SMFLキャピタル株式会社

リース専用審査申込書（兼個人情報に関する同意書）

★お客様がお申込みになる会社名

下記申込者及び連帯保証人予定者は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意条項【同PL1608】
の交付を受け、これを承諾のうえ、本申込を行います。

SMFLキャピタル株式会社
〒107-6114 東京都港区赤坂5-2-20
担当（

申込日 ２ ０

年

月

法人

日

個人事業者

）

❷連帯保証人予定者様 記入欄（代表者様以外の方）
フリガナ

本書面記載の内容をご確認の上、お申込者様、連帯保証人予定者様が
必ずご自身で自署・捺印をお願い致します。

(〒

❶お申込者様 記入欄

印

お名前

フリガナ

-

)

自

所在地

携帯電話

フリガナ

生年月日

(または屋号)

-

お
仕
事

業歴

②代表者様についてご記入ください。

〔

年

● 法人の場合は連帯保証人予定者
● 個人事業者の場合はお申込者本人

〔

営業内容

平成

-

申込者
1.親 8.配偶者
）
との関係 その他（

年

月

性別

日

男

女

1.自己所有 3.賃貸住宅 6.家族所有 4.公団公営 5.アパート 他

自営

商号

勤務先
電話番号

所在地

年収
勤続

勤務
役員

* 自署でお願いしま す

昭和

お住まい

商号

署

-

電話番号

(自営店所在地)

電話番号

)

フリガナ

①法人または自営店についてご記入ください。
(〒

-

ご住所

-

-

万円
年

営業
内容

・取扱店様 記入欄 ※物件名・数量・物件価格・リース期間をご記入ください
物 件 名

数 量

メーカー(※任意）

型式（※任意）

フリガナ

代表者
自 宅
住 所

(〒

-

) ※上記の所在地(自営店所在地)と同じ場合は記入不要

フリガナ

印

お名前

自

-

電話番号
携帯電話
生年月日
お住まい

署

* 自署で お願いしま す

-

昭和
平成

年

【No.

金額 （※選択可能）

】 取扱店(物件についてのお問い合わせ先)

