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スーパーICカード Suica 三菱 UFJ-VISA における当行の個人情報の取り扱い 

 

1．個人情報の収集・利用目的 

（1）会員および入会申込者（以下あわせて「会員等」といいます。）は、当行が個人情報の保護に関する法律に基づき入

会申込書や入会後の届出書等の会員等が当行に提出する書面の記載事項、および当行が保有する会員等の過去を含

む当行との取引全般に関する情報を、次の業務ならびに利用目的のために必要な範囲で収集し利用することに同意しま

す。 

〈業務内容〉 

・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 

・公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業務、クレジットカード業務等、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 

・その他当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（今後取り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します。 

（クレジットカード業務における利用目的） 

①与信判断および契約後の与信管理のため 

②「2.個人信用情報機関の利用等」に規定する個人信用情報機関への照会・登録等のため 

③クレジットカードサービスの提供および取引の管理のため 

④商品、サービスの案内および商品開発のため 

（当行の業務全般における利用目的） 

①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込みの受付のため 

②法令等に基づく本人確認等や、金融商品やサービスを利用いただく際の資格等の確認のため 

③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため 

④融資の申し込みや継続的な利用等に際しての判断のため 

⑤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 

⑥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 

⑦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 

⑧契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

⑨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 

⑩ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため（お客さまの取引履歴

やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サー

ビスに関する広告等の配信等を行うことを含む） 

⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため（お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等

から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含

む） 

⑫各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため 

⑬その他取引を適切かつ円滑に履行するため 

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しません。 
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・銀行法施行規則第 13条の 6の 6及び割賦販売法等により個人信用情報機関から提供を受けた返済能力に関する情報

は、返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。 

・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・第三者提供しません。 

(2)当行は、お客さまの個人番号・特定個人情報（以下、特定個人情報等といいます）を、以下の利用目的の達成

に必要な範囲で利用いたします。 

お客さまから直接書面に記載されたご本人の特定個人情報等を取得する場合、あらかじめ利用目的を明示いたし

ます（法令に明示の必要なしと規定されている場合を除く）。それ以外の方法で特定個人情報等を直接取得する場

合、およびご本人以外の方等から間接的に特定個人情報等を取得する場合についても、下記の利用目的の達成に

必要な範囲内で利用いたします。 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定に基づき、当行は、特定 

個人情報等について、同法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしま

せん。 

〈特定個人情報等の利用目的〉 

①金融商品取引に関する法定書類作成事務のため 

②生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

③損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため 

④信託取引に関する法定書類作成事務のため 

⑤金地金等取引に関する法定書類作成事務のため 

⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため 

⑦国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため 

⑧その他法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため 

⑨預貯金口座付番に関する事務のため 

⑩①から⑨までに関連する事務のため 

 (3)当行は、お電話でのお取引に際しては、ご本人確認のために必要な個人情報について、お伺いする場合があ

ります。 

 

2．個人信用情報機関の利用等 

（1）会員等は、当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会員等の個人情報（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破産等

の官報情報等を含む。）が登録されている場合には、当行がそれを与信取引の判断（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及び割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調

査目的に限る。）のために利用することに同意します。 

（2）会員等は、下記の個人情報（その履歴を含む。）が当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の判断（前項に同じ。）のために利用されること

に同意します。 
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［全国銀行個人信用情報センターの登録情報と登録期間］ 

登録情報 登録期間 

取引情報 

ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況

（入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を

含む）の履歴 

契約期間中および契約終了日（完済されていない場合は

完済日）から 5 年を超えない期間 

 

照会記録情報 

会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等

の申込み・契約の内容等 

当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期

間、会員への提供は6ヵ月を超えない期間 

官報情報 

官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 

当該決定日から7年を超えない期間 

本人申告情報 

本人確認資料の紛失・貸付自粛・同姓同名別人の情報が

センターに登録されており自分と間違えられるおそれがあ

る旨等のご本人からの申告内容 

登録日から5年を超えない期間 

 

［株式会社シー・アイ・シーの個人情報の登録項目、登録情報及び登録の期間］ 

個人情報の登録項目 登録情報 登録の期間 

氏名、生年月日、住所、電

話番号、勤務先、勤務先電

話番号、運転免許証等本

人確認書類の記号番号、

契約の種類、契約日、契約

額、支払回数、利用残高、

月々の支払状況の情報、

利用可能枠、割賦残高、年

間請求額など 

①本人を特定するための情報 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 

②本契約に係る申込みをした事実 当行が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月

間 

③本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後 5年以内 

④本契約に係る債務の支払いを

延滞等した事実 

契約期間中および契約終了後 5 年間 

（3）会員等は、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。 

（4）当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。 

①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 

(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL０３-３２１４-５０２０) 
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株式会社シー・アイ・シー（割賦販売法に基づく指定信用情報機関） 

