


　借入申込者、連帯債務者予定者、連帯保証人予定者および物上保証人予定者（以下「私」という。）は、株式会社但馬銀行
（以下「銀行」という。）にローンを申し込むにあたり（以下｢本申込｣という。）、銀行が店頭にポスター掲示またはホームページに掲
載している銀行の業務ならびに利用目的のほか、本書記載の個人情報の取得・保有・利用等に関する下記条項の内容を十分
確認のうえ、これに同意します。

〔個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項〕
　※物上保証人（連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合を除く）には、第３条は適用されません。

第１条（個人情報の取得・保有・利用・提供および預託）
１．私は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における本申込および本申込以外の契約
の与信判断（途上与信を含む。）ならびに与信後の債権管理・回収業務のため、銀行が保護措置を講じたうえで、取得・保
有・利用・提供（銀行法施行規則第１３条の６の７等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての
情報、その他の特別の非公開情報（業務上知り得た公表されていない情報）は、適切な業務運営の確保の他必要と認め
られる場合に限る。）することに同意します。
＜取得・保有する個人情報＞
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、決算・税務申告に関する情報、資産・負債に関する情
報、返戻保証料振込口座および返済指定口座情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載のすべて
の情報
②　本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③　取扱商品、サービス内容、取引先等、経営内容に関する情報
④　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
⑤　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、信用格付・自己査定の結果等、私の銀行における
取引情報 （過去のものも含む）
⑥　所有資産・与信取引情報等、返済能力に関する情報、および与信審査・条件変更審査内容に関する情報
⑦　延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑧　期限の利益喪失、法的整理、手形不渡等事故発生に関する情報、および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

２．第７条の場合など、銀行が本契約にかかる事務を第三者へ業務委託する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じ
たうえで、前項により取得した個人情報を当該業務委託先へ預託することに同意します。

第２条（個人情報の利用）
　私は、前条の個人情報を、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内およびマーケティング活動、商品開発を行うために利用すること
に同意します。
第３条（信用情報機関への利用、登録等）
１．私は、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私の個人情報（当該各機関の
加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協
会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。）が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判
断（返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第１３条の６の６等により、返済能力に関する情報につい
ては返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。）のために利用することに同意します。
２．銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込の内
容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、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。
　　１）全国銀行個人信用情報センター：１年を超えない期間
　　２）株式会社日本信用情報機構：６ヶ月間
３．私は、下表の個人情報（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、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力調査の目的に限る。）のために利用されることに
同意します。

全国銀行個人信用情報センター

株式会社日本信用情報機構

４．私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守
状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関および
その加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
５．前４項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。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。）

＜当行が加盟する個人信用情報機関＞

＜当行が加盟する個人信用情報機関（全国銀行個人信用情報センター）が提携する個人信用情報機関＞

第４条（銀行と保証会社の間での個人情報の提供）
　私が本申込に関して保証会社に保証委託する場合は、私は、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情
報が、保証会社における下記の目的の達成に必要な範囲で、銀行から保証会社に提供されることに同意します。
＜銀行から保証会社に提供される情報＞
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、申込内容に関する情報等、
申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
②　本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③　商業登記簿謄本（登記事項証明書）、不動産登記簿謄本、住宅地図等の公開情報から取得する情報
④　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
⑤　銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、私の銀行における取引情報 （過去のものも含
む）
⑥　所有資産・与信取引情報等、返済能力に関する情報、および与信審査・条件変更審査内容に関する情報
⑦　延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑧　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＞
①　本申込（条件変更申込含む）ならびに本契約の受付、資格確認、保証・条件変更の審査、保証・条件変更の決定
②　保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③　加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
④　法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑤　市場調査等研究開発ならびにアンケートの実施
⑥　取引上必要な各種郵便物の送付
⑦　金融商品やサービスの各種ご提案
⑧　代位弁済請求の受付、代位弁済の審査
⑨　その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるための行為
また、本申込および本契約にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における下記の目的の達成に必要な範囲
で、保証会社から銀行に提供されることに同意します。

