＪニコスが
会員から書面またはこれに代わる電磁的方法による明示的な同意を得た場合は、この限りではあり
ません。

［銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟信用情報機関の名称､問合せ電話番号､住所､およびホームページアドレス､加盟企業の概要］
名称 所在地 電話番号 ホームページ（URL）

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 03-3214-5020

http://www.
zenginkyo.or.jp/
pcic/index.html

株式会社日本信用
情報機構（JICC）
（旧株式会社テラネット）

〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1
神田進興ビル

0120-441-481 http://www.
jicc.co.jp/

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15階

0120-810-414
http://
www.cic.co.jp/

登録情報
登　録　期　間

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）

株式会社
日本信用情報機構（JICC）

契約期間中および契約終
了日（完済日）より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

②本契約に係
る客観的な
取引事実

③本契約にか
かる債務の
支払いを延
滞等した事
実

当該事実の発生日より5年
を超えない期間（ただし、
契約内容および返済状況
に関する情報については
契約継続中および完済日
から5年を超えない期間）

当機関に照会した日から1
年を超えない期間

当機関に照会した日から
6ヵ月間

①本契約に係
る申込みを
した事実

当該申込日から6か月を超
えない期間

契約期間中および契約終
了日（完済日）より5年を
超えない期間

契約期間中および契約終
了日から5年間

当該事実の発生日から5年
を超えない期間（ただし、
延滞継続中、延滞解消およ
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）

4.申込人は、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。

5.前4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（銀行ではできません。）。

（1）銀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（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
〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1　TEL03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
・㈱日本信用情報機構（JICC）
主に貸金業者、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務を営む企業
を会員とする個人信用情報機関
〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル TEL0120-441-481　http://www.jicc.co.jp/
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
〒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ビル15階 TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp

（2）全国銀行個人信用情報センター（KSC）と提携する個人信用情報機関
・㈱日本信用情報機構
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
TEL0120-441-481　http://www.jicc.jp
・㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
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
TEL0120-810-414　http://www.cic.co.jp

第3条　銀行と保証会社の間での個人情報の提供
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

第4条　債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
銀行は、ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、銀行以外の事業者等に移転するこ
とがあり、その際、申込人等の個人情報を、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し、債権管理・回収等の目的の
ために利用いたします。
第5条　個人情報の提携先への第三者提供
１．申込人等は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、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を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供さ
れることに同意します。
①提携先の保証がある場合
②提携先の利子補給がある場合
③提携先が返済手続をする場合
④提携先が提供するサービスを受ける場合

＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
①提携先による保証取引の継続的な管理
②提携先による利子補給の手続き
③提携先による返済の手続き
④提携先が提供するサービスを受けるため

2．申込人等は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、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を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に
提供されることに同意します。

＜提供される個人情報＞
氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

＜提供される目的＞
提携先による融資実行の確認

3.個人情報の業務提携先への第三者提供
　申込人等は、バリューワンまたは〈ひろぎん〉PASPYに関係する業務提携先がある場合は、
本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提
携先に提供されることに同意します。なお、申込人等から個人情報の利用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。

＜利用目的＞
　提携先が行う商品・サービス等の提供を受けるため
＜情報の種類＞
　氏名・性別・生年月日・電話番号・メールアドレス・その他提携先が必要とする項目
＜提供手段＞
　オンライン・磁気媒体等による情報提供　
第6条　個人情報の保険会社への第三者提供
申込人は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関
する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹
事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
＜提供される個人情報＞
①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③その他、銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報

＜提供される目的＞
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第7条　個人情報の債権回収会社への第三者提供　
銀行が、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年10月16日法律第126号）第3条によ
り法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、
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、同社における下記目的
のために、銀行より同社に提供されます。
＜提供される個人情報＞
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、申込
内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報

②本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認
する情報

③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
④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

⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥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

＜提供される目的＞
債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため

第8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9条　開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第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2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。）。
第10条　委託
銀行は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託
する場合があります。
第11条　不同意等の場合の取り扱い
銀行は、本申込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第1条の〈利用目的〉
⑪以外の利用目的に同意いただけない場合は、本申込による契約をお断りすることがあります。
第12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。
第13条　条項の変更
本同意条項は法令の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。
＜開示のお手続きについて＞
銀行は次に掲げる開示等の依頼を受けた場合には、本人確認のうえ、適切かつ迅速に対応します。
①銀行が保有する個人情報の利用目的の通知
②銀行が保有する保有個人データの開示（ただし、一部または全部を開示しない場合があり
ます。）
③銀行が保有する保有個人データの訂正・追加または削除

上記手続きに関するお問い合わせは、広島銀行本支店の窓口、または、下記の「お客さま相談
室」までお願いいたします。また、上記①および②のご請求の際は、銀行所定の手数料が必要
となりますので、あらかじめご了承ください。

