
個人情報の取り扱いに関する同意条項 

当社は、お客様の個人情報については、極めて重要な情報資産として、適法かつ公正な方法で収集を行うとともに、

以下にしたがい、適切に利用、管理、保護します。この文書は、個人情報の保護に関する法律の規定にしたがい、当社

が個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的を公表し、その取扱い等についてご説明するものです。 

 

第 1条 個人情報の利用目的 

本サービスにおいて当社がお客さまの個人情報を収集・利用する目的は以下のとおりです。当社は、ご本人の同意を

得ないで、この利用目的の達成に必要な範囲を超えてお客さまの個人情報を利用しません。 

1. 自動車等のリース・クレジット・割賦売買、自動車保険・その他保険商品の販売、自動車等の販売、買取、整備など

の当社事業について、お客さまからのお申し込み、お客さまへの当社からのご提案などお客さまとの商談にあたり、

適切な対応を行うため。 

2. 自動車等のリース・クレジット・割賦売買などのお取引（信用供与取引）の場合の審査を行うため、ならびにお客さ

まのご本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。 

3. お客さまとのご契約について、当社においてそのご契約の管理を適切に行うため。また、ご契約の終了後において

も、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。 

4. リース・クレジット・割賦販売事業のフランチャイザーとの共同利用のため。 

5. 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。（第三者に提供する旨の同意を得た場合に限る。） 

 

なお、ご本人様のお申し出により第三者への提供を停止いたしますとともに、上記以外の目的で個人情報を利用する

場合は、その利用目的を明確にし、事前にご本人の同意をいただきます。 

 

共同利用者 フラット７運営会社（株式会社オートコミュニケーションズ：東京都品川区） 

 

第２条 法令の遵守 

当社は、個人情報を保護し、その安全性を実現するためには、すべての役職員に個人情報の取扱いに関する法令お

よびその他規範を周知・遵守させることが必要であることを認識し、その徹底をはかります。 

 

第３条 個人データの第三者への提供 

当社が保有するお客さまの個人データは、お客さまの同意なしに第三者に開示・提供しません。ただし、以下の場合は

お客さまの同意なく個人データを開示・提供することがあります。法令に基づく場合 

1. 人の生命、身体又は財産（法人の財産を含む。）の保護のために必要がある場合であって、お客さまの同意を得る

ことが困難であるとき。 

2. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得るこ

とが困難であるとき。 

3. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 



 

お客さまとのお取引に関し、お客さまの返済または支払能力の調査のため、ご本人の同意をいただいた上で、当社が

加入する個人信用情報機関およびその加盟会員にお客さまの個人データを提供することがあります。詳しくは同意い

ただく際の書類をご参照ください。 

 

第４条 保有個人データの利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等 

1. 保有個人データの利用目的の通知 

お客さまは、当社に対して当社が保有するお客さまご自身に関する個人データ（以下「保有個人データ」という。）の

利用目的をお客さまに通知するよう求めることができます。お客さまからご自身に関する保有個人データの利用目

的の通知を求められた場合、当社は法令に基づき遅滞なく適切に対応します。 

2. 保有個人データの開示 

お客さまは、当社に対して当社が有しているお客さまご自身の保有個人データをお客さまに開示するよう請求する

ことができます。お客さまからご自身に関する保有個人データの開示を請求された場合、当社は法令に基づき遅滞

なく適切に対応します。 

3. 保有個人データの訂正等 

前号に基づく開示の結果、当該保有個人データの内容に誤りがある場合は、お客さまは、当社に対して当該保有個

人データの訂正、追加または削除（以下「訂正等」という。）を請求することができます。お客さまからご自身に関す

る保有個人データの訂正等を請求された場合、当社は法令に基づき遅滞なく適切に対応します。 

4. 保有個人データの利用停止等 

お客さまから以下(1)または(2)の理由によって、当社が有しているお客さまご自身の保有個人データの利用の停

止、消去を請求された場合、および以下(3)の理由によって第三者への提供の停止（以下「利用停止等」という。）を

請求された場合、その請求に正当な理由があると判明したときは、当社は法令に基づき遅滞なく適切に対応しま

す。 

(1) お客さまご自身の保有個人データを、当社が目的外利用している。 

(2) お客さまご自身の保有個人データが適正かつ適法な手段により取得されたものではない。 

(3) お客さまご自身の保有個人データの提供が、上記「個人データの第三者への提供」に違反している。 

 

