
※下記の内容をご確認・ご同意いただき、仮審査申込書にご署名のうえ、FAXしてください。

個人情報の取扱いに関する同意条項

「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。

　申込人は、仮審査申込書に記載のとおり株式会社但馬銀行（以下「銀行」という。）のローンの申込みにあたって、
次の条項に同意のうえ審査を申込みます。
　申込人は、株式会社ジャックス（以下「保証会社」という。）への保証委託は、銀行の審査の結果により銀行が任
意に行うことに同意します。申込人は、銀行および保証会社（以下「銀行等」という。）の審査の結果、融資が受けら
れない場合が生じても一切異議を述べません。この場合に申込人が借入申込時に差入れした仮審査申込書およ
び関係書類が申込人へ返却されないことに異議を述べません。

１．個人情報の収集、利用、保有
　申込人は、銀行等との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人
情報を銀行等が保護措置を講じた上で収集・利用し、保有することに同意します。

　①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、居住地等、本申
　込書にご記入頂く事項

　②申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等の契約情報
　③支払開始後の利用残高､月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報
　④支払能力判断のための申告情報、この申込み以外に銀行等と締結する契約
　に関する利用残高、返済状況等

　⑤申込人の運転免許証、パスポート等の本人確認のための情報
　⑥映像、音声情報（個人の肖像、音声を磁気的また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）
　⑧金融機関及び保証会社届出電話番号の現在及び過去の有効性（通話可

能か否か）に関する情報
２.開示等の手続き
　申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該
個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等（以下「開示請求等」という。）の申
立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
3.個人信用情報機関への登録・利用
（1）申込人は、本申込みに関して、銀行または保証会社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、破産等の官報情報を含む。）が登録
されている場合には、銀行等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。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）銀行等が加盟する個人信用情報機関および同機関が提携する個人信用
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。
　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)　
　　TEL.03-3214-5020　　0120-540-558
　　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
　　㈱日本信用情報機構（JICC）　TEL.0570-055-955
　　https://www.jicc.co.jp/
　②保証会社が加盟する個人信用情報機関　
　　㈱シー・アイ・シー(CIC)　TEL.0120-810-414　
　　https://www.cic.co.jp/  
　　㈱日本信用情報機構（JICC）　TEL.0570-055-955
　　https://www.jicc.co.jp/
　③CICおよびKSCならびにJICCは相互に提携しています。
（3）銀行または保証会社がこの申込みに関して、銀行または保証会社の加盟する
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み
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。

４.個人情報の利用目的について
　銀行等は、お客さまの個人情報について銀行等が保護措置を講じたうえ
で、次の利用目的の範囲内で適正に収集・利用いたします。
　①銀行等における「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく
　申込人の確認等や金融商品やサービスの利用にかかる資格等の確認
　のため
　②現在および将来における銀行等の与信判断のため
　③銀行等とお客様との取引および交渉経過その他の事実に関する記録
　保存のため
　④ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
　⑤銀行等内部における市場調査および分析および金融商品およびサー
　ビスの研究および開発のため

５.個人情報の第三者への提供について
　銀行等は、以下の範囲で個人情報を第三者に提供することがあります。
（1）提供する第三者の範囲
　①銀行および保証会社相互間
　②銀行の有価証券報告書に記載されている子会社および関係会社
　③銀行および保証会社のホームページで公表している関係会社および
　提携会社

（2）第三者に提供される情報の内容
　申込人の申込内容（申込日・申込商品種別等の申込事実情報、申込人の
氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情
報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報および交渉経過
等の客観的事実情報）、本人確認書類に記載された本人確認情報およ
び銀行等の与信評価情報

（3）利用する者の利用目的
　上記４.に記載の各目的（この場合において、上記目的中「銀行等」とある
のは、「提供する第三者」と読み替えます。）

（注）「銀行等の個人情報保護に関する基本方針」、「銀行の有価証券報告
書に記載されている子会社および関係会社」、「銀行および保証会社のホ
ームページで公表している関係会社および提携会社」等は、銀行等のホー
ムページで公表いたしております。
　　◎https://www.tajimabank.co.jp/　　◎https://www.jaccs.co.jp/
６.本条項に不同意の場合
　銀行等は、申込人がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場合お
よび本条項に同意しない場合は、本申込みの受付をお断りすることがあり
ます。

７.本契約が不成立の場合
　申込人は、本申込みにかかる契約が不成立であっても、その理由の如何を
問わず上記１、3に基づき、本申込みをした事実に関する個人情報が銀行
等において一定期間利用されることに同意します。

８.お問合せ窓口
（１）銀行のお問合せ窓口
　株式会社但馬銀行　個人ローン部
　〒668-8650　兵庫県豊岡市千代田町1-5　TEL.0796-26-3104
（２）保証会社お問合せ窓口
　株式会社ジャックス　大阪カスタマーセンター（お客様相談室）
　〒560-0082　大阪府豊中市新千里東町1-5-3　千里朝日阪急ビル
　ナビダイヤル.0570-550-061