＜個人情報の取り扱いに関する質問および苦情の受付窓口＞
株式会社広島銀行  お客さま相談室（個人情報保護管理責任者代理人）
電話 082-247-5151（受付時間／平日9：00～17：00）

2.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択　
した場合）」
第1条　与信目的による個人情報の取得・保有・利用
１.申込人等はクレジッカード取引契約（契約の申込みを含む。以下同じ。）を含む銀行との取引の与
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」といいます。）
を銀行および三菱UFJニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。

①入会申込時や入会後に申込人等が届け出た、申込人等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、
勤務先、家族構成、住居状況等、申込人等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場
合、変更後の情報を含む。以下同じ。）。

②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、クレジットカード取引契約の内容に関
する情報

③クレジットカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、
および電話等での問合せにより知り得た情報。

④クレジットカード取引に関する申込人の支払能力を調査するため、または支払途上における支払
能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、ならびにクレジットカ

　ード契約以外の申込人等との契約における申込人等のカード等の利用・支払履歴。
⑤申込人等または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が
発行する書類の記載事項

⑥金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基
づく本人確認書類の記載事項

⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第1条の2　与信目的以外による個人情報の利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがカ－ド発行、会員管理およびカ－ド付帯サ－ビス（会員
向け各種保障制度、各種ポイントサ－ビス等）を含むすべてのカ－ド機能の提供のために第1条
第1項①②③の個人情報を利用することに同意します。

2.申込人等は､銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のために第1条第１項①②③の個人情報
を利用することに同意します。

(1)銀行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)銀行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付お
よび電話等による、営業案内

　なお、三菱ＵＦＪニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ－ド、オートロ－ン・ショッピングロ
－ン、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ－ムペ－ジにおいて
ご確認いただけます。(URL)http://www.cr.mufg.jp

3.銀行または三菱UFJニコスは、クレジットカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を
銀行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、
第1条第１項により取得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。

4.銀行または三菱UFJニコスは銀行または三菱UFJニコスの事務（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（契約に基づき当該委託先が別企業
に再委託する場合を含む。）する場合個人情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項により取
得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。

第1条の3　個人信用情報機関への登録・利用
1.申込人等は、銀行または三菱UFJニコスがそれぞれ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であり、以下「加
盟信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下、｢提携信用
情報機関｣といいます。）に照会し、申込人等の個人情報（官報等において公開されている情報、
登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難
等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信
用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。）が登録されている場合には、銀行
または三菱UFJニコスが申込人等のクレジットカード契約を含む銀行または三菱UFJニコスと
の与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を
含む。）のために、その個人情報を利用することに同意します。但し、申込人等の支払能力に関
する情報については、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項に
より申込人等の支払能力の調査の目的に限り、銀行または三菱UFJニコスが利用することに同
意します。

2.申込人等は、申込人等のクレジットカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
銀行またはDC三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に第4条の3の後の表に定める期間登
録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込人等の支払能力に
関する調査および与信判断ならびに与信後の管理（転居先の調査等を含む。）のために、利用さ
れることに同意します。但し、申込人等の支払能力に関する情報は、割賦販売法第39条および
貸金業の規制等に関する法律第30条第2項により申込人等の支払能力の調査の目的に限り、利
用されることに同意します。

3.申込人等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および銀行ま
たは三菱ＵＦＪニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守
状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために
必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。

4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページ
アドレス、加盟企業の概要は第4条の3の後に記載しております。また、銀行または三菱UFJニコ
スがクレジットカード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、書面により通知のうえ同意を得るものとします。

5.上記第４項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、支払状況等その他第4条の3の後の表に
定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。

第1条の4　個人情報の共同利用および公的機関等への提供
1.銀行および三菱ＵＦＪニコスは、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス（会員向け各種
保障制度、各種ポイントサービス等）を含むすべてのカード機能履行のため、第1条第1項①②
③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱ＵＦＪニコスの連結対象会社および持分法適用会
社（以下「共同利用会社」という。）に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用することが
あります。

2.申込人等は、銀行または三菱ＵＦＪニコスが下記の目的のため、第1条第1項①②③の個人情報を、
保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、銀行および三菱ＵＦＪニコスと共同利用するこ
とがあります。

(1)クレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)クレジット関連事業における宣伝物･印刷物の送付および電話等による、営業案内

3.クレジットカード契約期間中に、上記第1項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同
利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情
報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表するものとします。
なお、共同利用に責任を有する者は三菱ＵＦＪニコスとします。
[ホームページ　http://www.cr.mufg.jp]

4.申込人等は、銀行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利
益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、銀行がク
レジットカード取引契約を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等
公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場
合、当該個人情報を提供することに同意します。