※上記の電話番号と同じ場合は記入不要

月

日

性別

1.自己所有 3.賃貸住宅 6.家族所有 4.公団公営 5.アパート 他

男

女

物件価格

円

月額リース料

円

TEL
FAX

リース期間

か月

販売ご担当（

様）

【個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意】

第１条（個人情報の収集・利用・提供）
①お申込者（以下申込者という）および連帯保証人予定者は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理
のため、次の各号の情報（以下これらを個人情報という）を、SMFLキャピタル株式会社（以下会社という）が保護措置を
講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1) 申込者および連帯保証人予定者（以下申込者等という）が所定の申込書に記載した申込者等の氏名（ふりがなを
含む）、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等の情報（契約締結後
に変更された情報を含む）
(2) 本申込に関する申込年月日、契約年月日、商品名、役務の種類、数量、単位、契約額、支払回数、支払期間
(3) 申込者等の運転免許証の番号または本人確認書類に記載されている申込者等を特定するに足りる番号・記号等
の情報
(4) 本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況
(5) 本申込に関する申込者等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、申込者
等が申告した申込者等の資産・負債・収入・支出、会社が収集したリース・クレジット利用履歴及び過去の債務の支払
状況
(6) お客様対応業務の品質確保のため、申込者等との通話を録音した情報
②申込者等は、会社が次の各号の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を利用することに同意します。
(1) クレジット・リース･融資・保険代理店関連事業における商品・サービス情報のお知らせ、勧誘、関連するアフターサ
ービス
(2) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における市場調査、商品開発
(3) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話による連絡等による営業案内、
勧誘
※なお上記の会社の具体的な事業内容については、会社が開設しているホームページによってお知らせしておりま
す。
③申込者等は、会社および下記に掲げる会社のグループ会社（以下共同利用会社という）が、第１条①と同一の目的
のため、個人情報を、保護措置を講じ
たうえで、共同して利用することに同意します。
【個人情報を会社と共同して利用する会社のグループ会社】会社の子会社
○株式会社エスシー倶楽部
〒553-0003 大阪市福島区福島7-20-1KM西梅田ビル
http://www.scclub.co.jp/
④申込者等は、会社および共同利用会社が、第１条②と同一の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を、
保護措置を講じたうえで、共同して利用することに同意します。
⑤会社は、個人情報に保護措置を講じたうえで、第１条①および②の目的の達成に必要な範囲において、本契約に
関する業務の全部または一部を、委託先に委託します。この場合、会社は、委託された個人情報の安全管理が図ら
れるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行います。
⑥申込者等は、表記取扱店が、申込者に対するサービスの履行のため、保護措置を講じたうえで、会社より表記取扱
店に対して第１条①(1) 、(2)および(4)の個人情報を提供し、当該提携先が利用することに同意します。なお、提供期
間は、原則として契約期間中および契約終了日から５年間とします。
⑦申込者等は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理にあたり会社が申込者等の公簿を取得する際
に、当該管轄官公署による事実確認のため、会社より第１条①(1) および(2) の個人情報を提供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申込者等は、会社が、会社の加盟する個人信用情報機関（株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情
報機構。以下加盟機関という）および株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関（以下提携機関という）に
照会し、申込者等の個人情報が加盟機関および提携先に登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法等
の規定により、申込者等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
②申込者等は、申込者等の本申込に基づく契約の種類および第１条①(1) から(5) 記載の個人情報が、加盟機関に
下表に定める期間登録され、加盟機関
および提携機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のため、利用されることに同意します。
【個人信用情報機関に登録される期間】
登録情報
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構
(1) 本申込をした 会社が個人信用情報機関に 当該申込日から6ヶ月を超えない期間
事実
照会した日から6ヶ月間
(2) 本申込に係る 契約期間中および契約終了 当該事実の発生日から5年を超えない期間（ただし、契
客観的な取引事 後5年以内
約内容および返済状況に関する情報については契約
実
継続中および完済日から5年を超えない期間）
当該事実の発生日から5年を超えない期間（ただし、延
滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権
譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日
から1年を超えない期間）
③会社は、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、別途、書面により申込者等に通
知し、同意を得ます。
④申込者等が本申込をした事実は、本申込による契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立理由のいかん
にかかわらず、第１条①および第２条
②(1) に基づき、一定 期間登録・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。
(3) 債 務 の 支 払
いを延滞した事
実

契約期間中および契約終了
後5年間

第３条（個人情報の開示・訂正・削減）
①申込者等は、会社および加盟機関に対して、個人情報の保護に関する法律（以下個人情報保護法という）に定める
ところにより、会社および加盟機関がそれぞれ保有している自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、
開示請求窓口は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 会社の開示請求窓口は、第６条に記載されている個人情報に関するお問い合わせ窓口です。開示請求手続（必
要な書類、手数料等）の詳細についてお答えします。
(2) 加盟機関の開示請求窓口は、後記加盟機関のお問い合わせ窓口です。
②万一、会社の保有する個人情報または会社から加盟機関に登録した内容が、不正確または誤りがあることが判明し
た場合に限り、会社は速やかに訂正または削除に応じます。
第４条（個人情報利用中止の申出）
会社および共同利用会社は、第１条②④による同意を得た範囲内で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、それ以降の第１条②④に基づく会社および共同利用会社での利用を中止します。
第５条（本同意条項に不同意の場合）
会社は、申込者等が所定の申込書に記載すべき事項の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一
部を承認できない場合、本申込をお断りすることができます。ただし、会社は、申込者等が第１条②④に同意しない場
合でも、これを理由に本申込をお断りすることはありません。
第６条（個人情報に関するお問い合わせ窓口）
会社および共同利用会社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の請求、その他個人情報に関するお問い合わ
せや利用中止の申し出に関するものは、下記までお願いします。
○SMFLキャピタル株式会社 カスタマーセンター 〒553-0003大阪市福島区福島7-15-26大阪YMビル
電話番号：0120-917-034
第７条（条項の変更）
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
【認定個人情報保護団体について】
会社は、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体である社団法人日本クレジット協会（相談受付番号：
03-5645-3360）の会員となっております。
【会社が加盟する個人信用情報機関（加盟機関）の名称・住所・お問い合わせ電話番号】
○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15F
電話番号：0120—810414 http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーは、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
です。同社の加盟資格、加盟会員企業
名などの詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ） 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号：0120-441481 http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記の同社が開設しているホー
ムページをご覧ください。
【株式会社シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関（提携機関）の名称、住所】
○全国銀行個人信用情報センター（全銀協）〒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
※全銀協は、主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です。なお、提携金融機関に関する
お問い合わせ等については、株式会社シー・アイ・シーにご確認ください。