保有個人データの利用目的の通知・開示・訂正等・利用停止等のご請求をいただいた場合、当社所定の「ご本人確

認」の手続きを取った上で、当社所定の申し出の手続きをお願いすることになります。 

 

第５条 プライバシーポリシーの変更 

1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ご利用者様に通知することなく、

変更することができるものとします。 

2. 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生

じるものとします。 

 

第 6条 個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口 

本条項に関するお問い合わせは、本ウェブサイトにおけるリンク元ページ掲載の当社窓口までお願いいたします。 



個人情報の取り扱いに関する同意条項（オートリース（CAL）） 

 

第1条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

(1)申込者及び連帯保証人予定者（以下、総称して｢申込者等｣という）は、｢オートリース契

約書｣（本申込みを含む。又、再リース契約の場合は、原契約及びその申込みを含み、以下

｢本契約｣という）に基づきリース債権者となる株式会社セディナオートリース（以下「当社」

という）との取引の与信判断及び与信後の管理（以下「与信関連業務」という）ため、以下

の情報（以下これらを総称して「本件個人情報」という）を、当社が保護措置を講じた上で、

以下の条項（以下「本規約」という）により取得・保有・利用することに同意します。 

①本契約に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号（携帯電話

番号を含む、以下同じ）、運転免許証等の記号番号、e メールアドレス、勤務先とその内容、

家族構成、住居状況、連絡先（実家等）、親権者情報（これらすべての変更情報を含む）。 

②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約

番号、会員番号、有効期限、自動車検査証等の記載情報。 

③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。 

④本契約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資産、負債、収入、支出、申込者等が当社に提出した収入

証明書の記載事項並びに当社が取得した、オートリース・クレジット利用履歴及び過去の債

務の返済状況。 

⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。 

⑥当社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が当社へお問い合わせ等をさ

れた際に当社が知り得た情報。 

⑦本契約に記載された申込者等の運転免許証の記号番号（変更情報を含みます）のほか、犯

罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が申込者等の運転免許証・パスポート

等によって本人確認を行った際に取得した情報。 

⑧防犯上録画された映像等の情報。 

⑨電話の録音等の音声情報。 

(2)申込者等は、当社が与信関連業務及び本規約第 2 条のために、電話、SMS（ショートメ

ッセージ）、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。 

(3)申込者等は、与信関連業務及び本人確認のため当社が必要と認めた場合に、当社が市区

町村の要求に従って申込者等の個人情報（申込書の写し等）を市区町村に提出の上、申込者

等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等

公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意

します。 

(4)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、当社が次の目的のために、

戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同

意します。 

①相続が生じた状況があると当社が判断した場合、当社が本契約に関して相続発生の事実

並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。 

②氏名変更が生じた状況があると当社が判断した場合、当社が本契約に関して申込者等と

の同一性を確認するため。 

(5)申込者等は、当社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは当社の業務



（コンピューター事務、代金決済事務、メンテナンス・サービスの提供、顧客からの問合せ

対応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務）を、関連会社又は提携会社に委託する場合、

当社が(1)の本件個人情報を当該業務委託先に提供し、当該業務委託先が委託目的の範囲内

で利用することに同意します。また、当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」の規定

に基づく債権回収会社に債権の管理及び回収の委託（債権譲渡を含みます）をする場合、当

社が(1)の本件個人情報を当該債権回収会社に提供し、同債権回収会社がその委託目的の範

囲内で利用することに同意します。 

(6)申込者等は、本契約に自動車保険を含む場合、自動車保険契約締結及び保険金請求手続

等に必要な範囲で、当社が保険会社及び保険代理店に本件個人情報のうち、①及び②を提供

することに同意します。尚、申込者等の従業員等の個人情報の提供が必要な場合は、申込者

等が、申込者等の責において、当該従業員等から個人情報の提供に係る同意を取得します。 

(7)申込者等は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行ならびに満了、解約時に

おける残存価格、規定損害金の清算のため、当社が必要と認める場合、本契約の取扱店に本

件個人情報のうち①、②及び③を提供し、本契約の取扱店がそれらを利用することに同意し

ます。 

(8)申込者等は本条(1)⑦の本人確認を行うための情報を、当社との他の取引における本人

確認のために利用することに同意します。 

 