第1条の5　個人情報の保証会社への提供　
申込人等は、銀行が本規約および保証委託契約にもとづきクレジットカード取引の一切の債務保証
を行う保証会社に対し、第1条第1項①～⑦の個人情報を提供し、保証会社が本保証取引を含む保
証会社との取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第2条　個人情報の開示・訂正・削除　
1.申込人等は、銀行、三菱ＵＦＪニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律
の定めるところにより各社の保有する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銀行に開示を求める場合には、下記までお願いします。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いたします。

　株式会社広島銀行　お客様相談室　〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
　TEL082-247-5151
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第4条の3の後に記載の加盟信用情報機関に連絡
してください。
③第1条の４第1項の共同利用会社に開示を求める場合には、第4条第2項に記載のDCカードコー
ルセンターに連絡してください。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いたします。また、次のホームページでもお知らせしております。[URL

　http://www.cr.mufg.jp]
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、銀行または三菱UFJニコスは個人
情報の保護に関する法律の定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第3条　個人情報の取り扱いに不同意の場合　
銀行または三菱UFJニコスは、申込人等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合
および第1条から第4条の3（変更後のものも含む）の内容の全部または一部を承認できない場合、
入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、第1条の2第2項または第1条の
4第2項に同意しない場合でも、これを理由に銀行または三菱UFJニコスが入会をお断りすること
や退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、銀行、三菱UFJニコスおよび銀行または
三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があ
ることを申込人等はあらかじめ承認するものとします。
第3条の2　利用・提供中止の申し出　
第1条の2第2項または第1条の4第2項による同意を得た範囲内で銀行または三菱UFJニコスが
当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の銀行または三
菱UFJニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される
宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により銀行、三菱Ｕ
ＦＪニコスおよび銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案
内を受けられなくなる場合があることを申込人等は、あらかじめ承認するものとします。
第4条　問合せ窓口　
１．申込人等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・
提供中止の申し出等は、下記までお願いします。

株式会社広島銀行　お客様相談室
〒730-0031広島市中区紙屋町1-3-8
TEL082-247-5151
2．三菱UFJニコスが利用している申込人等の個人情報の、三菱UFJニコスにおける利用に関する
お問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見
の申し出は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管
理責任者として個人情報保護総括管理者を設置しております。

三菱UFJニコス株式会社DCカードコールセンター
東京：〒150-8015東京都渋谷区道玄坂1-3-2
TEL　03-3770-1177
大阪：〒541-8539大阪市中央区瓦町2-1-1
TEL　06-6533-6633
第4条の2　クレジットカード取引契約が不成立の場合　
クレジットカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第1条
の3第2項に基づき、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。
第4条の3　条項の変更　
第1条から第4条の3に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できる
ものとします。
【銀行または三菱ＵＦＪニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】　



（次頁に続きます）

（6頁のうちの4頁目）

3.「クレジットカードを申込むにあたっての同意について（〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択し
た場合）」
第1条　個人情報の収集、保有、利用、預託
1．申込人等は、銀行およびＪＣＢ（以下、両社という。）が申込人等の個人情報（本項（1）に定めるも
のをいう。）につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します｡

（1）本契約（本申込を含む。以下同じ。）を含む銀行またはＪＣＢもしくは両社との取引に関する与
信判断および与信後の管理のために、以下①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、申込人等が入会申込時および契約後に届
け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、申込人等と両社の契約内容に関する事
項。
③申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収そ
の他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④申込人等が入会申込時に届け出た収入・負債等、銀行またはＪＣＢが収集したクレジット利用・
支払履歴。
⑤「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
で定める本人確認書類等の記載事項。

⑥銀行またはＪＣＢ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。

⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
（2）以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、申込人が本号②に定

める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号③に定める営
業案内について銀行またはＪＣＢに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、
これを中止するものとします。（中止の申し出は第5条の後に記載の相談窓口へ連絡するもの
とします。）
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②銀行またはＪＣＢもしくは両社のクレジットカード事業その他の銀行またはＪＣＢもしくは両
社の事業（銀行またはＪＣＢの定款記載の事業をいう。以下、両社事業という場合において同
じ。）における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
③両社事業における宣伝物の送付等、銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内。

（3）本契約に基づく銀行またはＪＣＢの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲
で、本項（1）①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。

2．申込人等は、銀行、ＪＣＢおよびＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社が、
自己との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに総合的な与信管理目的のため、
第1項（1）①②③④の個人情報（第2条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報
を除く。）を共同利用することに同意します。（ＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣ
Ｂの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/）
なお、本項にもとづく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

3．申込人等は、銀行またはＪＣＢが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社（以下、共同利
用会社という。）が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項（1）①②③の個人情報を共
同利用することに同意します。（共同利用会社および利用目的は第5条の後に記載のとおり。）な
お、本項にもとづく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