申込先：SMFL キャピタル株式会社

本店：〒107-6114 東京都港区赤坂 5-2-20

お 申 込 者 様 用

キ
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申込先：SMFL キャピタル株式会社

本店：〒107-6114 東京都港区赤坂 5-2-20

連 帯 保 証 人 予 定 者 様 用

【個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意】

【個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意】

第１条（個人情報の収集・利用・提供）
①お申込者（以下申込者という）および連帯保証人予定者は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理のため、次の各号の情報（以下これら
を個人情報という）を、 SMFLキャピタル株式会社（以下会社という）が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1) 申込者および連帯保証人予定者（以下申込者等という）が所定の申込書に記載した申込者等の氏名（ふりがなを含む）、年齢、生年月日、住所、電話番
号、電子メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等の情報（契約締結後に変更された情報を含む）
(2) 本申込に関する申込年月日、契約年月日、商品名、役務の種類、数量、単位、契約額、支払回数、支払期間
(3) 申込者等の運転免許証の番号または本人確認書類に記載されている申込者等を特定するに足りる番号・記号等の情報
(4) 本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況
(5) 本申込に関する申込者等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、申込者等が申告した申込者等の資産・負債・
収入・支出、会社が収集したリース・クレジット利用履歴及び過去の債務の支払状況
(6) お客様対応業務の品質確保のため、申込者等との通話を録音した情報
②申込者等は、会社が次の各号の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を利用することに同意します。
(1) クレジット・リース･融資・保険代理店関連事業における商品・サービス情報のお知らせ、勧誘、関連するアフターサービス
(2) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における市場調査、商品開発
(3) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話による連絡等による営業案内、勧誘
※なお上記の会社の具体的な事業内容については、会社が開設しているホームページによってお知らせしております。
③申込者等は、会社および下記に掲げる会社のグループ会社（以下共同利用会社という）が、第１条①と同一の目的のため、個人情報を、保護措置を講じ
たうえで、共同して利用することに同意します。
【個人情報を会社と共同して利用する会社のグループ会社】会社の子会社
○株式会社エスシー倶楽部
〒553-0003 大阪市福島区福島7-20-1KM西梅田ビル http://www.scclub.co.jp/
④申込者等は、会社および共同利用会社が、第１条②と同一の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を、保護措置を講じたうえで、共同して利用
することに同意します。
⑤会社は、個人情報に保護措置を講じたうえで、第１条①および②の目的の達成に必要な範囲において、本契約に関する業務の全部または一部を、委託先
に委託します。この場合、会社は、委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行います。
⑥申込者等は、表記取扱店が、申込者に対するサービスの履行のため、保護措置を講じたうえで、会社より表記取扱店に対して第１条①(1) 、(2)および(4)の
個人情報 を提供し、当該提携先が利用することに同意します。なお、提供期間は、原則として契約期間中および契約終了日から５年間とします。
⑦申込者等は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理にあたり会社が申込者等の公簿を取得する際に、当該管轄官公署による事実確認の
ため、会社より第１条①(1) および(2) の個人情報を提供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申込者等は、会社が、会社の加盟する個人信用情報機関（株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構。以下加盟機関という）および株
式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関（以下提携機関という）に照会し、申込者等の個人情報が加盟機関および提携先に登録されている
場合には、割賦販売法および貸金業法等の規定により、申込者等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
②申込者等は、申込者等の本申込に基づく契約の種類および第１条①(1) から(5) 記載の個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関
および提携機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のため、利用されることに同意します。
【個人信用情報機関に登録される期間】
登録情報
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構
(1) 本申込をした事実
会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
当該申込日から6ヶ月を超えない期間
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
(2) 本申込に係る
契約期間中および契約終了後5年以内
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
客観的な取引事実
日から5年を超えない期間）
当該事実の発生日から5年を超えない期間（ただし、延滞情報に
(3) 債務の支払いを
契約期間中および契約終了後5年間
ついては延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る
延滞した事実
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）

