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個人情報の取扱いに関する同意条項 

株式会社秋田銀行 御中 

第１条 個人情報の利用目的について 

 申込者（申込人、共同申込人等、表面署名欄に署名・捺印する関連者をいう。以下同じ。）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、申込者の個人情報（本申

込み後の変更内容および本申込み前に取得した内容も含みます。以下同じ。）を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 

 業務内容 

 ⑴預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 

⑵投信販売業務、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 

 ⑶その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む） 

 利用目的 

 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用いたします。 

 なお、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。 

 ⑴各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため 

 ⑵犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、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 

 ⑶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 

 ⑷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 

 ⑸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 

 ⑹与信事業に際し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 

 ⑺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 

 ⑻お客様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 

 ⑼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 

 ⑽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 

 ⑾提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

 ⑿各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 

 ⒀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 

 利用目的が法令等に基づき限定されている場合の取扱いは当該法令等にしたがいます。 

 ○銀行法施行規則第 13条の６の６等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

 ○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経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に

利用・第三者提供いたしません。 

第２条 個人信用情報機関の利用登録等について 

 ⑴申込者は、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申込者の個人情報（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。 

 ⑵銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に１年を超えない期間登録され、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。 

 ⑶前２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   

名 称 ホームページ（URL） 電話番号 

全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 03-3214-5020 

株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ 0570-055-955 

  ②上記機関と提携する個人信用情報機関 

名 称 ホームページ（URL） 電話番号 

株式会社シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/ 0120-810-414 

第３条 個人情報の第三者提供について 

１ 保証会社への第三者提供および保証会社からの第三者提供 

 ⑴銀行より保証会社に提供される情報 

  申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報が、保証委託する保証会社における下記利用目的のために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。 

〈申込者に関する個人情報〉 〈利用目的〉 

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、申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類に記載されるす

べての情報 

②銀行における借入希望額、借入期間、金利、弁済額、弁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、申込者の銀行における取引情

報（過去のものを含む） 

①本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定のため 

②保証取引の継続的な管理のため 

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第三者へ提供するため 

④法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため 

⑤市場調査等研究開発のため 

⑥取引上必要な各種郵便物の送付のため 

⑦金融サービスの各種ご提案のため 

⑧その他申込者との取引が適切かつ円滑に履行されるため 

 ⑵保証会社から銀行に提供される情報 
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  申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報が、銀行における下記利用目的のために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。 

〈申込者に関する個人情報〉 〈利用目的〉 

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、保証会社あての申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類

に記載されるすべての情報 

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または取引上

の権利保全に必要な情報 

①保証審査結果の確認のため 

②保証取引の状況確認のため 

③その他第１条に定める銀行における個人情報の利用目的のため 

２ 提携先への第三者提供 

  申込者は、本申込みにともなう契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込みにかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報を下記利用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   

〈提供される個人情報〉 〈利用目的〉 

氏名、当該借入希望額、借入期間、金利、返済額、返済日等本申込みに関する情報 提携先による申込結果の確認のため 

３ 保険会社への第三者提供 

  申込者は、本申込みにともなう契約に保険を付ける場合は、本申込みにかかる情報を含む申込者に関する下記情報を、下記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〉 〈利用目的〉 

氏名、当該借入希望額、借入期間、金利、返済額、返済日等本申込みに関する情報 生命・損害保険会社における当該生命・損害保険加入の事前確認のため 

第４条 金融商品等およびサービスのご案内について 

 申込者が銀行からのダイレクトメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されず、申込者からこれを中止するための申し出があった場合は、業務上必要な場合および以下の場合を除き、

銀行からのご案内をいたしません。 

 ①申込者が銀行の窓口等で、手続きをされた機会に金融商品等およびサービスのご案内を行うとき。 

 ②本取引に関する商品およびサービスのご案内のため 

第５条 個人データの取扱いの委託等について 

 申込者は、銀行が第三者に個人情報の取扱いを委託する場合に、保護措置を講じたうえで、申込者の個人データの取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。 

第６条 個人情報の開示・訂正・削除について 

１ 申込者は、銀行が別途定める手続きに従い、法令等に基づき、銀行に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。 

２ 銀行が保有、登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、申込者は、銀行が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で訂正または削除を求めることができます。申込者の求め

に理由があることが判明した場合には、銀行は、当該個人データの訂正・削除をすみやかに行います。 

第７条 同意条項に不同意の場合について 

 銀行は、申込者が、本申込書記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項（変更後のものを含む。）の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本申込みの受付をお断わりすることが

あります。ただし、第４条におけるご案内を中止するための申し出があった場合でも、これを理由に銀行が本申込みをお断りすることはありません。 

第８条 申し出の手続きにいたらなかった場合の個人情報の利用・提供・預託について 

 申込者は申し出の手続きにいたらなかった場合であっても、申込者が申込みした事実を、銀行が第１条、第２条、第３条および第５条のとおり、一定期間利用、第三者への提供および取扱いの委託をする

ことに同意します。 

第９条 問い合わせ窓口について 

 第６条における申込者の個人情報の開示・訂正・削除の求めに関する問い合わせ、第４条におけるダイレクトメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合の申し出に関する問