4．申込人等は、本申込において保証会社に保証を委託する場合は、第1項（1）①②③④の個人情報
を、保証会社においては本項（1）に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBにおい
ては本項（2）に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およびJCBと保証会社が相互に提供し、
利用することに同意します。

（1）保証会社の利用目的
①本申込の受付、保証の審査および保証の決定
②申込人等の委託に係る保証取引（以下、本件保証取引という。）に関する与信判断および与
信後の管理

③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の
提供

④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な申込人等への連絡および郵便物等の送付

（2）当行およびJCBの利用目的
①当行またはＪＣＢもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項（2）①②③の目的

第2条　個人信用情報機関の利用および登録　
1．申込人は、銀行またはＪＣＢが利用・登録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もの）について以下のとおり同意し
ます。

（1）銀行およびＪＣＢが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、割
賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、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。）のためにそれぞれが加盟する個人信用
情報機関（以下、加盟個人信用情報機関という。）および当該機関と提携する個人信用情報機
関（以下、提携個人信用情報機関という。）に照会し、申込人の個人情報が登録されている場合
はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開さ
れている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資
料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用
情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。

（2）第5条の後に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登
録情報」欄に定める申込人の個人情報（その履歴を含む。）が各加盟個人信用情報機関に第5
条の後の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用
情報機関の加盟会員が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、割賦販売法第39条および貸金業の規制等に関する法律第30条第2項等により、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。）のためにこれを利用すること。

（3）前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性お
よび最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用
情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人
信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、第5条の後に記載の個人信用情報機関
とします。各機関の加盟資格、加盟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、銀行またはＪＣＢが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通
知のうえ同意を得るものとします。

第3条　個人情報の開示、訂正、削除　
1．申込人等は、銀行、ＪＣＢ、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利

用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に
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。なお、開示請求は以下に連絡するも
のとします。

（1）銀行に対する開示請求
　　：第5条の後に記載の銀行相談窓口へ
（2）ＪＣＢ、ＪＣＢクレジットカード取引システムに参加するＪＣＢの提携会社および共同利用会社に

対する開示請求
　　：第1条第2項に記載のホームページアドレスに掲出された各提携会社相談窓口へ
（3）加盟個人信用情報機関に対する開示請求
　　：第5条の後に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2．万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または
削除に応じるものとします。

第4条　個人情報の取り扱いに関する不同意　
両社は、申込人等が入会の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第1条から5条に定
める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとるこ
とがあります。ただし第1条第1項（2）②に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その
他の媒体の送付または同③に定める銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内に対する中止の申し出
があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出は第5
条の後に記載の相談窓口へ連絡するものとします。）
第5条　契約不成立時および退会後の個人情報　
1．両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを
問わず、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定める市場調査を目的としたアンケ

　ート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める銀行、ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内を
除きます。）および第2条の定めに基づき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。

2．退会の申し出または会員資格の喪失後も、第1条に定める目的（ただし、第1条第1項（2）②に定
める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同③に定める銀行、
ＪＣＢまたは加盟店等の営業案内を除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両
社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。　
　株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
　東京　0422-76-1700　　大阪　06-6941-1700
　福岡　092-712-4450　　札幌　011-271-1411
3.第1条から第5条についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の
会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については、
下記にご連絡ください。

　株式会社広島銀行　お客様相談室　082-247-5151
　株式会社ジェーシービー　お客様相談室
　〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14  0422-46-4670
〈共同利用会社〉
第1条から第5条に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社ジェーシービー・トラベル
　〒171-0033　東京都豊島区高田3-13-2　高田馬場TSビル
　利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
　〒107-0062　東京都港区南青山5-1-22　青山ライズスクエア
　利用目的：保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
第1条から第5条に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●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15階
　0120-810-414　　http://www.cic.co.jp/
●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
　03-3214-5020　　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
　※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構（JICC）
　〒101-0046　東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
　0120-441-481　　http://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社
開設のホームページをご覧ください。

①保証会社が加盟する個人信用情報機関

（株）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15階
http://www.cic.co.jp/
TEL 0120-810-414

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

◎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：下記の情報のいずれ
かが登録されている期間。
○本申込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ヵ月間。
○本申込に係る客観的な取引事実：契約期間中及
び契約終了後5年以内。
○債務の支払を延滞した事実：契約期間中及び契
約終了日から5年間。
◎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。
○保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用
した日及び本申込の内容等：当該利用日から1
年を超えない期間。
○借入金額、借入日、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、完済等の事実を含む。）：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。
○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。
○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。

登録情報と登録期間個人信用情報機関

◎本人を特定するための情報（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）、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、保証額等）、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、延滞等）、
及び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、債権譲渡等）
○申込情報：申込日から6ヶ月を超えない期間。
○契約に係る情報：契約継続中及び本債務を完済
した日から5年を超えない期間。
○取引事実に関する情報：当該事実の発生日から
5年を超えない期間（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）
○本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報：
登録日から1年間。
○与信自粛申出、その他の本人申告情報：登録日
から5年間。