第2条（個人情報の与信関連業務以外の利用） 

(1)申込者は、当社がリース事業、役務提供事業その他これらに付随する業務の下記の目的

の為に、本規約第 1 条(1)の申込者に関する個人情報を利用することに同意します。 

①商品、役務等のマーケティング活動並びにサービス履行活動。 

②商品に関する案内。 

③商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査。 

※ 当社の具体的な事業内容及び当社が委託を受けた事業者名・事業内容については当社の

ホームページ（http://www.cedyna-al.jp）でお知らせしております。 

 

第3条（個人信用情報機関への登録・利用） 

(1)申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の取得及

び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下｢加盟信用情報機関｣という）及び

当該機関と提携する個人信用情報機関（以下、｢提携信用情報機関｣という）に照会し、申込

者等の個人情報（同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼さ

れた情報及び本人申告情報同機関が独自に取得・登録する情報を含む）が登録されている場

合には、申込者等の返済又は支払能力の調査・与信後の管理のために限り、それを利用する

ことに同意します。 

(2)申込者等は、申込者等に係わる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信

用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟

会員により、申込者等の返済又は支払能力に関する調査のために限り、利用されることに同

意します。 



 
上記項目以外に、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、

与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。 

(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のと

おりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用機関に加盟し、登録・利用する場合

は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。 

【加盟信用情報機関】 

○株式会社シー・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） 

 フリーダイヤル 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ 

 〒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 

※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームペー

ジをご覧ください。 

【提携信用情報機関】 

○株式会社日本信用情報機構 

（ＪＩＣＣ：貸金業法に基づく指定信用情報機関） 

 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ 

 〒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 

※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームペー

ジをご覧ください。 

○全国銀行個人信用情報センター（ＫＳＣ） 

 TEL 03-3214-5020 

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

 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホーム

ページをご覧ください。 

(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、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本人を特定するため



の情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用

残高、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。 

 

第4条（個人情報の与信関連業務以外の提供・利用） 

(1)申込者は、当社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で当

社の提携会社に電磁的データ等で提供し、当該提携会社が利用することに同意します。 

○当社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した当社の提携会社が次の目的により本件

個人情報のうち①及び②を利用する場合 

①提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付、又は電話等による営業案内 

②提携会社の事業における市場調査、商品開発 

③提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 

(2)(1)の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から 5 年間と

します。尚、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせく

ださい。 

(3)申込者は、当社が、本契約の取扱店の新商品・サービスに関する情報提供・案内等の目

的のために、本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、本契約の取扱店に提

供することに同意します。 

(4)(3)の提供の期間は、原則として、契約期間中及び契約終了日から 5 年間とします。尚、

(3)の本契約の取扱店における個人情報の利用期間については、本契約の取扱店にお問い合

わせください。 

 

第5条（個人情報の開示・訂正・削除） 

(1)申込者等は、当社、第 4 条記載の当社の提携先、個人信用情報機関及び本契約の取扱店

に対して、自己に関する個人情報（登録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）を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求する

ことができます。 

①当社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談

窓口】にご連絡ください。開示請求の手続（受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等）に

ついてお答えします。 

②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。（当社ではお

答えできません。）。 

③当社の提携先又は本契約の取扱店が個人情報取扱事業者に当たる場合、当該提供先又は

取扱店が保有する個人情報の開示は、当該提供先又は取扱店で行います。 

(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂

正・削除に応じます。 

 

第6条（本規約に不同意の場合） 

当社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項（契約書面で申込者等が記載すべき事

項）の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約

をお断りすることがあります。ただし、申込者等が本規約第２条及び第４条に同意しない場

合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。 

 



第7条（利用・提供中止の申出） 

申込者等は、第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で当社が申込者等の個人情報を利

用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の当社での利用、他者への提供の

中止を求めることができます。この場合、当社は当該情報の利用・提供を中止するものとし

ます。尚、中止の申出を受けた場合でも、当社が申込者等に対して送付する請求書等に同封

される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。 

 

第8条（本契約が不成立の場合） 

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)①に基づ

き、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用され

ることはありません。 

 