＜保証会社から銀行に提供される情報＞
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、申込内容に関する情報等、
申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
②　本申込ならびに本契約にあたり提出する付属書類等に記載のすべての情報および銀行が口頭にて確認する情報
③　保証会社における保証審査の結果に関する情報
④　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
⑤　保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全
に必要な情報
⑥　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、代位弁済手続に必要な情報
⑦　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　保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認
②　保証依頼基準の見直し
③　代位弁済完了の確認
④　本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理
⑤　加盟する個人信用情報機関への提供
⑥　法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑦　市場調査等研究開発
⑧　取引上必要な各種郵便物の送付
⑨　金融商品やサービスの各種ご提案
⑩　その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるための行為

第５条（個人情報の債権譲渡にともなう第三者提供）
　ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情
報が当該債権譲渡または証券化に必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特別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６条 （個人情報の提携先への第三者提供）
　私は、本契約が提携ローン（職域提携ローン、業者提携ローン等）等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にか
かる情報を含む私に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で銀行から提携先に提供されることに同意します。
＜提携先該当事由＞
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　提携先が返済手続きをする場合

＜提供される情報＞
①　氏名、住所、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および利子補給を直接
受領する場合は振込口座
②　延滞情報、破産情報等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　提携先における利子補給の手続き
③　提携先による返済の手続き

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第３条により法務大臣の認可を受けた債権回収会社に本契約にかかる債
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私に関する下記情報を、同社における下記目
的のために銀行から同社に提供され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、申込内容に関する情報等、
申込書ならびに契約書に記載のすべての情報
②　本申込ならびに本契約にあたり提出される付属書面等に記載のすべての情報および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、信用格付・自己査定の結果等、私の銀行における
取引情報 （過去のものも含む）
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　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＞
　管理回収会社における銀行債権の管理・回収のため
第８条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．私は、銀行に登録（登録とは電子計算機、ファイルにより検索可能な状態にあるものとします）されている自己に関する客
観的な取引事実に基づく個人情報に限り、銀行の手続きにより開示するよう請求することができます。但し、銀行の審査基
準・ノウハウに属する情報、銀行が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報およびその他銀行の業務に基づき記録
されている情報であって、これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると銀行が判断した情報について
は、銀行は開示しないものとします。
（注）１．銀行に開示を求める場合は、銀行の問い合わせ窓口に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。

なお、問い合わせ窓口は、銀行の店頭にポスター掲示または銀行のホームページに掲載します。
（ホームページアドレス：https://www.tajimabank.co.jp/)

２．第３条第５項に記載の個人信用情報機関に開示を求める場合は、当該機関に連絡のうえ、所定の手続きを行っ
てください。

２．開示を行った結果、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合の訂正・削除の申し立てについては、個人信用情
報機関および銀行が定める手続きおよび方法によって行います。

第９条（条項の不同意）
１．私が本契約に必要な記載事項（本申込書で申込人が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意の内容
の全部又は一部に同意できない場合、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第２条
のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません。
２．銀行は、申込人が第2条に同意しない場合、宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の措置を取るもの
とします。

第10条（個人情報の利用停止）
　本同意条項第２条による同意を得た範囲内で銀行が個人情報を利用している場合であっても、私から中止の申出があった
場合は、それ以降の銀行での本同意条項第２条に基づく利用を停止する措置を取るものとします。
第11条（契約の不成立）
　私は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず第１条及び第４条に基づき、本契約にかかる申込をした
事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第12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。
第13条（お問い合わせ窓口）
　本同意条項に関するお問い合わせおよび第８条の個人情報の開示・訂正・削除の請求ならびに第９条第２項および第１０
条の利用停止のお申出は、銀行の問い合わせ窓口とします。なお、問い合わせ窓口は銀行の店頭にポスター掲示または銀行
のホームページに掲載します。
　（ホームページアドレス：https://www.tajimabank.co.jp/）

