
セゾンカードローン規約/個人情報の取扱い(収集･保有･利用･提供)に関する同意

条項一部改定のお知らせ 

201７年 11 月 26 日をもってセゾンカードローン規約及び個人情報の取扱い(収集･保有･利用･提供)に関する同意条項

を改定いたしますのでご案内いたします｡主な改定箇所は以下のとおりです｡ 

 

■セゾンカードローン規約 新旧対照表 

改定前 改定後 

第２条（カードの貸与） 

（１）カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会

員に貸与するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）カードのご利用は会員に限定され、カードを貸した

り、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできま

せん。 

 

 

（３）                （略） 

（４）会員が（2）又は（3）に違反して、他人にカードを

利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご

負担となります。 

 

第２条（カードの貸与） 

（１）カードの券面には、会員の氏名、カード番号等（以

下総称して「カード情報」という）が表示されています。

カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に

貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上

会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる

管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、

利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認

めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続

きを行い、カード番号を変更することができるものとし

ます。 

（２）カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カ

ードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その

他の担保利用などをしたりすることはできません。ま

た、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりす

ることもできません。 

（３）                （略） 

（４）会員が本人以外にカード又はカード情報を利用させ

又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担とな

ります。但し、会員が故意又は過失がなかったことを証

明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。 

第４条（暗証番号） 

（１）お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・

電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人

以外の方に知られないよう注意していただきます。なお

暗証番号のお届けは、本会員に行っていただきます。 

 

（２）会員が、本会員又はご本人以外の方に暗証番号を知

第４条（暗証番号） 

（１）暗証番号は、本会員に届け出ていただきます。暗証

番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測され

る番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本人以外

に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理

するものとします。 

（２）会員が、本会員又は本人以外に暗証番号を知らせ、



らせ、又は知られたことから生じた損害は、本会員のご

負担とします。但し、会員の故意又は過失のなかったこ

とが当社で確認できた場合は、本会員のご負担とはなり

ません。 

又は知られた場合、これによって生じた損害は、本会員

のご負担とします。但し、会員が故意又は過失のなかっ

たことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではあ

りません。 

第６条（カードの利用可能枠） 

カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限とし

て当社が設定した金額とします。但し、当社が必要と認

めた場合には変更し、又はご利用を停止させていただき

ます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能

額を超えてのカードのご利用はできません。 

第６条（カードの利用可能枠） 

カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限とし

て当社が設定した金額とします。但し、当社が必要と認

めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。な

お、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合に

は変更し、又はご利用を停止いたします。 

第８条（融資金等の支払方法） 

融資金及び利息（融資金と利息とを合わせ、以下「融資金

等」という）のお支払方法は、以下のいずれかを予めご指

定いただきます。 

①口座お引落とし払い－預金口座振替依頼書等により本

会員が予め指定した金融機関口座から自動振替により

お支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に再

度口座振替の依頼ができるものとしますが、それをしな

い場合にも、本会員は異議ないものとします。 

②                 (略) 

第８条（融資金等の支払方法） 

融資金及び利息（融資金と利息とを合わせ、以下「融資金

等」という）の支払方法は、以下のいずれかを予めご指定

いただきます。 

①口座お引落とし払い－預金口座振替依頼書等で本会員

が予め指定し当社が認めた金融機関口座から自動振替

によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機

関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 

 

②                 (略) 

第９条（返済方式及び返済額） 

（１）本会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとし

ます。 

 ①第 8 条（融資金等の支払方法）で口座お引落とし払い

を選択された本会員は毎月 4 日（金融機関休業日の場合

は、翌営業日）。 

②               （略） 

（２）（1）のお支払日にお支払いいただく金額（以下「返

済金」という）は、融資金等の残高を毎月末日に締切り

（以下「締切日」という）、（3）の方法により算出した

金額とします。 

 