（株）日本信用情報機構
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1
神田進興ビル
http://www.jicc.co.jp/
TEL0120-441-481

主に貸金業者を会員とする個人
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
http://www.zenginkyo.or.jp/
pcic/index.html
TEL 03-3214-5020

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

〈登録情報および登録期間〉

①氏名、生年月日、性別、住所、
電話番号、勤務先、運転
免許証の番号、本人確認
書類の記号番号等の本
人情報
②加盟個人信用情報機関
を利用した日および本契
約に係る申し込みの事実

当該利用日より6
カ月間

当該利用日から1年
を超えない期間

当該利用日から6カ
月を超えない期間

契約期間中および取
引終了日から5年間

契約期間中および
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

契約継続中および
完済日から5年を超
えない期間

ー
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

ー

登録日より5年以内 本人申告のあった
日から5年を超えな
い期間

登録日から5年を超
えない期間

③入会承認日、利用可能枠、
貸付残高等の本契約の
内容および債務の支払い
を延滞した事実、完済等
のその返済状況

④官報において公開されて
いる情報

⑤登録情報に関する苦情を
受け、調査中である旨

⑥本人確認資料の紛失、盗
難等の本人申告情報

CIC KSC JICC

左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間

当該調査中の期間

※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報（第一回目不渡発生日から6カ月を超えない期間、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）が登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る
情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

加盟個人信用情報機関

CIC

JICC

KSC

提携個人信用情報機関

KSC、JICC

KSC、CIC

CIC、JICC

登録情報

※

※

※

※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した
事実等」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割
賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定
される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機
関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供
します。（但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1
回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。）

〈提携個人信用情報機関〉
●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とおりです。

4.「保証委託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1条　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

第2条　個人信用情報機関の利用・登録等
１．申込人は、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
機関に照会し申込人の個人情報（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、貸
金業協会から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報等を含む。）が登録されている場合
には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的（返済能力または与信後の管理をいう。

　ただし、銀行法施行規則等により、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。）に限り利用することに同意します。

2．申込人は、本申込に基づく下記の個人情報（その履歴を含む。）が保証会社が加盟する個人信用
情報機関にそれぞれ定める期間登録され、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．保証会社が加盟する個人信用情報機関および本申込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、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おります。
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名称

（株）シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページを
ご覧ください。

所在地 電話番号 ホームページ（URL）

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15階

0120-810-414
http://www.
cic.co.jp/

株式会社
日本信用情報機構
（JICC）

〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1
神田進興ビル

0120-441-481
http://www.
jicc.co.jp/

（株）日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページ
をご覧ください。

登録情報

登　録　期　間

株式会社シー・アイ・シー
（CIC）

登録情報②③④のいずれかが登録されている期間

株式会社日本信用情報機構（JICC）

当社が個人信用情報機関に照会し
た日から6ヵ月間

②本契約に係
る申込をし
た事実

①本人を特定
する情報

当該申込日から6ヵ月を超えない期
間

契約期間中および契約終了日から
5年間

契約期間中および契約終了後5年
以内

当該事実の発生日から5年を超え
ない期間。（ただし、契約内容およ
び返済状況に関する情報について
は契約継続中および完済日から5
年を超えない期間）

④本契約に係
る債務の支
払いを延滞
等した事実

③本契約に係
る客観的な
取引事実

当該事実の発生日から5年を超え
ない期間。（ただし、延滞継続中、延
滞解消およ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）

名称

全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名簿の詳細は、上記の同社のホーム
ページをご覧ください。

所在地 電話番号 ホームページ（URL）

〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1 03-3214-5020

http://www.
zenginkyo.or.jp/
pcic/index.html

全国銀行個人信用
情報センター（KSC）

②保証会社が加盟する個人信用情報機関（KSC、ＣＩＣ、（株）日本信用情報機構）が提携する
個人信用情報機関

※KSCおよびCIC、（株）日本信用情報機構は相互に提携しています。
※ＣＩＣ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上記ＣＩＣの登
録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」となります。

第3条　保証会社と銀行の間での個人情報の提供
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＞
　1.「カードを申込むにあたっての同意について」第１条に記載の利用目的
第4条　債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
保証履行に伴う求償債権は、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。申込人等は、その際、申込人等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、
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　個人情報の債権回収会社への第三者提供
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年10月16日法律第126号）第
3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本申込に係る債権の管理・回収を委託す
る場合には、申込人等に関する第１条に規定する個人情報が、同社における保証会社債権の
管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供されます。
第6条　個人情報の開示・訂正・削除
1．申込人等は、保証会社及び第2条に記載する個人信用情報関に対して、個人情報の保護に関
する法律の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。保証会社に開示を求める場合には、第8条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。個
人信用情報機関における情報の開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に
連絡してください。