登録情報
登録期間

ＫＳＣ ＣＩＣ ＪＩＣＣ

本契約に係る
申込みをした
事実

銀行が信用情報を
利用した日から1年
を超えない期間

会員が個人信用情
報機関に照会した
日から6か月間

会員が個人信用情
報機関に照会した
日から6か月以内



たんぎんセカンドライフ応援 仮審査申込書
株式会社但馬銀行あて　　　 株式会社ジャックスあて

FAX番号
0796-26-3112

1.この仮審査申込書によるお申込みでは、審査結果をご連絡した後、ご本人さまにお取引店にご来店いただき、別途正式なお手続きをしていただくことが必
要となります。2.審査の結果によりご希望に添えない場合もございます。3.この仮審査申込書のご記入内容と正式申込書ならびに確認資料の内容が異なる
場合や、お客さまの状況の変化により、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添えない場合もございます。（お手元の資料等をご確認のうえ、
正確にご記入ください。）4.この仮審査申込書は、審査の結果にかかわらず、ご返却できませんのでご了承ください。5．仮審査お申込時の内容と正式ご契約
時のご提出書類により、正式審査手続きをさせていただきます。審査に時間がかかる場合や審査の結果によっては、ご契約いただけない場合がありますので
あらかじめご了承ください。6.ご自宅またはお勤め先に電話でご連絡をさしあげる場合がありますのでご了承ください。

お申込みにあたってのご留意事項

太線内のすべての項目について、お申込みになるご本人さまがはっきりと正確にご記入ください。

万円

万円

1. 正社員　2. 公務員　3. 自営業　4. 会社役員　5. 契約・派遣社員　
6. パート･アルバイト 　9. その他（　　　　　　　　　　　　　　）

お
申
込
人

同居家族
（本人含む）

お 名 前

お 使 い み ち

フリガナ

フリガナ
※アパート・マンション・団地･号室等を詳しくご記入ください〒　　　　　̶

ご 住 所

ご自宅
電話番号

業　種

従業員数

年収（年金は除く）

手取月収（年金は除く）

携帯電話番号
※固定電話無の方は
　必ずご記入ください

固定電話番号
※固定電話をお持ちの方は
必ずご記入ください

生　年　月　日 性　別

子  供

その他

配偶者

男　･　女 有　･　無

1. 本人持家　2. 家族持家　3. 社宅　4. 公営住宅　5. 借家　
6. 賃貸マンション･アパート　7. 寮　8. その他

1.本人　2.家族　3.その他

昭和 ・ 平成 ・ 令和　　　　　　年　　　　　月

人

人

人

お住まい 入居年月

昭和 年　　 月　　 日  （　　　歳）

令和　　　年　　 月　　 日

名　義1.本人　2.家族　3.その他

－　　　　　　 － －　　　　　　 －

勤務先電話番号 －　　　　　　　－

名　義

ご
職
業
の
あ
る
方

職  業

所 在 地

フリガナ

〒　　　　　̶

会 社 名
（ 屋 号 ）

職　種

1.会社経営　2.管理職　3.事務・総合職　
4.営業・販売職　5.介護・看護　6.作業員・工員　
7.専門・技術　8.運転　9.接客　
10.医師・弁護士・会計士・税理士　11.その他

所属部署

お借入状況

当　　行

当行以外

件   数

件

件

残   高 残   高

万円

万円

年間返済額
住宅ローン 住宅ローン以外

年間返済額

万円

万円

万円

万円

万円

万円

取引年数

取引内容

年　　　か月 流動性 千円
1.普通  当座  定期  定積
2.給与振込  年金振込  配当金振込
3.住宅ローン  カードローン  その他ローン  
4.自振（電話・電気・水道・NHK・その他）

千円金融機関
使用欄

金融機関コード

備考

0164
支店コード 支店名

矢印の方向に
ご送信ください（　　 ）

定期性
営業年数
売上高
当期利益

年 　 　月
百万円
百万円

預
金

事
業
概
況

担当者検印

月年平成
令和

万円 1. 社保　2. 国保  
3. 組合　4. その他（　　　　）

1. 厚生　2. 国民  
3. 共済　4. その他（　　　　）

1. 10人以下　2. 20人以下　3. 50人以下　
4. 100人以下　5. 101人以上　6. 公務員

1. 携帯電話　　
2. ご自宅　　
3. 勤務先

時ごろ
（平日9時から17時をご指定ください）

審査結果等のご連絡先

ご連絡可能なお時間

※ご本人様以外にお申込内容を
　お伝えすることはございません。

年金の内容
受給開始年月 年金の種類 年間受給額 健康保険種別

入社年月 昭和･平成･令和　　年　　月

1. 製造　2.土木建築　3.不動産　4.卸売・小売　
5.情報通信　6.運輸・倉庫　7.電気・ガス・水道　
8.金融・保険　9.公共団体　10.飲食・宿泊　
11.医療・介護・福祉　12.その他サービス　13.農林鉱漁業

同意の
ご署名

私は、「個人情報の取扱いに関する同意条項」を
確認し、同意のうえ、本ローンを申込みます。

カードローン
フリーローン

カードローン・フリーローンの
同時申込みも可能です。

フリーローン
のお申込 万円 か月年毎月　･　２か月ごと お借入

希望期間
ご返済の
周期

お借入
希望金額

お取引
希望店

カードローン
のお申込 万円 新規　･　増額お申込

区分
お借入
希望金額

□ 物品購入　　□ 旅行　　□ 生活費　　□ 医療･介護　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

お 申 込日 お申込動機 １．行員･職員　 ２．知人　 ３．インターネット広告・HP　 ４．新聞　 ５．チラシ　 ６．ＤＭ
７．電話案内　 ８．その他（　　　　　　　　　　　　）