以　上

個人情報の取扱いに関する同意条項（但馬銀行用）

登録情報 登録期間

氏名、生年月日、性別、住所（本人への郵便不着の有無等を
含む。）、電話番号、勤務先等の本人情報

契約金額、契約日、完済予定年月等の本契約の内容および
その返済状況（延滞等の事実を含む。）

当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約
またはその申込の内容等

不渡情報

官報情報

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、貸付自粛等の本人申告情報

下記の情報のいずれかが登録されている期間

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

当該利用日から１年を超えない期間

第１回目不渡は不渡発生日から６ヶ月を超えない期間、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

当該調査中の期間

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 登録期間

本人を特定するための情報（氏名、生年月日、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）および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、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）

本申込に基づく個人情報（本人を特定する情報、ならびに申込日
および申込商品種別等の情報）

下記のいずれかが登録されている期間

契約継続中および契約終了後５年以内

契約継続中および契約終了後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）

照会日から６ヵ月以内

全国銀行個人信用情報センター

株式会社　日本信用情報機構
（ＪＩＣＣ）

〒100‒8216
東京都千代田区丸の内１‒３‒１
　
〒110‒0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館

03‒3214‒5020

0570‒055‒955

https://www.zenginkyo.or.jp/
pcic/

https://www.jicc.co.jp/

ホームページアドレス電話番号名　称 所在地

ホームページアドレス電話番号名　称 所在地

株式会社　日本信用情報機構
（ＪＩＣＣ）

株式会社 シー・アイ・シー

〒110‒0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号
住友不動産上野ビル5号館
　
〒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

0570‒055‒955

0120‒810‒414

https://www.jicc.co.jp/

https://www.cic.co.jp/

（R02.04 SH）2枚目 「個人情報の取扱いに関する同意条項」は、お手元に保管してください。



個人情報等の取扱いに関する同意条項（保証会社：株式会社セゾンファンデックス）

第１条（個人情報及び信用情報の収集・保有・利用、提供等）

１．申込者等は、今回のお申込みを含む株式会社セゾンファンデックス（以下、「保証
会社」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、以下の各号に掲げる情報（以下、これらを総称して「個人情報」という）
を保証会社所定の保護措置を講じた上、収集・保有・利用することに同意します。
（１）申込者等の名称・氏名、代表者氏名、年齢、生年月日、性別、所在地・住所、電
話番号（携帯を含む）、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス、家族構成、住居状況、職
業、勤務先、勤務先電話番号等、申込書及び申込書以外で保証会社に届け出た事項

（２）各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、貸付日、商品名、お支払い口座、
貸付金額、支払回数、保証額等、各取引内容に関する情報

（３）各取引に関する入金日、入金予定日、貸付残高、完済日、返済状況等、取引の状
況や履歴に関する情報

（４）支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産・負債、収入・支出に関する
情報、保証会社が収集したローン利用履歴・過去の債務の返済状況等の取引事実に
関する情報及び不動産の評価に関する情報

（５）法令等に基づき、申込者等が保証会社に提示又は提出した運転免許証・パスポー
ト等の本人確認書類に記載されている情報

（６）申込者等が保証会社に提出した、資力を明らかにする事項を記載した書面に記載
されている情報

（７）保証会社が適正かつ適法な方法で公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附
票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報（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）（２）（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）官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
（９）申込者等からの問合せにより保証会社が知り得た情報（通話内容を含む）
２．申込者等は、保証会社が以下の各号に該当する場合、前項各号の個人情報を必要な
範囲で提供することに同意します。
（１）保証会社が、申込者等の所有する不動産の担保価値の評価・分析を行うため、必
要な範囲で調査会社に個人情報を提供すること

（２）保証会社が、申込者等との取引に関する業務を外部委託する場合に、業務の遂行
に必要な範囲で個人情報を提供すること

（３）保証会社が、申込者等に対する債権を譲渡等する場合に、当該債権の評価・分析
を行うため、必要な範囲で法務大臣許可の債権回収会社等に個人情報を提供するこ
と及び当該債権を譲渡するため必要な範囲で譲受（予定）会社に個人情報を提供す
ること　