い合わせ、およびその他個人情報に関する問い合わせは、営業店ほか下記お客様サービスセンターに相談するものとします。 

  〒010-8655 秋田市山王三丁目２番１号 

  株式会社秋田銀行 お客様サービスセンター 

  電話：018-863-1212（受付時間：銀行休業日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00） 

  http://www.akita-bank.co.jp 

  メールアドレス：info@akita-bank.co.jp 

第 10条 本同意条項の変更について 

 本同意条項について変更が生じた場合は、銀行は変更内容を申込者に通知または銀行が相当と認める方法により公告します。 

（以 上） 
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個人情報の取扱いに関する同意条項 

株式会社秋田保証サービス 御中 

全国保証株式会社 御中 

第１条 個人情報の利用目的について 

 申込者（申込人、共同申込人等、表面署名欄に署名・捺印する関連者をいう。以下同じ｡）は、保証会社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、申込者の個人情報（本

申込み後の変更内容および本申込み前に取得した内容も含みます。以下同じ｡）を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。 

業務内容 

 ⑴信用保証業務 

 ⑵上記にかかわる以下の業務 

  ①生命保険の募集に関する業務、②損害保険代理業務、③管理代行業務、④信用調査、⑤不動産の鑑定業務および⑥住宅金融相談業務。 

 ⑶その他上記に付帯、関連する一切の業務 

利用目的 

 ⑴保証審査および与信途上管理のため 

 ⑵公的機関から適法かつ適正な方法により収集する住民票等、公的機関が発行する書類の記載事項利用のため。 

第２条 個人信用情報機関の利用登録等について 

 ⑴申込者は、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者の個人情報（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、破産等の官報情報等を含む。）が登録されている場合には、保証会社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。 

 ⑵保証会社がこの申込みに関して、保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に１年を超えない期間登録され、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。 

 ⑶前２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。（保証会社ではできません。） 

  ①保証会社（株式会社秋田保証サービス）が加盟する個人信用情報機関 

名 称 ホームページ（URL） 電話番号 

全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/  03-3214-5020 

  ②保証会社（全国保証株式会社）が加盟する個人信用情報機関   

名 称 ホームページ（URL） 電話番号 

株式会社日本信用情報機構 https://www.jicc.co.jp/ 0570-055-955 

株式会社シー・アイ・シー https://www.cic.co.jp/ 0120-810-414 

 ③上記①および②の個人信用情報機関は相互に提携しています。 

第３条 個人情報の第三者提供について 

１ 銀行への第三者提供および銀行からの第三者提供 

 ⑴保証会社から銀行に提供される情報 

  申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報が、銀行における下記利用目的のために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。 

〈申込者に関する個人情報〉 〈利用目的〉 

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、保証会社あての申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類

に記載されるすべての情報 

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または取引上

の権利保全に必要な情報 

①保証審査結果の確認のため 

②保証取引の状況確認のため 

③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、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ご提案その他申込者との取引の適切かつ円滑

な履行のため 

⑵銀行より保証会社に提供される情報 

  申込者は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報が、保証委託する保証会社における下記利用目的のために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。 

〈申込者に関する個人情報〉 〈利用目的〉 

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、銀行あての申込書ならびに付属書類等本申込みにあたり提出する書類に記

載されるすべての情報 

②銀行における借入希望額、借入期間 、金利、弁済額、弁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、申込者の銀行における取引情

報（過去のものを含む） 

①本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定のため 

②保証取引の継続的な管理のため 

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第三者へ提供するため 

④法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため 

⑤市場調査等研究開発のため 

⑥取引上必要な各種郵便物の送付のため 

⑦金融サービスの各種ご提案のため 

⑧その他申込者との取引が適切かつ 円滑に履行されるため 

２ 提携先への第三者提供 

  申込者は、本申込みにともなう契約が企業提携ローン等の場合は、本申込みにかかる情報を含む申込者に関する下記個人情報を下記利用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〉 〈利用目的〉 

氏名、当該借入希望額、借入期間、金利、返済額、返済日等本申込みに関する情報 提携先による申込結果の確認のため 
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第４条 個人情報の開示・訂正・削除について 

１ 申込者は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、保証会社に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます｡ 

２ 保証会社が保有、登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、申込者は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で訂正または削除を求めることができます。申込 

者の求めに理由があることが判明した場合には、保証会社は、当該個人データの訂正・削除をすみやかに行います。 

第５条 同意条項に不同意の場合について 

 保証会社は、申込者が、本申込書記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含む。）の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本申込みの受付をお断わりすること

があります。 

第６条 申し出の手続きにいたらなかった場合の個人情報の利用･提供について 

 申込者は本申し出の手続きにいたらなかった場合であっても、申込者が本申込みをした事実を、保証会社が第１条、第２条および第３条のとおり、一定期間利用および第三者への提供をすることに同意し

ます。 

第７条 問い合わせ窓口について 

 第４条における申込者の個人情報の開示・訂正・削除の求めに関する問い合わせ、およびその他個人情報に関する問い合わせは、下記に相談するものとします。 

 ①株式会社秋田保証サービス 総務部 お客様サービスセンター 

  〒010-0923 秋田市旭北錦町１－42 秋田銀行事務センター内 

  電話：018-865-1380（受付時間：祝日を除く月曜日～金曜日 午前９時～午後５時） 

 ②全国保証株式会社 審査部 

  〒100-0004 東京都千代田区大手町２－１－１ 大手町野村ビル 24階 

  電話：0120-998-952（受付時間：祝日を除く月曜日～金曜日 午前９時～午後５時） 

第８条 本同意条項の変更について 

 本同意条項について変更が生じた場合は、保証会社は変更内容を申込者に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。 

（以 上） 