（３）融資金等の返済方式は定額リボルビング方式とし、

以下の標準コース、又は定額コースのうちあらかじめ本

会員が選択したコースによりお支払いいただきます（但

し定額コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけ

ます）。 

①標準コース－締切日における融資金残高（以下「締切日

残高」という）を基礎として、末尾「月々のお支払額算

第９条（返済方式及び返済額） 

（１）本会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとし

ます。 

 ①第 8 条（融資金等の支払方法）で口座お引落とし払い

を選択された本会員は毎月 4 日。なお金融機関休業日の

場合は、翌営業日にお支払いただきます。 

②               （略） 

（２）（1）のお支払日（以下「お支払日」という）にお支

払いいただく金額（以下「返済金」という）は、融資金

等を毎月末日に締切り（以下「締切日」という）、翌月

14 日（以下「算定日」という）に（3）の方法により算

出した金額とします。 

（３）融資金等の返済方式は定額リボルビング方式とし、

以下の標準コース、又は定額コースのうち予め本会員が

選択したコースによりお支払いいただきます（但し定額

コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です）。 

 

①標準コース－算定日における締切日が到来した融資金

残高（以下「締切日残高」という）を基礎として、末尾



出表」により算出された金額をお支払いただく方式。 

 

②                （略） 

（４）～（５）           （略） 

（６）口座お引落とし払いを選択した本会員は、当社の定

める返済金の確定日（以下「確定日」という）までに当

社にお申し出いただくことにより、次回の返済金を増額

することができます。 

（７）～（９）           （略） 

「月々のお支払額算出表」により算出した金額をお支払

いただく方式。 

②                （略） 

（４）～（５）           （略） 

（６）口座お引落とし払いを選択した本会員は、当社の定

める日までに当社にお申し出いただくことにより、次回

の返済金を増額できます。 

 

（７）～（９）           （略） 

第１０条（融資利率） 

（１）融資利率は、第 5 条（融資コース）（1）に定める範

囲内で当社が決定し、カード交付時の書面でお知らせ

し、利息は毎月の締切日残高に対し前回のお支払日の翌

日から次回のお支払日までの日割計算によって計算さ

れた金額となります。但し、第 1 回目の利息は、ご利用

日の翌日から第 1 回目お支払日までの日割計算によっ

て計算された金額とします。 

 

 

 