第２条（営業活動等の目的での個人情報の利用）

１．申込者等は、前条第１項各号に定める利用目的のほか、保証会社が以下の各号に掲
げる目的のために前条第１項（１）（２）の個人情報を利用することに同意します。
（１）保証会社の事業（金融貸付業その他貸金業者が営むことができる業務、不動産業
その他宅地建物取引業者が営むことができる業務、今後取扱いが認められる業務）
及びこれらに付随する業務に係る宣伝物・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）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）保証会社の事業及びこれらに付随する業務、その他保証会社の事業に係る市場調
査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、ホームページ（https://www.fundex.co.jp/）に常
時掲載しております。

２．申込者等は、前項（１）（２）の利用について、中止の申し出ができます。但し、各
取引の約款等に基づき保証会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（信用情報機関への登録・利用・提供）

１．申込者等（物上保証人予定者を除く。以下本条において同じ）は、保証会社が加盟
する信用情報機関（個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う個人情報
取扱事業者に対する当該情報の提供を業とする者。以下、「加盟信用情報機関」とい
う）及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関（以下、「提携信用情報機関」と
いう）に申込者等に係る法人貸付情報又は申込者等の個人情報が登録されている場合
には、当該情報（以下、「信用情報」という）の提供を受け、返済又は支払能力を調
査する目的のみに利用することに同意します。
２．申込者等は、保証会社が、次項に定めるとおり申込者等に係る信用情報を加盟信用
情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の加盟会
員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加
盟会員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
３．加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情
報・登録期間は、以下のとおりです。

◆株式会社日本信用情報機構
　〒110-0014　東京都台東区北上野1－10－14　住友不動産上野ビル5号館
　TEL：0570－055－955
　ホームページアドレス：https://www.j icc .co . jp/

４．提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは以下の
とおりです。

◆全国銀行個人信用情報センター
　〒100-8216　東京都千代田区丸の内1－3－1　
　TEL：0120－540－558　03－3214－5020　
　ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or . jp/pcic/
◆株式会社シー・アイ・シー
　〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－23－7
　新宿ファーストウエスト15階
　TEL：0570－666－414　0120－810－414
　ホームページアドレス：https://www.cic .co . jp/
第４条（個人情報の開示・訂正・削除）

１．申込者等は、保証会社並びに加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に対して、以
下のとおり自己に関する個人情報の開示請求ができます。
（１）保証会社に開示を求める場合には、第６条記載の問合せ窓口にご連絡ください。
開示請求手続（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。

（２）加盟信用情報機関及び提携信用情報機関に開示を求める場合には、各加盟信用情
報機関にご連絡ください。

２．万一、保証会社の保有する申込者等の個人情報の内容が事実と相違していることが
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ます。

第５条（本同意条項に不同意の場合）

　保証会社は、申込者等が申込みに必要な記載事項（申込書等に申込者等が記載すべき事
項）を記載し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、申込みに対し
て承諾しないことがあります。但し、第２条第１項（１）（２）に掲げる営業目的での利用
に同意しないことを理由に承諾しないことはありません。
第６条（問合せ窓口）

　保証会社の保有する申込者等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条第２項に基づく営業目的での利用の中止、その他のご意見の申出に関しまして
は、以下の窓口までお願いします。
◆株式会社セゾンファンデックス　信用保証担当
　TEL：03－6733－6733
第７条（契約が不成立の場合）

　各取引の契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、契約が不
成立となった事実及び第１条第１項に基づき保証会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ることはありません。
（１）申込者等と保証会社との取引（新たな申込みを含む）に関する与信判断
（２）第３条第２項に基づく加盟信用情報機関への提供
第８条（合意管轄裁判所）

　申込者等と保証会社との間で個人情報に関して、訴訟の必要が生じた場合には、訴訟額
の多少にかかわらず、保証会社の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とします。
第９条（同意条項の変更）