第9条（本規約の変更） 

本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 

 

第10条（お問い合わせ・ご相談窓口） 

個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止又はその他のご意

見の申出に関しては、次の窓口までお願いします。 

 

【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】 

株式会社セディナオートリース（業務部） 

〒163-1437 

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 

東京オペラシティビル 37 階 

TEL03-6628-6700 



個人情報の取り扱いに関する同意条項（マイカーリース（SMBCFS)） 

 

第1条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

（１）申込者及び連帯保証人予定者（以下総称して「申込者等」という）は、マイカーリー

ス契約書並びに保証委託契約書（本申込を含み、以下「本契約」という）に基づきリース債

権者となる株式会社セディナオートリース（以下「当社」という）との取引、本契約の保証

受託会社となる SMBC ファイナンスサービス株式会社（以下「保証受託会社」という）と

の本契約を含む取引の与信判断及び与信後の管理（以下「与信関連業務」という）のため、

以下の情報（以下これらを総称して「本件個人情報」という）を、当社及び保証受託会社が

それぞれ自ら保護措置を講じた上で、以下の条項により取得・保有・利用することに同意し

ます。 

①本契約に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号（携帯電話

番号を含む、以下同じ）、運転免許証等の記号番号、ｅメールアドレス、勤務先とその内容、

家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先（実家等）、親権者情報等（これらすべての

変更情報を含む） 

②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約

番号、会員番号、有効期限等 

③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 

④本契約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資産、負債、収入、支出、申込者等が保証受託会社に提出

した収入証明書の記載事項並びに保証受託会社が取得した、オートリース・クレジット利用

履歴及び過去の債務の返済状況 

⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報 

⑥保証受託会社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が保証受託会社へお

問い合わせ等をされた際に保証受託会社が知り得た情報 

⑦本契約に記載された申込者等の運転免許証の記号番号（変更情報を含む）のほか、犯罪に

よる収益の移転防止に関する法律に基づき、当社及び保証受託会社が申込者等の運転免許

証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報 

⑧防犯上録画された映像等の情報 

⑨電話の録音等の音声情報 

（２）申込者等は、当社及び保証受託会社が与信関連業務及び第２条のために、電話、ＳＭ

Ｓ（ショートメッセージサービス）、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに

同意します。 

（３）申込者等は、与信関連業務及び本人確認のため当社及び保証受託会社が必要と認めた

場合に、当社及び保証受託会社が市区町村の要求に従って申込者等の個人情報（入会申込書

の写し等）を市区町村に提出の上、申込者等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍

謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記

載されている情報を利用することに同意します。 

（４）申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、当社及び保証受託会社

が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得

し利用することに同意します。 

①相続が生じた状況があると当社又は保証受託会社が判断した場合、当社及び保証受託会



社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため 

②氏名変更が生じた状況があると当社又は保証受託会社が判断した場合、当社及び保証受

託会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため 

（５）申込者等は、当社及び保証受託会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あ

るいは当社及び保証受託会社の業務（コンピューター事務、代金決済事務、メンテナンス・

サービスの提供、顧客からの問合せ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務）を、当

社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合又は当社

が当社の事務を第三者に委託する場合、保証受託会社又は当社が本件個人情報を当該委託

先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、保証受託

会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社に債権回収の委託

（債権譲渡も含む）をする場合、本件個人情報を次の債権回収会社に提供し、当該債権回収

会社がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。 

・株式会社セディナ債権回収 

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目２０番２５号 

（６）申込者等は、本契約に自動車保険を含む場合、自動車保険契約締結及び保険金請求手

続等に必要な範囲で、当社が保険会社及び保険代理店に本件個人情報のうち、①及び②を提

供することに同意します。尚、申込者等の従業員の個人情報の提供が必要な場合は、申込者

等が、申込者等の責において、当該従業員等から個人情報の提供に係る同意を取得します。 

（７）申込者等は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行ならびに満了、解約時

における残存価格、規定損害金の清算のため、当社及び保証受託会社が必要と認める場合、

本契約の取扱店に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、本契約の取扱店がそれらを利

用することに同意します。 

（８）申込者等は、本条（１）⑦の本人確認を行うための情報を、当社及び保証受託会社並

びに当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確

認のために利用することに同意します。 

 