（２）～（４）           （略） 

第１０条（融資利率） 

（１）融資利率は、第 5 条（融資コース）（1）に定める範

囲内で当社が決定し、カード交付時の書面でお知らせし

ます。利息は、第 8 条（融資金等の支払方法）①の口座

お引落とし払いの場合は毎月の締切日残高に対し当月 5

日から翌月 4 日までの、②のお振込・ご持参払いの場合

は当月のお支払日の翌日から翌月のお支払日までの日

割計算とします。但し初回利息は、ご利用日の翌日から、

口座お引落とし払いの場合は締切日の翌々月 4 日、お振

込・ご持参払いの場合は初回お支払日までの期間を日割

計算します。 

（２）～（４）           （略） 

第１１条（遅延損害金） 

（１）返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資

金相当分に対し、また第 19 条（期限の利益喪失）に該当

し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務

（融資金）の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い

完了となるまで融資利率の 1.46 倍の実質年率（但し、年

20.0%を上限とします）で計算された額の遅延損害金をお

支払いいただきます。なお、遅延損害金の利率はカード交

付時の書面でお知らせするものとし、利率の変更について

は第 10 条（融資利率）（2）を適用します。 

（２）（1）の遅延損害金支払日は、遅延損害金の対象とな

る返済金のお支払い完了日以降に最初に到来する確定日

の直後のお支払日とします。 

第１１条（遅延損害金） 

返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相

当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、また第

19 条（期限の利益喪失）に該当した場合は、残債務（融

資金）の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から

完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率（但し、年

20.0%を上限とします）で計算された額の遅延損害金をお

支払いいただきます。なお、遅延損害金の利率はカード交

付時の書面でお知らせするものとし、利率の変更について

は第 10 条（融資利率）（2）を適用します。 

（削除） 



第１２条（ご利用・ご返済にかかる書面） 

（１）当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づ

き交付する書面（電磁的方法によるものを含む）を、カ

ードご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括

記載により交付するかを任意に選択できるものとしま

す。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、

当社は、カードのご利用を制限又は中止することがあり

ます。 

（２）               （略） 

第１２条（ご利用・ご返済にかかる書面） 

（１）当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づ

き交付する書面（電磁的方法によるものを含む）を、カ

ードご利用又はご返済の都度交付するものとします。但

し、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法に

より書面を交付することについて本会員から承諾を得

た場合には、毎月一括記載により交付できるものとしま

す。 

（２）               （略） 

第１３条（条件の変更） 

本会員は第 8 条（融資金等の支払方法）の融資金等のお支

払方法、第 9 条（返済方式及び返済額）（1）②のお支払日、

同条（3）②で指定した金額の変更を、当社の定める方法

によりいつでも申し出ることができるものとします。この

場合、当該変更の申し出のあった日以降最初に到来する確

定日の直後のお支払分から変更後の条件が適用されるも

のとします。 

第１３条（条件の変更） 

本会員は第 8 条（融資金等の支払方法）の融資金等の支払

方法、第 9 条（返済方式及び返済額）（1）②のお支払日、

同条（3）②で指定した金額の変更を、当社所定の方法に

より申し出ることができるものとします。この場合、当該

変更の申し出のあった日以降最初に到来する確定日の直

後のお支払分から変更後の条件が適用されるものとしま

す。 

第１５条（カードの紛失・盗難等） 

（１）カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合、速や

かに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、

所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等

を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 

 

 

（２）（1）の場合、ご本人以外によるカードのご使用によ

り生じた損害は本会員のご負担とします。但し、会員の

故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合

は、本会員のご負担とはなりません。 

第１５条（カードの紛失・盗難等） 

（１）カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード

情報を不正取得された場合（以下「紛失等」という）、

会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面を

ご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。な

お、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただ

きます。 

（２）（1）の場合、本人以外によるカード又はカード情報

の使用により生じた損害は本会員のご負担とします。但

し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社

が認めた場合は、この限りではありません。 

 

第１６条（カードの再発行） 

カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用できなくな

った場合には、会員には当社が定める手続きをおとりい

ただき、当社が認めた場合に再発行します。 

 

第１６条（カードの再発行） 

紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カ

ードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合に

は、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当

社が認めた場合に再発行します。 

第１７条（お届け事項の変更等） 

（１）               （略） 

（２）変更となった旨の連絡がなかったために、当社が本

会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合で

も通常通りに到着したとみなします。但し、やむを得

第１７条（お届け事項の変更等） 

（１）               （略） 

（２）当社が本会員から届け出があった連絡先に請求書、

通知書等を送付した場合は、それが未到着の場合でも

通常どおりに到着したものとみなします。但し、やむ



ない事情により（1）の変更手続きをとれなかった場合

を除きます。 

（３）               （略） 

を得ない事情により（1）の変更手続きをとれなかった

場合を除きます。 

（３）               （略） 

第１８条（本規約の変更等） 

当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホ

ームページ（http://936333.jp/）での告知その他当社所

定の方法により本会員にその内容をお知らせします。お

知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容を

ご承認いただいたものとみなします。 

第１８条（本規約の変更等） 

当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホ

ームページ（http://936333.jp/）での告知その他当社

所定の方法により本会員にその内容をお知らせします。

お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお

知らせ後１ヶ月の経過をもって、内容を承認いただいた

ものとみなします。 

第２０条（その他承諾事項） 

（１）その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきま

す。 

① 第 10 条（融資利率）（1）の利息、及び第 11 条（遅

延損害金）（1）の遅延損害金は日割計算で行うこと。 

②                （略） 

③第 8 条（融資金等の支払方法）以外のお支払方法におい

て本会員のご都合により発生した入金費用、公租公課、

又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の

費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員

資格をなくされた後についても本会員にご負担いただ

くこと。なお、当社が受領する諸費用は、第 11 条（遅

延損害金）（1）に定める上限を超えないものとします。 

 