　本同意条項は、保証会社所定の手続きにより変更することができます。
以上

保証人予定者及び物上保証人予定者（以下、総称して「申込者等」といい、契約者を含む。以下同じ）は、株式会社セゾンファンデックスの「個人情報等の取扱い
に関する同意条項」（以下、「本同意条項」という）に同意します。

登録情報 登録期間
申込情報（申込日、申込商品種別等） 照会日から6か月以内

法人を特定するための情報（法人名、代表
者名、所在地、電話番号等）

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、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）

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
（但し、本申込みに関する契約が成立しなか
った場合、本人を特定するための情報は、
照会日から６か月以内）

契約継続中及び契約終了後５年以内（但
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）

（R02.04 SH）3枚目 「個人情報の取扱いに関する同意条項」は、お手元に保管してください。
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保 証 委 託 約 款

第１条（信用保証の委託）
１．保証委託者は、ローン契約に基づき金融機関に対し負担する債務について、保証会社に信用保証
を委託します。
２．前項の信用保証は、保証会社と金融機関との間の取り決めに基づいて行われます。
第２条（保証委託の範囲等）
１．保証委託者が、保証会社に保証委託する債務の範囲は、ローン契約に基づき生じた借入金債務、
利息債務、損害金その他一切の債務（以下、「本ローン契約に関する債務」という）とします。
２．保証委託者と保証会社との保証委託契約は、保証委託者と金融機関との間のローン契約が成立
したときに成立し、当該契約に基づく融資が実行されたときに効力が生じます。
３．保証委託者は、保証委託契約の締結に関する事務手数料に消費税及び地方消費税相当額を加
えた金額を保証会社に支払います（支払いに関する振込手数料等の費用は、保証委託者の負担とし
ます）。
４．本約款に基づく保証は、保証委託契約成立時におけるローン契約に定められた貸付期間に基づ
いてなされるものであり、その後にローン契約の貸付期間が延長された場合であっても、保証会社が
予め同意しない限り、保証期間は延長されません。
５．前条第２項の保証会社と金融機関との取り決め上の保証債務の免責事由等が生じた場合又は保
証会社が必要と認めた場合、保証委託者及び保証人は、保証会社がその後保証債務を免れること
について予め承諾します。

第３条（担保物件）
１．保証委託者及び保証人は、保証会社が保証委託契約の締結条件として、その所有する不動産そ
の他の財産権（以下、「担保物件」という）に、本約款に基づき生じた保証会社の求償債権を担保す
るため有効かつ最先順位の担保権の設定を求めた場合、これに同意します。また、この場合、担保権
を設定する保証委託者又は保証人（以下、本条において「担保権設定者」という）は、保証会社が対
抗要件を具備するために必要な手続きに協力します。
２．担保権設定者は、担保物件を善良なる管理者の注意をもって保全し、担保物件について保証会社
の書面による承諾なく、自己又は第三者をして担保物件の現状を変更し、又は第三者のために権利を
設定し、若しくは譲渡してはなりません。但し、保存行為はこの限りではありません。

３．担保権設定者は、担保物件の全部又は一部が滅失したとき、若しくは価格の下落等により担保価
値に変動が生じたとき、又は保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れ、又
は保証人を追加します。
４．担保権設定者は、担保物件を必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法・時期・
価格等により保証会社が処分することに同意します。
５．保証会社が担保物件につき、変更・解除・放棄・返還等をしても、担保権設定者の責任には変動は
生じません。
６．保証委託者及び保証人は、金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保物件又は保証会社に移
転した担保物件についても前五項に準じて取り扱うことに同意します。

第４条（求償権の事前行使）
１．保証委託者又は保証人について、以下の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は次条の
代位弁済前に求償権を行使することができます。
（１）仮差押、強制執行若しくは、担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実
行通知が到達したとき、支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手
続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき

（２）公租公課につき差押又は保全差押を受けたとき
（３）手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
（４）保証会社に差し入れた担保の価値が著しく減価したとき
（５）金融機関又は保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
（６）住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社に
保証委託者又は保証人の所在が不明となったとき