第2条（個人情報の与信関連業務以外の利用） 

（１）申込者は、保証受託会社がクレジット事業（クレジットカード、ファクタリングを含

む）、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目

的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。 

（ア）宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため 

（イ）商品開発・市場調査のため 

（ウ）新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため 

（エ）保証受託会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等

による案内のため 

※保証受託会社の具体的な事業内容については、保証受託会社のホームページ

（https://www.smbc-fs.co.jp）でお知らせしております。 

（２）申込者等は、当社がリース事業、役務提供事業その他これらに付随する業務の下記の

目的のために本件個人情報を、保護措置を講じた上で利用することに同意します。 

①商品、役務等のマーケティング活動及びサービス履行活動 

②商品に関する案内 

③商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査 



※当社の具体的な事業内容及び当社が委託を受けた事業者名・事業内容については当社の

ホームページ（http://www.cedyna-al.jp）でお知らせしております。 

 

第3条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（１）申込者等は、当社及び保証受託会社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・

返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、

以下「加盟信用情報機関」という）及び当該機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携

信用情報機関」という）に照会し、申込者等の個人情報（同機関の加盟会員によって登録さ

れる情報、同機関が独自に取得･登録する情報を含む）が登録されている場合には、申込者

等の支払能力・返済能力の調査のために限り、当社及び保証受託会社がそれを利用すること

に同意します。 

（２）申込者等は、申込者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信

用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟

会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに

同意します。 

 
上記項目以外に、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、

与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。 

※当社は株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）に加盟しています。 

保証受託会社は株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）及び株式会社日本信用情報機構（ＪＩ

ＣＣ）に加盟しています。 

（３）加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次の



とおりです。また、当社及び保証受託会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟

し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。 

【加盟信用情報機関】 

○株式会社シー・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） 

 フリーダイヤル 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ 

 〒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 

※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、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。 

○株式会社 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） 

 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ 

 〒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 

※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、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。 

【提携信用情報機関】 

○全国銀行個人信用情報センター 

 TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

 〒100-8216 東京都千代田区丸の内１－３－１ 

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、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。 

（４）本条（３）に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、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本人を特定す

るための情報、契約の種類、契約日、契約額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額

又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払

状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。 

 

第4条（個人情報の与信関連業務以外の提供・利用） 

（１）申込者は、当社及び保証受託会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護

措置を講じた上で、当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ

等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。 

○当社及び保証受託会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した当社及び保証受託会

社の子会社、関連会社又は提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用

する場合 

①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付、又は電話等による

営業案内 

②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発 

③子会社、関連会社又は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 

尚、子会社、関連会社又は提携会社については、当社のホームページ（http://www.cedyna-

al.jp）及び保証受託会社のホームページ（https://www.smbc-fs.co.jp）、又は申込書等で

お知らせしております。 



（２）本条（１）の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約

終了日から５年間とします。尚、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会

社にお問い合わせください。 

（３）申込者は、当社及び保証受託会社が、本契約の取扱店の新商品・サービスに関する情

報提供・案内等の目的のために、本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、

本契約の取扱店に提供することに同意します。 

（４）本条（３）の個人情報の提供の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日か

ら５年間とします。 尚、本条（３）の本契約の取扱店における個人情報の利用期間につい

ては、本契約の取扱店にお問い合わせください。 

（５）申込者等は、当社が次の提供先に対して、当該各号に定める目的のために、本件個人

情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で提供し、当該提供先がこれを利用することに

同意します。 

本契約の取扱店 

ア）商品・サービスなど、あるいは展示会等を含む各種イベント、キャンペーンなどの開催

について、印刷物の送付、電子メール、電話などの方法によりご案内すること。 

イ）商品開発、サービス改善、お客様ニーズの把握及びその他統計資料作成などのため、印

刷物の送付、電子メール、電話などの方法による各種アンケート調査を実施すること。 

（６）本条（５）の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約

終了日から５年間とします。 

 

