
□◆□ お手続きのご案内 □◆□ 

 
 
 
 
 

STEP1 申込書類のプリントアウト 

 A4サイズの普通紙にプリントアウトしてください（本紙 1枚含め合計 6枚）。 

 「記入例」にしたがい、必ず「お申し込みされるご本人さま」がご記入 
ください。以下の項目については訂正ができませんので、お間違えの 
ないようお願いいたします。※修正液による訂正もできません。 
【1.お名前 2.お名前のフリガナ 3.生年月日 4.ご自宅の住所 5.暗証番号】 

【 提出書類 】 
□ バンクイック利用申込書兼保証依頼書（銀行・保証会社用） 
□ バンクイック暗証番号届出書 
□ 本人確認書類*1 ※既にご提出いただいている場合は不要です 
□ 収入証明書*2 ※50 万円超の利用限度額をご希望の場合のみ 
※提出書類の不足や申込書の記入漏れがあった場合は、再提出をお願いすることがあります。 
※上記以外にも別途、追加書類をご依頼することがあります。 

*1 本人確認書類として、以下のいずれか 2 点（有効期限内かつ現住所記載のもの）をご用意ください。 

○運転免許証：裏面に現住所の表示がある場合は表・裏両方が必要です。  

○健康保険証：カード型は両面が必要です。現住所を記入のうえ裏面のコピーもご用意ください。 

○パスポート：日本国内で発行のもので顔写真のページと所持人記入欄（お名前・現住所等、    

記入箇所）の両方が必要です。  

○個人番号カード：表面のみ必要です。  

○在留カード：変更事項がある方については、裏面も必要です。※日本国籍をお持ちでない方で    

在留カードをお持ちの場合は、こちらをご用意ください。  

○特別永住者証明書：変更事項がある方については、裏面も必要です。 

※2020 年 2 月以降に申請された所持人記入欄がないパスポートの取り扱い等、 

本人確認書類について、くわしくはこちら（ホームページ）をご確認ください→ 

*2 50 万円超の利用限度額をご希望の場合は、収入証明書として、以下の 

いずれか 1 点をご用意ください。 

○源泉徴収票／○住民税決定通知書／○納税証明書その 1・その 2（個人事業者の方）／ 

○確定申告書第 1 表・第 2 表 

 

 

STEP4 書類提出 
 WEB アップロード、FAX、郵送のいずれかの方法でご提出ください。 

WEB アップロード 
お持ちのパソコン･スマートフォンからご提出いただけます。 
【パソコンの方】バンクイック HP*＞「書類提出はこちら」 
       （*https://www.bk.mufg.jp/kariru/card/banquic/） 
【スマートフォンの方】右の QR コードを読み取りください→ 
※受付番号は 0000000（ゼロ 7 桁）をご入力ください。 

FAX 
提出書類を下記 FAX 番号あてに送信してください。 
※暗証番号届出書をご送信いただく場合は、お客さまの暗証番号の安全性を確保するため、ほかの

書類と一緒に送信しないでください。お手数ですが、暗証番号届出書のみ、別に送信してください。 

 

 

 

郵送 
郵送での提出をご希望の場合は、お手持ちの封筒に提出書類のコピーを同封 

いただくか、本紙下部に記載のお問合せ先にお電話いただき返信用封筒を    
お取り寄せのうえ、書類をご郵送ください。 
 

STEP5 カード発行 
 ご指定いただいたカードお受取方法にもとづいて、カードを発行いたします 

のでお受け取りください。 

STEP2 「利用申込書兼保証依頼書」「暗証番号届出書」のご記入          

STEP3 提出書類のご確認          

FAX 番号 0120-23-5919 （受付時間：24 時間 365 日） 
※FAX 番号はよくご確認いただき、誤送信にご注意ください。 

≪お手続きの流れ≫ 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-28-38 東京ダイヤビルディング 2 号館 5 階 