2．万一登録内容が事実でない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7条　本同意条項に不同意の場合
保証会社は、申込人等が本申込の必要な記載事項（申込書、契約書表面で申込人等が記載す
べき事項）の記載を希望しない場合及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、本申込をお断りすることがあります。
第8条　個人情報の取り扱いに関する問合せ窓口
個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記の保証会社までお願いします。
　ひろぎんカードサービス株式会社　お客様相談室
　〒730-0022　広島市中区銀山町3番1号　ひろしまハイビル21　11階
　〈ひろぎん〉バリューワンDCを選択した場合TEL 082-248-5861
　〈ひろぎん〉バリューワンJCBを選択した場合TEL 082-247-9200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付時間：平日9時～17時）
第9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をした事実は、第1条および第2条に基づき、本契約の
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。
第10条　条項の変更
本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。

5.「保証委託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1条（個人情報の取得・保有・利用）
（1）私および連帯保証人予定者（以下これらを総称して「契約者等」といいます。）は、本契約
（本申込みを含みます。以下同じ。）および本契約以外の契約にかかる三菱UFJニコス株
式会社（以下「当社」といいます。）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」といいます。）を当社が保護措置を講じたうえ
で取得、保有、利用することに同意します。
①契約者等が所定の申込書に記載したまたは申込時、あるいは、その後に当社に提出した
書面等に記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
等、契約者等の属性に関する情報（これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を
含みます。以下同じ。）。

②本契約に関する入会申込日、与信判断結果、契約日、振替口座、本契約終了の有無、利用
可能枠等、本契約の内容に関する情報および原契約に関する契約名称、契約番号、契約
額、契約期間、支払方法、支払回数等、原契約の内容に関する情報。

③本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お電話等でのお
問合わせ等により当社が知り得た情報。

④本契約に関する契約者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能
力を調査するため、契約者等が申告した資産、収入、負債、ならびに本契約以外の当社と
の契約により取得した契約者等のカ－ドおよびロ－ン等の利用・支払履歴。

⑤契約者等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が
発行する書類の記載事項。

⑥本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められ
ることにより契約者等が提出した書類の記載事項。

⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
⑧金融機関から提供を受けた金融機関が取得・保有する①、②、③、⑤、⑥および⑦に掲げ
る個人情報（変更後のものを含みます。）および原契約に関する契約額、融資実行日、融
資残高、債務の返済状況等の情報。

（2）契約者等は、当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務
委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。

第2条（個人信用情報機関への登録・利用）
（1）契約者等は、当社が、契約者等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済

能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後
の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済の能力に関す
る情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、
以下「加盟信用情報機関」といいます。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以
下「提携信用情報機関」といいます。）に照会し、契約者等の個人情報（官報等において公
開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本
人確認書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加
盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含み
ます。）が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当

社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返
済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、支払能力・返済
能力の調査の目的に限って利用します。

（2）契約者等は、本契約にかかる客観的な取引事実にもとづく契約者等の下表「登録情報」
欄①②③④記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・
登録されることに同意します。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟
会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査
の目的に限って利用されることに同意します。

（3）契約者等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登
録されている個人情報については、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に
対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と
適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用すること
に同意します。

（4）加盟信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号等は以下のとおりです。また、
当社が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、
契約者等に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。

（5）当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とおりです。

設置しております。
●東日本　電話0120-254-041   〒113-8643 東京都文京区本駒込6-14-23
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をした事実は、第１条および第２条（２）にもとづき、
当該契約の不成立の理由のいかん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。
第8条（条項の変更）
本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。

6.「保証委託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1条（個人情報の収集・利用・保有）
申込者（契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ）は、株式会社オリエン
トコーポレーション（以下｢当社｣という）との本契約（本申込みを含む。以下同じ）に係る以下の
個人情報（変更後の情報を含む。以下同じ）を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の
与信（保証審査・途上与信を含む。以下同じ）並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講
じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①属性情報（本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号（携帯電話番号
を含む。以下同じ）、ｅメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等）
②契約情報（契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、利息、分割払手数料、
保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等）
③取引情報（本契約に関する利用残高、月々の返済状況等（内訳を含む）、取引の現在の状況及
び履歴その他取引の内容）
④支払能力判断情報（申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関
する利用残高、返済状況等）
⑤本人確認情報（本契約に関し当社が必要と認めた場合。申込者の運転免許証、パスポート、住
民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項）
⑥映像、音声情報（個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの）
⑦公開情報（官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報）
第2条　（個人情報の利用）
（1）申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業（注1）

における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第
1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。

①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
（注1）当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
　　　（http://www.orico.co.jp）等において公表しております。
（2）申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必

要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条　（個人信用情報機関への登録・利用）
（1）申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の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及び当該機関の会員に対する当該情報の提供
を業とする者）及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人
情報が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、当社がそれを利用す
ることに同意します。