（７）保証委託者又は保証人が、第１６条に定める暴力団員等若しくは同条第１項各号のいずれかに
該当し、若しくは同条第２項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第１項の規定に基づく
表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

（８）前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
２．保証会社が前項により求償権を行使する場合には、保証委託者は、民法第461条（主たる債務者
が保証人に対して償還をする場合）に基づく抗弁を行使しません。本ローン契約に関する債務又は第
６条の償還債務がある場合にも同様とします。

第５条（代位弁済）
１．保証委託者が、本ローン契約に関する債務の全部又は一部の履行を遅滞したため、保証会社が、
金融機関から保証債務の履行を求められたときは、保証委託者及び保証人に対して通知をしなくても
弁済することができます。
２．保証会社が前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、ローン契約のほか本
約款の各条項が適用されます。

第６条（求償権の範囲） 
　保証会社が前条第１項の弁済をしたときは、保証会社に対してその弁済額及びこれに対する弁済の日
の翌日以後年14.6パーセントの割合による損害金並びに避けることのできなかった費用その他の損害を償
還します。この場合の損害金の計算方法は日割計算とします。
第７条（弁済の充当順位）
１．保証会社は、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対する本約款から生じる償
還債務、その他の債務（以下、「本約款から生じる債務」と総称する）の全額を消滅させるに足りない
ときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当することができます。
２．保証委託者又は保証人が、本約款から生じる債務及び本約款以外の保証委託契約から生じる債
務を保証会社に負担している場合に、保証委託者又は保証人の弁済した金額が、保証会社に対す
るこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により、いず
れの保証委託契約から生じる債務（但し、弁済者が債務を負担していないものを除きます）にも充当す
ることができます。

第８条（届出、調査及び報告）
１．保証委託者又は保証人の氏名、住所等の保証会社に届け出た事項について変更があったときは、
直ちに保証会社所定の届け出をし、保証会社の指示に従います。
２．前項の届出を怠る、或いは保証委託者又は保証人が保証会社からの通知又は送付書類等を受
領しないなど、保証委託者又は保証人が責任を負わなければならない事由により、通知又は送付書
類が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
３．保証委託者又は保証人は、財産・収入・信用等について、保証会社から請求があったときは直ちに
報告し、また、保証会社の調査に必要な便益を提供します。
４．前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに保証会社に報告し、
その指示に従います。
５．保証委託者又は保証人の財産の調査について保証会社が必要とするときは、保証会社を保証委
託者又は保証人の代理人として、市町村の固定資産税台帳等の公簿を閲覧することを委任します。

第９条（公正証書の作成）
　保証委託者は、保証会社の請求があるときは、本約款に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服
する旨の陳述を記載した公正証書の作成に必要な一切の手続をいたします。
第１０条（費用の負担）
　保証会社が第５条第１項の弁済によって取得した権利の保全若しくは行使又は担保の保全、行使若し
くは処分に要した費用及び本約款から生じた一切の費用は、保証委託者の負担とし、保証会社の請求に
より直ちに保証会社に償還します。
第１１条（連帯保証人）
１．保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、第２条第３項の事務手数料支払債務、第６条の償還債
務、及び前条の費用償還債務の全額につき、保証委託者及び他の保証人と連携して履行の責を負
います。

２．保証人が金融機関に対して保証会社の保証にかかる本ローン契約に関する債務につき保証をし、
又は担保の提供をしたときは、保証会社と保証人との間における求償及び代位の関係を以下のとおり
とします。
（１）保証会社が第５条第１項の弁済をしたときは、保証人は、保証会社に対して第６条の求償権全額
を償還します。

（２）保証会社が第５条第１項の弁済をしたときは、保証人が本ローン契約に関する債務につき金融
機関に提供した担保の全部について、保証会社は金融機関に代位し、第６条の求償権の範囲内
で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。

（３）保証人が金融機関に対する自己の保証債務を弁済したとき、又は保証人が金融機関に提供し
た担保が実行されたときは、保証人は、保証会社に対して何らの求償をしません。