第１条（個人情報の収集・利用・提供）
①お申込者（以下申込者という）および連帯保証人予定者は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理のため、次の各号の情報（以下これら
を個人情報という）を、 SMFLキャピタル株式会社（以下会社という）が保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1) 申込者および連帯保証人予定者（以下申込者等という）が所定の申込書に記載した申込者等の氏名（ふりがなを含む）、年齢、生年月日、住所、電話番
号、電子メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等の情報（契約締結後に変更された情報を含む）
(2) 本申込に関する申込年月日、契約年月日、商品名、役務の種類、数量、単位、契約額、支払回数、支払期間
(3) 申込者等の運転免許証の番号または本人確認書類に記載されている申込者等を特定するに足りる番号・記号等の情報
(4) 本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の支払状況
(5) 本申込に関する申込者等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、申込者等が申告した申込者等の資産・負債・
収入・支出、会社が収集したリース・クレジット利用履歴及び過去の債務の支払状況
(6) お客様対応業務の品質確保のため、申込者等との通話を録音した情報
②申込者等は、会社が次の各号の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を利用することに同意します。
(1) クレジット・リース･融資・保険代理店関連事業における商品・サービス情報のお知らせ、勧誘、関連するアフターサービス
(2) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における市場調査、商品開発
(3) クレジット・リース・融資・保険代理店関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話による連絡等による営業案内、勧誘
③申込者等は、会社および下記に掲げる会社のグループ会社（以下共同利用会社という）が、第１条①と同一の目的のため、個人情報を、保護措置を講じ
たうえで、共同して利用することに同意します。
【個人情報を会社と共同して利用する会社のグループ会社】会社の子会社
○株式会社エスシー倶楽部
〒553-0003 大阪市福島区福島7-20-1KM西梅田ビル http://www.scclub.co.jp/
④申込者等は、会社および共同利用会社が、第１条②と同一の目的のため、第１条①(1) および(2) の個人情報を、保護措置を講じたうえで、共同して利用
することに同意します。
⑤会社は、個人情報に保護措置を講じたうえで、第１条①および②の目的の達成に必要な範囲において、本契約に関する業務の全部または一部を、委託先
に委託します。この場合、会社は、委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行います。
⑥申込者等は、表記取扱店が、申込者に対するサービスの履行のため、保護措置を講じたうえで、会社より表記取扱店に対して第１条①(1) 、(2)および(4)の
個人情報 を提供し、当該提携先が利用することに同意します。なお、提供期間は、原則として契約期間中および契約終了日から５年間とします。
⑦申込者等は、本申込を含む取引上の判断や契約締結後の債権管理にあたり会社が申込者等の公簿を取得する際に、当該管轄官公署による事実確認の
ため、会社より第１条①(1) および(2) の個人情報を提供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申込者等は、会社が、会社の加盟する個人信用情報機関（株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構。以下加盟機関という）および株
式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関（以下提携機関という）に照会し、申込者等の個人情報が加盟機関および提携先に登録されている
場合には、割賦販売法および貸金業法等の規定により、申込者等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
②申込者等は、申込者等の本申込に基づく契約の種類および第１条①(1) から(5) 記載の個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関
および提携機関の加盟会員により、申込者等の支払能力に関する調査のため、利用されることに同意します。
【個人信用情報機関に登録される期間】
登録情報
株式会社シー・アイ・シー
株式会社日本信用情報機構
(1) 本申込をした事実
会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
当該申込日から6ヶ月を超えない期間
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
(2) 本申込に係る
契約期間中および契約終了後5年以内
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
客観的な取引事実
日から5年を超えない期間）
当該事実の発生日から5年を超えない期間（ただし、延滞情報に
(3) 債務の支払いを
契約期間中および契約終了後5年間
ついては延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る
延滞した事実
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）