株式会社三菱 UFJ 銀行 第二リテールアカウント支店 

電話番号：0120-959-555   

受付時間：平日 9:00～21:00 土･日･祝日 9:00～17:00（12/31～1/3 を除く） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

（2022.11） 

このたびは三菱 UFJ 銀行のカードローン「バンクイック」をお申し込みいただき、誠にありがとうございます。 
以下「お手続きの流れ」にそって、お手続きいただけますようお願い申し上げます。 
なお、ご不明な点がございましたら、お気軽に第二リテールアカウント支店までお問合せください。 



22.11

記入例

●お申し込みになるご本人さまが自筆ですべてご記入ください｡
●ご印鑑は不要です。
●記入例をご覧になり、ボールペンで強くご記入ください。

1枚目：利用申込書兼保証依頼書

ご住所
・アパート､マンション名､
棟号､部屋番号等まで
くわしくご記入ください｡

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」利用申込書兼保証依頼書

・本申込書の記入日を
ご記入ください。

申込日

お名前
・日本国籍をお持ちでない
方は、「お名前」欄への
記入に加え、英字名を
大文字（ブロック体）で
ご記入ください。

ご署名
・本申込書４枚目の「個人情報の取り扱いに関する同意
書」の内容を確認し、同意いただいたうえでお申し込
みになるご本人さまの自署をお願いします。

お勤め先
・出向・派遣社員の方は、
それぞれ出向元・派遣
元をご記入ください。

ご契約には、以下の書類が必要です（くわしくは､「お手続きのご案内」をご覧ください）

●本人確認書類
以下のいずれか２点（有効期限内かつ現住所記載のもの）をご用意ください。
1．運転免許証 2．各種健康保険証 3．パスポート
4．個人番号カード 5．在留カードまたは特別永住者証明書（カード）

●収入証明書（50万円超の利用限度額をご希望の場合）
以下のいずれか１点をご用意ください。
1．源泉徴収票 2．住民税決定通知書 3．納税証明書その１･その２（個人事業者の方）
4．確定申告書第１表･第２表

3枚目：暗証番号届出書

1

枚
目

銀
行･

保
証
会
社
用

475 口座番号
第二リテール
アカウント支店

受付店 店番･店名

銀行使用欄

貴社との契約に基づき本件の保証を依頼します。

保証申請額
株式会社三菱UFJ銀行 第二リテールアカウント支店

万円

株式会社三菱UFJ銀行 御中
アコム株式会社 御中

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」 利用申込書兼保証依頼書

私は、貴行のホームページに掲載の三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」ローン規定・同カード規定・同保証委託約款・Ｅメール
サービス利用規約ならびに本申込書４枚目に記載の個人情報の取り扱いに関する同意書の各条項に同意のうえ、アコム株式会社を連帯保証人
として株式会社三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の利用を申し込みます。

三菱UFJ銀行 バンクイック申込書（簡易版）表紙 1/7
11.7×8 133線網②5,10,15％③20％ mic-IS1935-010 M

■COL-8■COL-9■P711U
2022.10.27 改初校M（COL-8）

性別申込日

お名前

ご住所

生年
月日

フリガナ

年 日月令和 男 女
昭和

平成

必ずご記入ください｡

年 日月

英字名※
※日本国籍をお持ちでない方は、「お名前」欄の記入に加え、英字名を大文字（ブロック体）でご記入ください。

〒

都道
府県

市区
郡

所在地

お勤め先

〒
都道
府県

市区
郡

※お勤めの方のみ
ご記入ください｡

電話番号 ）（

１．お申し込みのご本人さまについて

２．お勤め先について（お勤めの方または自営業の方のみご記入ください｡）
※年金受給の方は記入不要です。

フリガナ

ご署名
（自署）

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､本申込書４枚目の
「反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