（2）当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。又、本契約期
間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報を登録・利用する場合には、別途、
書面により通知し、同意を得るものとします。

①名称：株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）（http://www.cic.co.jp）
　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
②名称：株式会社日本信用情報機構（JICC）（http://www.jicc.co.jp/）
　住所：〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
　電話番号：0120-441-481
（3）申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用

情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と
提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用さ
れることに同意します。

（6）当社が、（2）表に記載する加盟信用情報機関の登録情報①ないし④は、契約者等の氏名、
性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、申込日、契約日、貸付日、契約金
額、貸付金額、支払回数、利用残高、貸付残高、月々の請求額、支払額、入金日、支払状況、
および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、債権
譲渡等）、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。

第3条　（個人情報の公的機関等への提供）
契約者等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利
益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第4条　（個人情報の開示・訂正・削除）
（１）契約者等は当社および第２条（4）で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護

に関する法律に定めるところに従い、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当社に開示を求める場合には、第６条記載の窓口にご連絡ください。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、次のホームページにてご確認いただけます。（URL）
http://www.cr.mufg.jp

②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第２条（4）記載の加盟信用情報機関に連
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、当社は個人情報の保護に関
する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条（本同意条項に不同意の場合）
当社は、契約者等が、本契約に必要な事項（申込書等に記入・申告すべき事項）の記入・申告を
希望しない場合、または本同意条項（変更後のものを含みます。）の内容の全部もしくは一部
に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。
第6条（お問合わせ窓口）
個人情報の開示・訂正・削除についての契約者等のお問合わせや提供・利用中止、その他のご
意見の申出に関しましては、下記の当社NICOSコ－ルセンタ－までお願いします。
なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を



（6頁のうちの6頁目）

第5条　（個人情報の開示・訂正・削除）
（1）申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。

但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に
関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であ
り、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報について
は、開示しないものとします。

（2）当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが
明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的
事実以外の事項に関してはこの限りではありません。

（3）当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個
人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情
報機関又は提供先の定めに従うものとします。

第6条　（本条項に不同意の場合）
当社は、申込者が本契約に必要な事項（本申込時に申込者が記載・入力すべき事項）の記入等を
希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2
条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条　（利用中止の申出）
申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、
利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。
但し、請求書等本契約の業務上必要な書類（電磁的記録の送信を含む）に同封（同送）される宣
伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条　（本契約が不成立の場合）
申込者は、本契約の不成立又は成立後、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条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一
定期間利用されることに同意します。
第9条　（お問合せ窓口）
本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出
先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又､個人情報の開示手続等については、当社ホー
ムページをご参照下さい。尚、当社で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10条　（条項の変更）
本同意条項は、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。

【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション（http：//www.orico.co.jp）
お客様相談室　〒102-8503　東京都千代田区麹町5-2-1　03-5275-0211
お客様相談センター　北海道　011-214-5620　
　　　　　　　　　　東北　022-224-8662
　　　　　　　　　　中部　052-211-1749　
　　　　　　　　　　関西　06-6263-3201　
　　　　　　　　　　中国　082-225-5370
　　　　　　　　　　九州　092-441-7377

7.「〈ひろぎん〉PASPYを申込むにあたっての同意について」（PASPY発行会社）
本申込書に記載された個人情報は、お客さまのお申し込み手続きに必要な情報を確認するため、
および紛失などPASPY発行会社から連絡を差し上げる必要があるときに使用いたします。

8.「〈ひろぎん〉PASPYを申込むにあたっての同意について」（株式会社 中国新聞社）
会員の個人情報は中国新聞ちゅーピーくらぶと中国新聞販売所が適切に管理し、会員規約に基
づくちゅーピーくらぶサービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内で利用させてい
ただきます。詳しくはちゅーピーくらぶホームページをご覧ください。

JICC

氏名、生年月日、住
所、電話番号、勤務
先等の本人情報
本契約に係る申込
みをした事実

本契約に関する客
観的な取引事実

債務の支払いを延
滞した事実

下記の何れかが登録されている
期間

当社が個人信用情報機関に照会
した日から6ヶ月間

契約期間中及び契約終了後5年
以内

同左

当社が個人信用情報機関に照会し
た日から6ヶ月を超えない期間

契約期間中及び契約終了日から5
年間

同左（但し、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）

登 録 情 報

同左

登録期間

ＣＩＣ

名称 住所 電話番号

日本債権回収株式会社

オリファサービス債権回収株式会社

東京都千代田区麹町1-3
ニッセイ半蔵門ビル5・6階

東京都豊島区要町1-9-1

03-3222-0277

03-5995-2450

設置しております。
●東日本　電話0120-254-041   〒113-8643 東京都文京区本駒込6-14-23
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をした事実は、第１条および第２条（２）にもとづき、
当該契約の不成立の理由のいかん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。
第8条（条項の変更）
本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。