第5条（個人情報の開示・訂正・削除） 

（１）申込者等は、保証受託会社及び第３条で記載する個人信用情報機関並びに第４条で記

載する当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社、当社、第４条（５）記載の

当社の提供先に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関す

る個人情報（登録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）を開示する

よう請求することができます。 

①保証受託会社、保証受託会社の子会社又は関連会社に開示を求める場合には、第１０条

（１）記載の窓口にご連絡ください。開示請求の手続き（受付窓口、受付方法、必要書類、

手数料等）についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、保証受託会社のホ

ームページでもお知らせしています。 

②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第３条記載の個人信用情報機関にご連絡く

ださい。 

③当社及び保証受託会社の提携会社に対して開示を求める場合には、各提携会社にご連絡

ください。 

④当社又は当社の提供先に開示を求める場合には、第１０条（２）記載の窓口にご連絡くだ

さい。 

（２）万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社又は保証受託会社

は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。 

 

第6条（本同意条項に不同意の場合） 

当社及び保証受託会社は、申込者等が本契約の必要な記載事項（契約書面で申込者等が記載

すべき事項）の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できな



い場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者等が第２条及び第４条に同意

しない場合でも、これを理由に当社及び保証受託会社が本契約をお断りすることはありま

せん。 

 

第7条（利用・提供中止の申出） 

第２条及び第４条による同意を得た範囲内で当社及び保証受託会社が申込者等の個人情報

を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社及び保

証受託会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた

場合でも、当社及び保証受託会社が申込者等に対して送付する請求書等に同封される宣伝

物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。 

 

第8条（本契約が不成立の場合） 

本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第１条及び第３条（２）①に基づき、

当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用される

ことはありません。 

 

第9条（本同意条項の変更） 

本同意条項は、当社及び保証受託会社所定の方法により、変更できるものとします。 

 

第10条（個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口） 

（１）保証受託会社に対する、個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削

除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見

の申出に関しては、次の窓口まで、お願いします。 

（保証受託会社窓口） 

SMBCファイナンスサービス株式会社 お客さま相談部 

東京都港区港南二丁目１６番４号 

※お電話はカスタマーセンターにて承ります。 

電話番号：050-3827-0375 

受付時間：9：30∼17：00（1 月 1 日休み） 

※個人情報保護管理責任者について 

保証受託会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員

を「個人情報保護管理責任者」に選任しております。 

（２）当社及び第４条（５）における当社の提供先に対する、個人情報の利用目的の通知、

開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についての

お問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、次の窓口まで、お願いします。 

（当社窓口） 

株式会社セディナオートリース（業務部） 

〒163-1437 東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号 

東京オペラシティビル 37 階  TEL（03）6628-6700 

 

 



＜代行入力に関する同意条項＞ 

 

申込者（以下「甲」という。）は、株式会社セディナオートリース（以下「乙」という。）

ならびにSMBCファイナンスサービス株式会社対して、乙が運営・提供するWEBによる

保証委託契約およびオートリース契約の申込みをするにあたり、販売店の担当者が甲に代

わり、販売店の情報処理システム（パソコン等）に甲の属性情報を入力し、申込みするこ

とを委任致します。 



個人情報の取扱いに関する同意条項
（以下、申込者及び賃借人を「甲」、賃貸人を ｢乙｣、保証会社を「丙」という。）

第 1条（個人情報の収集・保有・利用）
1．甲及び連帯保証人予定者（以下「連帯保証人」という。）は、ジャックスリース契約及び保証委託

契約（本申込みを含む。以下「本契約」という。）を含む乙及び丙との取引の与信判断及び与信
後の管理のため、並びに今後の乙及び丙との取引に係る与信判断及び与信後の管理のために以
下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という。）を乙及び丙が保護措置を講じた上で収集
すること（映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。）
並びに乙及び丙が定める期間は以下の各条項（以下「本規約」という。）に基づいて乙及び丙が保有・
利用すること及び、乙及び丙が第三者等に提供することに同意します。
①甲及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先（お
勤め先内容）、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザー ID 等、本人を特定するための情報（本
契約締結後に乙及び丙が甲及び連帯保証人から通知を受け、又は乙及び丙が適法かつ公正に収
集したこと等により知り得た変更情報を含む。以下同じ）
②本契約に関する申込日、契約日、リース車両、リース料、リース期間、保管場所、支払方法、
振替口座、メンテナンス・サービス契約内容
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、中途解約を受け付けた事実
④本契約に関する甲及び連帯保証人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、甲及び連帯保証人が申告した甲及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、
乙及び丙が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は乙及び丙が必要と
認めた場合に、甲及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住
民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情
報
⑥本契約に係る自動車の検査証を取得し（電子的取得を含む）、内容を確認し記録することにより
又は写しを取得することにより得た記載内容情報
⑦法令等に基づき、甲及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
⑧電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報