④                （略） 

⑤当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた

場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、

及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行

すること。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

⑥～⑪             （略） 

（２）本会員は、会員が現在、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

第２０条（その他承諾事項） 

（１）その他以下の事項を予めご承諾いただきます。 

①第 10 条（融資利率）（1）の利息、及び第 11 条（遅延

損害金）の遅延損害金は、年 365 日（うるう年は年 366

日）の日割計算で行うこと。 

②                （略） 

③第 8 条（融資金等の支払方法）以外のお支払方法におい

て本会員のご都合により発生した入金費用、公租公課、

又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の

費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員

資格を喪失した後についても本会員にご負担いただく

こと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及

び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す

る法律に定める範囲内とします。 

④                （略） 

⑤当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又

は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの

調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収す

ること。 

⑥当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用

される可能性があると判断した場合には、会員に事前

に通知することなく、融資の全部もしくは一部の利用

を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りする

ことがあること。 

⑦前号の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再

発行手続きをとることがあること。 

⑧～⑬             （略） 

（２）本会員は、会員が現在、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、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準

じる者（以下総称して「暴力団員等」という）に該当

しないこと及び、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

確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団

員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われ

る場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該

事項に関する報告を求めることができ、当社がその報

告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間

内に報告書を提出しなければならないものとします。 

 

 

①～③             （略） 

（３）               （略） 

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ

うゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日

本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象とし

て指定する者、その他これらに準じる者（以下総称し

て「暴力団員等」という）に該当しないこと及び、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するものとしま

す。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいず

れかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの

利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を

求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本

会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出し

なければならないものとします。 

①～③             （略） 

（３）              （略） 

第２１条（会員資格の喪失等） 

（１）当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、

通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停

止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、

当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合

は、これに応じていただきます。 

①第 8 条（融資金等の支払方法）①の預金口座振替依頼書

等をご提出いただけないとき、又は第 20 条（その他承

諾事項）（１）⑨の場合に預金口座振替依頼書等をご提

出いただけないとき。 

②～⑧              （略） 

（新設） 

 

（２）～（３）            （略） 

（４）本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会

員も同様とし、（３）を適用いたします。 

（新設） 

第２１条（会員資格の喪失等） 

（１）本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通

知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご

利用可能枠の変更等をとる場合があります。また、当社

からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、こ

れに応じていただきます。 

①第 8 条（融資金等の支払方法）①の預金口座振替依頼書

等をご提出いただけないとき、又は第 20 条（その他承

諾事項）（１）⑪の場合に預金口座振替依頼書等をご提出

いただけないとき。 

②～⑧             （略） 

⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失

したとき。 

（２）～（３）            （略） 

（４）本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も

会員資格を喪失します。 

（５）本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。 



セゾンカードローンゴールド特約 

第５条（返済方式及び返済額） 

セゾンカードローン規約第 9 条（返済方式及び返済額）（3）

は次の通りとします。 

（３）融資金等の返済方式は定額リボルビング方式（標準

コース）とし、締切日における融資金残高（以下「締切

日残高」という）を基礎として、末尾「月々のお支払額

算出表」により算出された金額をお支払いただくものと

します。 

第５条（返済方式及び返済額） 

セゾンカードローン規約第 9 条（返済方式及び返済額）（3）

は次のとおりとします。 

（３）融資金等の返済方式は定額リボルビング方式（標準

コース）とし、算定日における締切日が到来した融資金

残高（以下「締切日残高」という）を基礎として、末尾

「月々のお支払額算出表」により算出された金額をお支

払いただくものとします。 

第６条（利息の支払い） 

（１）利息は毎月の締切日残高に対し前回のお支払日の翌

日から次回のお支払日までの日割計算によって計算さ

れた金額となります。但し、第 1 回目の利息は、ご利用

日の翌日から第 1 回目お支払日までの日割計算によっ

て計算された金額とします。 

 

 

 