6.「保証委託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1条（個人情報の収集・利用・保有）
申込者（契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ）は、株式会社オリエン
トコーポレーション（以下｢当社｣という）との本契約（本申込みを含む。以下同じ）に係る以下の
個人情報（変更後の情報を含む。以下同じ）を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の
与信（保証審査・途上与信を含む。以下同じ）並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講
じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①属性情報（本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号（携帯電話番号
を含む。以下同じ）、ｅメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等）
②契約情報（契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、利用額、利息、分割払手数料、
保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等）
③取引情報（本契約に関する利用残高、月々の返済状況等（内訳を含む）、取引の現在の状況及
び履歴その他取引の内容）
④支払能力判断情報（申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関
する利用残高、返済状況等）
⑤本人確認情報（本契約に関し当社が必要と認めた場合。申込者の運転免許証、パスポート、住
民票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書等に記載された事項）
⑥映像、音声情報（個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの）
⑦公開情報（官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報）
第2条　（個人情報の利用）
（1）申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業（注1）

における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第
1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。

①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
（注1）当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
　　　（http://www.orico.co.jp）等において公表しております。
（2）申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必

要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条　（個人信用情報機関への登録・利用）
（1）申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の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及び当該機関の会員に対する当該情報の提供
を業とする者）及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人
情報が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、当社がそれを利用す
ることに同意します。

（2）当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。又、本契約期
間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報を登録・利用する場合には、別途、
書面により通知し、同意を得るものとします。

①名称：株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）（http://www.cic.co.jp）
　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
②名称：株式会社日本信用情報機構（JICC）（http://www.jicc.co.jp/）
　住所：〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
　電話番号：0120-441-481
（3）申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用

情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と
提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用さ
れることに同意します。

（6）当社が、（2）表に記載する加盟信用情報機関の登録情報①ないし④は、契約者等の氏名、
性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、申込日、契約日、貸付日、契約金
額、貸付金額、支払回数、利用残高、貸付残高、月々の請求額、支払額、入金日、支払状況、
および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、債権
譲渡等）、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。

第3条　（個人情報の公的機関等への提供）
契約者等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利
益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第4条　（個人情報の開示・訂正・削除）
（１）契約者等は当社および第２条（4）で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護

に関する法律に定めるところに従い、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当社に開示を求める場合には、第６条記載の窓口にご連絡ください。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、次のホームページにてご確認いただけます。（URL）
http://www.cr.mufg.jp

②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第２条（4）記載の加盟信用情報機関に連
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、当社は個人情報の保護に関
する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条（本同意条項に不同意の場合）
当社は、契約者等が、本契約に必要な事項（申込書等に記入・申告すべき事項）の記入・申告を
希望しない場合、または本同意条項（変更後のものを含みます。）の内容の全部もしくは一部
に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。
第6条（お問合わせ窓口）
個人情報の開示・訂正・削除についての契約者等のお問合わせや提供・利用中止、その他のご
意見の申出に関しましては、下記の当社NICOSコ－ルセンタ－までお願いします。
なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を

（4）当社の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は以下の通りです。

当社の加盟する個人信用情
報機関

当社の加盟する個人信用
情報機関と提携する個人
信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター

CIC

同左

JICC

JICC CIC

（5）個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報及び契約の種類、契約日、商品名・役
務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利
用残高、支払状況等契約の内容並びに取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部となり
ます。

（6）当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第4条　（個人情報の提供・利用）
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提
供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに

同意します。
(1)提供する第三者　金融機関（その関連会社を含む）、特定目的会社、特別目的会社、信託会社
（信託銀行を含む）、債権回収会社（以下これらを総称して「金融機関等」という（注2））。
第三者の利用目的　当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び
担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、
変更及び行使のため。
提供する個人情報　第1条の個人情報のうち必要な範囲。

(2)提供する第三者　申込者が利用する販売店（役務提供事業者、リース会社等を含む）
第三者の利用目的　本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約による申込者に対
するサービスの履行、紛議等の防止及び調査・解決のため並びに本契約又はカードショッピ
ングの精算のため。
提供する個人情報　第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。

(3)提供する第三者　融資会社（本契約が提携ローンの場合に限る）。尚、ご利用融資会社は書
面等にてお知らせします。
第三者の利用目的　与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業
案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報　第1条の個人情報のうち必要な範囲。

(4)提供する第三者　当社の提携先（本契約が提携商品による契約の場合に限る）
第三者の利用目的　売買契約等に基づくサービスの履行、権利の行使に関して並びに宣伝
物・印刷物の送付等に利用するため。
提供する個人情報　第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。

(5)提供する第三者　サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的　譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を
譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報　第1条の個人情報のうち必要な範囲。

(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。