2．甲及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行のため乙及び丙が第１
項①②③④⑤⑥⑦の個人情報（但し、乙及び丙が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務
の返済状況を除く）を収集し、又は丙から乙に提供し利用することに同意します。

3．甲及び連帯保証人は、乙及び丙が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務
の一部又は全部を、乙及び丙の提携企業に委託（債権譲渡含む）する場合に、乙及び丙が個人
情報の保護措置を講じた上で、第１項により収集した個人情報を当該提携企業に提供し当該提
携企業が利用することに同意します。

4．甲及び連帯保証人は、乙及び丙が乙及び丙の事務（コンピューター事務、代金決済事務、メン
テナンス・サービスの提供、顧客からの問い合わせ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の
業務及びこれらに付随する事務等）を第三者に業務委託する場合に、乙及び丙が個人情報の保
護措置を講じた上で、第１項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意し
ます。

5．甲及び連帯保証人は、乙及び丙が法令（強制力を伴っている場合に限らず、乙及び丙が公共の
利益のために必要と判断した場合を含む）に基づいて、公的機関等に対して第１項により収集し
た個人情報を提供することに同意します。

6．甲及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及びリース契約履行のため、乙が第１項①②の個人
情報をジャックスリース契約書兼保証委託契約書記載の販売店（以下「販売店」という。）に提供
し利用することに同意します。

7・甲は、乙及び丙が第１項により収集した個人情報を、民法第 458 条の 2 に基づく連帯保証人の
請求があった場合に、本契約の連帯保証人に対して、甲の債務の履行状況に関する情報の提供
義務を乙及び丙が実施するため、提供することに同意します。

8．甲及び連帯保証人は、乙が下記に定める提携会社に対して、コンピューター事務、顧客からの問
い合わせ対応、公租公課等の支払い及びメンテナンス管理等の支払いを利用目的として、第１項
①②③⑥の個人情報を提供し、当該提携会社が利用することに同意します。

●利用会社名
株式会社オートコミュニケーションズ
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-3-1　TEL　03-5475-7131
株式会社ナルネットコミュニケーションズ
〒 486-0852 愛知県春日井市下市場町 5-1-16　TEL　0120-077-960
株式会社ベルティス
〒 700-0944 岡山県岡山市南区泉田 421-20　TEL　086-242-0630　https://www.vertice.jp/

第 2条（個人情報の与信等の目的外の利用）
甲及び連帯保証人は、乙及び丙が下記の目的のため第 1 条第１項の個人情報を利用したり、電
子メール・ダイレクトメール・ファックス・電話・SMS（ショートメッセージサービス）等により案内
することに同意します。
①乙のリース事業、オートオークション仲介事業等における管理・サービス提供、宣伝物等のお
知らせに利用するため。
②丙のクレジット事業、金融事業、保険事業、不動産取引・賃貸管理事業、物品賃貸事業等に
おける市場調査、商品開発、商品サービス情報、関連するサービスのお知らせ等に利用するため。

第 3条（個人信用情報機関への登録・利用）
1．甲及び連帯保証人は、丙が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する情

報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者）及び当該機関と提携する個人信
用情報機関に照会し、甲及び連帯保証人の個人情報（同機関の加盟会員によって登録される情報、
貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・
登録する情報を含む。）が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、甲及び
連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査（与信判断及び与信後の管理のため、以下同じ。）
の目的に限り、丙がそれを利用することに同意します。

2．甲及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、丙の加盟する個人
信用情報機関に別表 1 に定める期間登録され、丙が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と
提携する個人信用情報機関の加盟会員により、甲及び連帯保証人の支払能力に関する調査のた
めに利用されることに同意します。