（httpｓ://www.cic.co.jp/  TEL ０１２０-８１０-４１４  (携帯電話の場合)０５７０-６６６-４１４） 

※株式会社シー・アイ・シーの提携信用情報機関の加盟会員が、利用する情報は、上記（2）の［株式会社シー・アイ・シー

の個人情報の登録項目、登録情報及び登録の期間］の表に記載された項目のうち「④本契約に係る債務の支払いを延

滞等した事実」となります。 

②同機関と提携する個人信用情報機関 

株式会社日本信用情報機構 

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

 

3. 個人情報の当行と東日本旅客鉄道株式会社の相互利用 

会員等は、当行および東日本旅客鉄道株式会社が会員等の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相互に提供し、ス

ーパーIC カード Suica 規定に基づき、下記の目的で利用することに同意するものとします。 

利用目的 

①スーパーIC カード Suica「三菱 UFJ-VISA」（以下「本件カード」といいます。）の発行または発行した本件カードの会員等

の管理のため 

②本件カードに関するサービスの提供のため 

③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため 

④当行および東日本旅客鉄道株式会社の商品・サービスの案内のため 

⑤当行および東日本旅客鉄道株式会社の商品開発のため 

⑥会員等への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため 

相互に提供、利用される個人情報 

（1）上記①②③④⑤を利用目的とする場合 

氏名・住所・電話番号・家族に関する情報等入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項（変更があった場合は変更後

の情報も含む。）、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカード番号、クレジットカード

機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実 

（2）上記⑥を利用目的とする場合 

上記(1)の各項目および Suica 機能の使用に関する情報 

 

4．個人情報の当行と三菱 UFJニコス株式会社の相互利用 

会員等は、三菱 UFJ-VISA会員規約および三菱 UFJ-VISA保証委託約款（三菱 UFJニコス株式会社）に基づきクレジット

の事務を受託し、一切の債務保証を行う三菱 UFJニコス株式会社と当行との間で、次の目的のため必要な範囲内で会員

等の個人情報を相互に提供、利用することに同意します（加盟する個人信用情報機関から得た個人情報を除く）。 

相互に提供、利用される情報 

①氏名、住所、電話番号、家族に関する情報、勤務先に関する情報、借入残高に関する情報等入会申込書や入会後の

届出書等に記載の事項（変更があった場合は変更後の情報も含む。） 

②当行における預金等預かり資産の残高、借入金の残高・返済状況等当行との取引に関する情報 

③クレジットカード番号、クレジットカード利用内容、返済状況等三菱 UFJ-VISA 会員規約に基づくクレジット取引および三

菱 UFJ-VISA 保証委託約款（三菱 UFJニコス株式会社）に基づく保証取引に関する情報 

④代位弁済手続きに必要な情報 

利用目的 



 

5 

①三菱 UFJ-VISA会員規約および三菱 UFJ-VISA保証委託約款（三菱 UFJニコス株式会社）に基づく取引を含む与信取

引の判断および継続的な与信管理のため 

②三菱 UFJ-VISA 会員規約に基づくクレジットカードサービスの提供および取引の管理のため 

③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため 

④当行または三菱 UFJニコス株式会社の商品・サービスの案内および商品開発のため 

⑤その他取引を適切かつ円滑に履行するため 

 

 

5．個人情報の利用・提供の停止 

当行、東日本旅客鉄道株式会社および三菱 UFJ ニコス株式会社は、「1. 個人情報の収集・利用目的(1)（クレジットカード

業務における利用目的）④」、「1. 個人情報の収集・利用目的(1)（当行の業務全般における利用目的）⑩⑪」、「3. 個人情

報の当行と東日本旅客鉄道株式会社の相互利用 利用目的④」および「4. 個人情報の当行と三菱 UFJ ニコス株式会社

の相互利用 利用目的④」の規定により同意いただいた利用目的のうち、会員等から個人情報の利用・提供の停止の申

し出があったときは、当該利用・提供を停止する措置をとります。 

（申し出により利用・提供の停止を行うもの） 

当行、東日本旅客鉄道株式会社および三菱 UFJニコス株式会社の宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内 

（利用停止の申し出先） 

 株式会社三菱 UFJ銀行 

 三菱 UFJ-VISA デスク 

 フリーダイヤル０１２０-５７１-０３４ 

 