３．保証会社が、保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、保証委託者及び他の保証人に対し
ても、その履行の請求の効力が生じるものとします。

第１２条（代位取得の手形）
　代位により金融機関から保証会社に移転した手形につき、その権利が消滅した場合にも、保証委託者
及び保証人の保証会社に対する償還債務には変動を生じません。
第１３条（債権譲渡等）
　保証会社が保証委託者又は保証人に対して有する債権を第三者に譲渡又は担保に供することに、保
証委託者及び保証人は異議を述べません。
第１４条（情報の提供）
１．保証会社又は金融機関が、ローン契約又は保証委託契約等に係る与信管理のため相互の要請に
応じて、保証委託者又は保証人から入手した保証委託者又は保証人に係る情報（個人情報を含む
が、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加盟会員に当該情報を提
供することを業とする者をいう）より提供を受けた情報は除く）を相互に開示することについて、保証委
託者及び保証人は予め同意します。
２．保証会社が第5条第1項の弁済をした場合、保証委託者は、保証会社が本約款から生じる債務の
不履行の有無並びにこれらの残高及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を、保
証人に対して提供することをあらかじめ承諾します。

第１５条（個人信用情報機関への登録等）
１．保証委託者及び保証人は、保証会社が加盟する信用情報機関（以下、「加盟信用情報機関」とい
う）及び加盟信用情報機関と提携する信用情報機関（以下、「提携信用情報機関」という）に保証委
託者及び保証人に係る法人貸付情報又は保証委託者及び保証人の個人情報が登録されている場
合には、当該情報（以下、「信用情報」という）の提供を受け、返済又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。
２．保証委託者及び保証人は、保証会社が、次項に定めるとおり保証委託者及び保証人に係る信用
情報を加盟信用情報機関に提供し、加盟信用情報機関がその加盟会員及び提携信用情報機関の
加盟会員に提供することに同意します。なお、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員は、信用情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
３．加盟信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレス・登録情報・登録期間は、
以下のとおりです。

◆株式会社日本信用情報機構
　〒110-0014　東京都台東区北上野1－10－14　住友不動産上野ビル5号館
　TEL：0570－055－955
　ホームページアドレス：https://www.j icc .co . jp/

４．提携信用情報機関の名称・住所・問合せ電話番号・ホームページアドレスは、以下のとおりです。
◆全国銀行個人信用情報センター
　〒100-8216　東京都千代田区丸の内1－3－1　
　TEL：0120－540－558　03－3214－5020　
　ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or . jp/pcic/
◆株式会社シー・アイ・シー
　〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－23－7　新宿ファーストウエスト15階
　TEL：0570－666－414　0120－810－414
　ホームページアドレス：https://www.cic .co . jp/
第１６条（反社会的勢力の排除）
１．保証委託者及び保証人は、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又は特殊知能暴力集
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、及び以下の各
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、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又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、又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）役員又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．保証委託者及び保証人は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に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、又は暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を

妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為
第１７条（管轄裁判所の合意）
　保証委託者及び保証人は、本約款に関し紛争が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、保証会社
の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第１８条（本約款の変更）
１．本約款は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合に、変更
後の規定の内容を、保証会社のホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更
します。
２．前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されます。

以上

保証委託者は、以下の各条項を承認のうえ、株式会社但馬銀行（以下、「金融機関」という）との金銭消費貸借契約（以下、「ローン契約」という）に基づき金融機
関に対し負担する債務について、株式会社セゾンファンデックス（以下、「保証会社」という）に保証を委託します。また、保証人（保証会社以外の連帯保証人を
いう。以下同様）も、以下の各条項を承認します。

登録情報 登録期間
申込情報（申込日、申込商品種別等） 照会日から6か月以内
法人を特定するための情報（法人名、代表者
名、所在地、電話番号等）
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、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）

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（但し、本
申込みに関する契約が成立しなかった場合、
本人を特定するための情報は、照会日から６か
月以内）

契約継続中及び契約終了後５年以内（但し、
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）
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