（２）                （略） 

第６条（利息の支払い） 

（１）利息は、セゾンカードローン規約第 8 条（融資金等

の支払方法）①の口座お引落とし払いの場合は毎月の締

切日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの、②のお振

込・ご持参払いの場合は当月のお支払日の翌日から翌月

のお支払日までの日割計算とします。但し初回利息は、

ご利用日の翌日から、口座お引落とし払いの場合は締切

日の翌々月 4 日、お振込・ご持参払いの場合は初回お支

払日までの期間を日割計算します。 

（２）                （略） 

第７条（本特約の変更） 

本特約の一部又は全てを変更する場合は当社ホームペ

ージ（http://936333.jp/）での告知その他当社所定の

方法により本会員にその内容をお知らせします。お知ら

せ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承

認いただいたものとみなします。 

第７条（本特約の変更） 

本特約の一部又は全てを変更する場合は当社ホームペ

ージ（http://936333.jp/）での告知その他当社所定の

方法により本会員にその内容をお知らせします。お知ら

せ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ

後１ヵ月の経過をもって、内容をご承認いただいたもの

とみなします。 

【下線部は改定部分を示します｡】 

 
 

■個人情報の取扱い(収集･保有･利用･提供)に関する同意条項 新旧対照表 

改定前 改定後 

申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総

称して「会員」という）は、本同意条項及び今回お申込され

る取引の規約等に同意の上、申込みをします。 

申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総

称して「会員」という）は、本同意条項及び今回お申込され

る取引の規約等に同意します。 

第１条（個人情報の収集・保有・利用、預託） 

（１）会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾ

第１条（個人情報の収集・保有・利用、預託） 

（１）会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾ



ン（以下「当社」という）との各種取引（以下「各取引」と

いう）の与信判断及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）を当社所定の保護

措置を講じた上で収集・利用することに同意します。 

①各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月

日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務

先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が当社に届出

た事項 

 

 

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契

約額、支払回数、決済口座情報 

 

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 

 

④各取引に関する申込み及び支払途上における会員の支払能

力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、

支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の

返済状況 

⑤各取引において会員からの問合せにより当社が知り得た情

報（通話情報を含む） 

⑥         （略） 

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が

発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報（公

的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、

①～③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があり

ます。） 

⑧各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の

源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合

には、その際に収集した情報 

⑨官報や電話帳等一般に公開されている情報 

 

 

（２）         （略） 

ン（以下「当社」という）との各種取引（以下「各取引」と

いう）の与信判断及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）を当社所定の保護

措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 

①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込

書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情

報（E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネッ

ト上の連絡先を含む。）、職業、勤務先、家族構成、住居状況、

取引目的等の事項 

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契

約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内

容に関する情報 

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等

各取引に関する客観的事実に基づく情報 

④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関

する情報 

 

 

⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等

により、当社が知り得た情報（映像・通話情報を含む） 

⑥         （略） 

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が

発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報（公

的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、

①～③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があり

ます。） 

⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行

った場合には、その際に収集した情報 

 

⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開され

ている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの

（会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む） 

（２）         （略） 

第２条（営業活動等の目的での個人情報の利用） 

（１）会員は、第 1 条（1）に定める利用目的のほか、当社

が下記の目的のために第 1 条（1）①②の個人情報を利用す

ることに同意します。 

①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それら

第２条（第 1 条以外での個人情報の利用） 

（１）会員は、第 1 条（1）に定める利用目的のほか、当社

が下記の目的のために第 1 条（1）①②③④⑤⑨の個人情報

を利用することに同意します。 

①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それら



に付随して提供するサービスを含む。）、並びにその他当社の

事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等

による営業案内、関連するアフターサービス 

 

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・

印刷物の送付、電話等による営業案内 

 

③         （略） 

（２）会員は、前項の利用について、中止の申出ができます。

但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記

載される営業案内及びその同封物は除きます。 

に付随して提供するサービスを含む。）、並びにその他当社の

事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・

メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡

等による営業案内、関連するアフターサービス 

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・

印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他イ

ンターネット上の連絡等による営業案内 

③         （略） 

（２）会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができ

ます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書

等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 

第 3 条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（1）～（2）    （略） 

（３）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、

登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 

㈱シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法に基づ

く指定信用情報機関） 

〒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 15 階 

ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 0570－666－414 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.cic.co.jp/ 