6．契約が不成立の場合 

契約が不成立の場合であっても、「5.個人情報の利用・提供の停止」に規定される場合を除き、「スーパーIC カード Suica 

三菱 UFJ-VISAにおける当行の個人情報の取り扱い」により同意いただいた個人情報の利用・提供を停止することはでき

ません。  

 

7．「スーパーIC カード Suica 三菱 UFJ-VISA における当行の個人情報の取り扱い」に不同意の場合 

当行および三菱 UFJ ニコス株式会社は会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本紙の

内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、当行、東

日本旅客鉄道株式会社および三菱 UFJニコス株式会社の宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内のための個人情

報利用に同意しないことを理由にクレジット契約をお断りすることはありません。 
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Suica の SF に関する東日本旅客鉄道株式会社の個人情報の取り扱い 

 

会員および入会を申し込まれた方（以下あわせて「会員等」といいます。）は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」とい

います。）が、スーパーICカードSuica「三菱UFJ-VISA」のSuicaのSFに関して、個人情報の保護に関する法律に基づき、

会員等の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり収集、利用することに同意します。 

 

1. 個人情報の収集、利用 

（1）収集、利用する個人情報 

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日、預金口座番号 

②IC カ−ド乗車券の使用に関する情報 

（2）個人情報の利用目的 

①スーパーIC カード Suica「三菱 UFJ-VISA」（以下「本件カード」といいます。）の発行または発行したカードの会員等の管

理のため 

②本件カードに関するサービスの提供のため 

③会員等への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため 

④当社の旅客鉄道業、金融業、小売業、前払式証票の販売業等、その他当社が営む事業における商品開発、市場調査

（当社の営む具体的な事業の内容については当社所定の方法（当社ホームページ等）によってお知らせします。） 

 

2. 個人情報の取り扱いに関する不同意 

当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合および本重要事項の内容の全部または一部を

承諾できない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。 
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保証会社（三菱 UFJ ニコス株式会社）の個人情報の取り扱い 

 

お客さまの情報の取り扱いについて、下記事項をご確認のうえ、お申し込みください。なお、個人情報の取り扱

いに関する条項の全文は、本申込書に「三菱 UFJ-VISA 保証委託約款（三菱 UFJ ニコス株式会社）第２章」として

掲載していますのでご覧ください。 

 

１．お客さまがお申し込みされ、または契約された事実に関する情報は、三菱 UFJ ニコス株式会社の与信判断及

び与信後の管理のため利用されます。また当該情報は、与信判断および与信後の管理のため、三菱 UFJ ニコス株

式会社が加盟する個人信用情報機関へ登録され、当該機関の加盟会員および当該機関と提携する他の個人信用情

報機関の加盟会員により利用されます。 

 

＜三菱 UFJ ニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関＞ 

株式会社シー・アイ・シー（割賦販売法に基づく指定信用情報機関） TEL 0120-810-414 

                            (携帯電話の場合) 0570-666-414 

〒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 

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

〔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〕 

 

株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 

〒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 

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

〔主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信

用情報機関〕 

 

＜三菱 UFJ ニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関＞ 

全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 

〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 

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

〔主に金融機関とその関連会社を会員とする個人信用情報機関〕 

※上記各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関のホームペ

ージに記載されております。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.co.jp/
https://www.jicc.co.jp/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
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（三菱 UFJ ニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間） 

登録情報 
登録機関 

株式会社シー・アイ・シー（CIC） 株式会社日本信用情報機構（JICC） 

①本人を特定するための情報 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 

②本契約に係る申込みをした

事実 

当社が個人信用情報機関に照

会した日から 6 ヵ月間 

照会日から 6 ヵ月以内 

③本契約に係る客観的な取引

事実 

契約期間中および取引終了日

から 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) 

④本契約に係る債務の支払い

を延滞等した事実 

契約期間中および取引終了日

から 5 年間 

契約継続中および契約終了後 5 年以内 

※三菱 UFJ ニコス株式会社の加盟信用情報機関の提携信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記［三菱 UFJ

ニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間］の表に記載された項目のうち「④本

契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。 

 

２．お客さまがお申し込みをされ、または契約された事実に関する情報は、三菱 UFJ ニコス株式会社から株式会

社三菱 UFJ 銀行へ提供され、株式会社三菱 UFJ 銀行はクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のた

めに利用します。 

 

３．お客さまは、三菱 UFJ ニコス株式会社および三菱 UFJ ニコス株式会社が加盟する個人信用情報機関に対して、

お客さま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。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、三菱 UFJ ニコス株式会社は、速やかに訂正または削除に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