別
表
１

登録情報

会社名

①本契約に係る
　申込みをした事実

②本契約に係る
　　客観的な取引事実

③本契約に係る債務の
　支払を延滞等した事実

登
録
期
間

株式会社
シー・アイ・シー

（ＣＩＣ）

丙が個人信用情 報
機関に照会した日か
ら６ヶ月間

契約期間中及び契約終了後５
年以内

契約期間中及び
契約終了後５年間

株式会社
日本信用情報
機構（ＪＩＣＣ）

丙が個人信用情 報
機関に照会した日か
ら６ヶ月以内

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）

契約継続中及び
契約終了後５年以内

3．丙が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は、下記の通りです。また、
本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により
通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー（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　新宿ファーストウェスト
フリーダイヤル 0120-810-414  URL（https://www.cic.co.jp/）
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、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（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒 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
ナビダイヤル：0570-055-955  URL（https://www.jicc.co.jp/）
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、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。

4．丙が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
●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. 03-3214-5020　URL（https://www.zenginkyo.or.jp./pcic/）
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、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。

5．上記 3．に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、下記の通りです。
①株式会社シー・アイ・シー
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本人
を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量 / 回数 / 期間、契約額又は極
度額、貸付額、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、延滞等支払状況に関する情報の全部又は一部となります。
②株式会社日本信用情報機構
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、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）、及び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）の全部又は一部となります。

第 4条（個人情報の提供・利用）
1．甲及び連帯保証人は、乙と個人情報の提供に関する契約を締結した販売店がリース事業、自動

車販売事業におけるサービス・商品等の案内に利用するため 、乙が第 1 条第１項①②③の個人
情報を保護措置を講じた上で提供し、販売店が利用することに同意します。

2．販売店への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から7 年間とします。
なお、販売店における個人情報の利用期間については、販売店にお問合わせください。

第 5条（個人情報の開示・訂正・削除）
1．甲及び連帯保証人は、乙及び丙、第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護

に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①乙及び丙に開示を請求する場合には、第 8 条記載の窓口又は支店にご連絡ください。開示請
求手続き（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。また、
開示請求手続きにつきましては、丙のホームページ（https://www.jaccs.co.jp/）によってもお知
らせしております。
②個人信用情報機関に開示を請求する場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③販売店に対して開示を請求する場合には、販売店に連絡してください。

2．万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙及び丙は、速やかに訂正又は
削除に応じるものとします。

第 6条（本規約に不同意の場合）
乙及び丙は、甲及び連帯保証人が本申込みの必要な記載事項（ジャックスリース契約及び保証委
託契約申込兼同意書で甲及び連帯保証人が記載すべき事項）の記載を希望しない場合及び本
規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。

第 7条（利用・提供中止の申出）
本規約第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で乙又は丙が当該情報を利用、提供している
場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の乙又は丙での利用、他社への提供を
中止する措置をとります。

第 8条（問合わせ等窓口）
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その
他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。

　【保証会社　株式会社ジャックスの問合わせ窓口】
●東京カスタマーセンター（お客様相談室）
〒 194-8570　東京都町田市南町田 5-2-1　南町田 5 丁目ビル TEL　0570-200615
●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 TEL　0570-550061

　【リース会社　ジャックスリース株式会社の問合わせ窓口】
●ジャックスリース株式会社
〒140-8517　東京都品川区東品川 4-12-1　品川シーサイドサウスタワー17 階　TEL　03-6327-2201

第９条（本契約が不成立の場合）
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条第２項に基づき、
当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることは
ありません。なお、本申込書の写し等は乙及び丙で一定期間保管後、破棄するものとします。

第 10条（本規約の変更）
本規約に定める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。

賃 借 人： ジャックスリース株式会社
 〒140-8517 東京都品川区東品川 4-12-1 品川シーサイドサウスタワー17 階
 TEL　03-6327-2201　FAX　03-6327-2204
保証会社：株式会社ジャックス
 〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿 4-1-18　恵比寿ネオナート
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＜保証委託申込手続きの委任に関する同意条項＞ 

 

 申込者（以下「甲」という。）は、株式会社ジャックスに対して、ジャックスリース株

式会社が運営・提供するＷＥＢによる保証委託契約の申し込みをするにあたり、販売店の

担当者が甲に代わり、販売店の情報処理システム（パソコン等）に甲の属性情報を入力

し、申し込みすることを委任いたします。 

また甲は、申し込みに関し甲又は第三者に損害が生じた場合であっても、ジャックスリース

株式会社および株式会社ジャックスは一切の責任を負担しないことに同意いたします。 