登録情報 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本人を特定するための情報、契約の種

類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量／回数／

期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残

高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に

関する情報 

登録期間 

①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シ

ーに照会した日から 6 ヶ月間 

②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了

後 5 年間 

③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 

※㈱シー・アイ・シー（CIC）の加盟資格、加盟会員企業名

等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 

㈱日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定信用情

報機関） 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 

第 3 条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（1）～（2）    （略） 

（３）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話

番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 

㈱シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法に基づ

く指定信用情報機関） 

〒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 15 階 

ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 0570－666－414 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.cic.co.jp/ 

登録情報 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本人を特定するための情報、契約の種

類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量／回数／

期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残

高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に

関する情報 

登録期間 

①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シ

ーに照会した日から 6 ヶ月間 

②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了

後 5 年以内 

③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 年以内 

※㈱シー・アイ・シー（CIC）の加盟資格、加盟会員企業名

等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 

㈱日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定信用情

報機関） 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 



ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 0570-055-955 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.jicc.co.jp 

登録情報 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、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、商品名及びその数量等、支払回数等）、返済

状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、年間請

求予定額、完済日、延滞等）、取引事実に関する情報（債権回

収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等） 

 

 

登録期間 

①本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から 6 ヶ月を

超えない期間 

②本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取

引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 

③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完

済日から 5 年を超えない期間 

④取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から 5 年を超

えない期間 

 

⑤延滞情報は延滞継続中、延滞解消及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 

（４）        （略） 

ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ 0570-055-955 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.jicc.co.jp 

登録情報 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、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、商品名及びその数量等、支払回数

等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、

年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等）、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） 

 

登録期間 

①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情

報機構に照会した日から 6 ヶ月以内 

②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報等

が登録されている期間 

③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契

約終了後 5 年以内 

④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年

以内（ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事

実の発生日から 1 年以内） 

（削除） 

 

（４）        （略） 

第 5 条（本同意条項に不同意の場合） 

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の

申込書で会員が記載すべき事項）の記載をされない場合及び

本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお

申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第 2 条

（1）に同意しないことを理由に承諾をしないことはありま

せん。 

第５条（本同意条項に不同意の場合） 

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の

申込書で会員が記載すべき事項）の記載をされない場合及び

本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお

申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。

但し、第 2 条（1）①②に同意しないことを理由に各取引の

お申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありま

せん。 

第 6 条（問合せ窓口） 

当社の保有する会員の個人情報に関するお問合せや、開示・

訂正・削除の申出、第 2 条（2）の営業目的での利用の中止、

その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社コンタクト

センターまでお願いします。 

 

〒542－0081 大阪府大阪市中央区南船場 1－12－11 関

第 6 条（問い合わせ窓口） 

当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開

示・訂正・削除の申出、第 2 条（2）①②の営業目的での利

用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社

コンタクトセンターまでお願いします。 

 

〒542－0081 大阪府大阪市中央区南船場 1－12－11 関



西ユビキタス 3 階 

コンタクトセンター 

ﾌﾘｰｺｰﾙ 0120－936－333 

西ユビキタス 3 階 

コンタクトセンター 

ﾌﾘｰｺｰﾙ 0120－936－333 

第 7 条（各取引の契約が不成立の場合） 

（1）各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由

の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第

1 条（1）に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利

用されますが、それ以外に利用されません。 

①会員との各取引（新たなお申込みを含む）に関して、当社

が与信目的でする利用 

②第 3 条（2）に基づく加盟個人信用情報機関への登録 

（新設） 

 

 

 

（2）前項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情

報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のた

めに利用されます。 

第 7 条（契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用） 

（1）各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の

如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1

条（1）に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用

されますが、それ以外に利用されません。 

①会員との各取引（新たなお申込みを含む）に関して、当社

が与信目的でする利用 

②第 3 条（2）に基づく加盟個人信用情報機関への登録 

(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条（１）に基づき

当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請

求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利

用します。 

（3）第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用

情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査の

ために利用されます。 

【下線部は改定部分を示します｡】 
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