③会社は、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、別途、書面により申込者等に通知し、同意を得ます。
④申込者等が本申込をした事実は、本申込による契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立理由のいかんにかかわらず、第１条①および第２条
②(1) に基づき、一定 期間登録・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３条（個人情報の開示・訂正・削減）
①申込者等は、会社および加盟機関に対して、個人情報の保護に関する法律（以下個人情報保護法という）に定めるところにより、会社および加盟機関がそ
れぞれ保有している自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求窓口は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 会社の開示請求窓口は、第６条に記載されている個人情報に関するお問い合わせ窓口です。開示請求手続（必要な書類、手数料等）の詳細についてお
答えします。
(2) 加盟機関の開示請求窓口は、後記加盟機関のお問い合わせ窓口です。
②万一、会社の保有する個人情報または会社から加盟機関に登録した内容が、不正確または誤りがあることが判明した場合に限り、会社は速やかに訂正ま
たは削除に応じます。
第４条（個人情報利用中止の申出）
会社および共同利用会社は、第１条②④による同意を得た範囲内で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
第１条②④に基づく会社および共同利用会社での利用を中止します。
第５条（本同意条項に不同意の場合）
会社は、申込者等が所定の申込書に記載すべき事項の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断
りすることができます。ただし、会社は、申込者等が第１条②④に同意しない場合でも、これを理由に本申込をお断りすることはありません。
第６条（個人情報に関するお問い合わせ窓口）
会社および共同利用会社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の請求、その他個人情報に関するお問い合わせや利用中止の申し出に関するものは、
下記までお願いします。
○SMFLキャピタル株式会社 カスタマーセンター 〒553-0003 大阪市福島区福島7-15-26大阪YMビル
電話番号：0120-917-034
第７条（条項の変更）
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
【認定個人情報保護団体について】
会社は、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体である社団法人日本クレジット協会（相談受付番号：03-5645-3360）の会員となっております。
【会社が加盟する個人信用情報機関（加盟機関）の名称・住所・お問い合わせ電話番号】
○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15F
電話番号：0120—810414 http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーは、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です。同社の加盟資格、加盟会員企業
名などの詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ） 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号：0120-441481 http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
【株式会社シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関（提携機関）の名称、住所】
○全国銀行個人信用情報センター（全銀協）〒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
※全銀協は、主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です。なお、提携金融機関に関するお問い合わせ等については、株式会
社シー・アイ・シーにご確認ください。

【同PL1608】

※用紙左側を切り離し、お申込者様が保管ください。

③会社は、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、別途、書面により申込者等に通知し、同意を得ます。
④申込者等が本申込をした事実は、本申込による契約が不成立の場合であっても、当該契約の不成立理由のいかんにかかわらず、第１条①および第２条
②(1) に基づき、一定 期間登録・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３条（個人情報の開示・訂正・削減）
①申込者等は、会社および加盟機関に対して、個人情報の保護に関する法律（以下個人情報保護法という）に定めるところにより、会社および加盟機関がそ
れぞれ保有している自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求窓口は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 会社の開示請求窓口は、第６条に記載されている個人情報に関するお問い合わせ窓口です。開示請求手続（必要な書類、手数料等）の詳細についてお
答えします。
(2) 加盟機関の開示請求窓口は、後記加盟機関のお問い合わせ窓口です。
②万一、会社の保有する個人情報または会社から加盟機関に登録した内容が、不正確または誤りがあることが判明した場合に限り、会社は速やかに訂正ま
たは削除に応じます。
第４条（個人情報利用中止の申出）
会社および共同利用会社は、第１条②④による同意を得た範囲内で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
第１条②④に基づく会社および共同利用会社での利用を中止します。
第５条（本同意条項に不同意の場合）
会社は、申込者等が所定の申込書に記載すべき事項の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本申込をお断
りすることができます。ただし、会社は、申込者等が第１条②④に同意しない場合でも、これを理由に本申込をお断りすることはありません。
第６条（個人情報に関するお問い合わせ窓口）
会社および共同利用会社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の請求、その他個人情報に関するお問い合わせや利用中止の申し出に関するものは、
下記までお願いします。
○SMFLキャピタル株式会社 カスタマーセンター 〒553-0003 大阪市福島区福島7-15-26大阪YMビル
電話番号：0120-917-034
第７条（条項の変更）
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。
【認定個人情報保護団体について】
会社は、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体である社団法人日本クレジット協会（相談受付番号：03-5645-3360）の会員となっております。
【会社が加盟する個人信用情報機関（加盟機関）の名称・住所・お問い合わせ電話番号】
○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15F
電話番号：0120—810414 http://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーは、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です。同社の加盟資格、加盟会員企業
名などの詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構（ＪＩＣＣ） 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号：0120-441481 http://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名などの詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
【株式会社シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関（提携機関）の名称、住所】
○全国銀行個人信用情報センター（全銀協）〒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
※全銀協は、主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です。なお、提携金融機関に関するお問い合わせ等については、株式会
社シー・アイ・シーにご確認ください。

※用紙右側を切り離し、連帯保証人予定者様が保管ください。

【同PR1608】