４．反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意について

※「自動支払いによるご返済」をご希望のお客さまは「毎月指定日返済」を
ご選択ください。

※ご指定がない場合､「35日ごとのご返済」とさせていただきます。

※テレビ窓口でのカードのお受け取りには、運転免許証が必要です。
（有効期限内で現住所の記載のあるものに限ります。）

自宅

ご署名
（自署）

※カード送付は除きます。
※勤務先へ郵送の場合､出向されている方は､出向元へ送付いたします。

カードの
受取方法

テレビ窓口 自宅郵送

勤務先

毎月指定日返済 毎月 日

35日ごとのご返済

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､貴行およびアコム株式会社
に対し､本申込書４枚目の「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

※月末日指定は「31」と
ご記入ください。

５．ご利用方法

３．個人情報の取り扱いに関する同意について

郵便物の
送 付 先

返済期日

3

枚
目

※
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

お客さまコード／生年月日 暗証番号
・FAXでご送信いただく場合
のみご記入ください。

・４ケタの数字をご記入
ください。

７．続けて３枚目の「暗証番号届出書」をご記入ください。

●ご契約に際して
・お申込内容確認のために、ご自宅やお勤め先に銀行名にてご連絡することがあります。
・お申込時、「自動支払いによるご返済」を選択したお客さまも、手続が完了するまでは
ATMよりご返済いただきますようお願いいたします。

６.外国政府等において重要な公的地位にある方等について
チェック ください。□
※具体例や､「ご家族」の範囲については当行ホームページをご確認ください。

いいえ、該当しません

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関に
おいて重要な地位を占める方（過去において該当する場合も含み
ます）、またはそのご家族に該当しますか。

はい、該当します

※該当するお客さまは後日第二リテールアカウント支店よりご連絡いたします。

●お客さま控（2､4枚目）は大切にお持ちください。
●FAXでご送付いただいた本申込書等が、判別できない場合等、改めて提出をお願いする場合があります。
●当行にご提出いただいた本申込書および必要書類は、返却いたしませんのでご了承ください。

暗証番号はもれなくご記入ください｡

お客さまコード

1．暗証番号について
◆ ４ケタの数字をご記入ください。
◆ 他人に推測されにくい番号をご指定ください。
◆ 以下の番号は、特に他人に推測されやすいので指定しないでください。
①生年月日の組み合わせ ②ご自宅の電話番号、携帯電話番号
③同一数字４ケタ ④住所の地番 ⑤自動車のナンバー

2．ご返送について
◆ ご返送いただく際は、以下の（１）（２）欄をご記入ください。

生年月日
（和暦）

三菱UFJ銀行 第二リテールアカウント支店

暗証番号

本暗証番号届出書は、カード発行手続終了後に当行で廃棄させていただきます。

FAX

※ご留意事項

・本暗証番号届出書には、お客さまのお名前やご住所をご記入いただかないようご注意ください。
・FAXでご返送いただく場合は、お手数ですが本暗証番号届出書と他の申込書等とは別々に送信してください。
・本暗証番号届出書は訂正できません。ご記入内容を訂正される場合は、新しい用紙にご記入ください。

（１）お客さまコード
※ お客さまのお名前の姓と、名の最初の一文字を
カタカナでご記入ください。

（２）生年月日
※ 和暦でご記入ください。

・記入例：
山田 太郎（ヤマダ タロウ）→「ヤマダ タ」

・記入例：
昭和40年１月１日生まれの場合 →「４００１０１」

（受付時間：２４時間３６５日）

※郵送でご返送いただく場合は､暗証番号用シールを

貼付してください。

昭和□
平成□



株式会社三菱UFJ銀行 御中
アコム株式会社 御中

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」 利用申込書兼保証依頼書

1

枚
目

性別申込日

お名前

ご住所

生年
月日

フリガナ

年 日月令和 男 女
昭和

平成

必ずご記入ください｡

年 日月

英字名※
※日本国籍をお持ちでない方は、「お名前」欄の記入に加え、英字名を大文字（ブロック体）でご記入ください。

〒

都道
府県

市区
郡

銀
行･

保
証
会
社
用

475 口座番号
第二リテール
アカウント支店

受付店 店番･店名

銀行使用欄

貴社との契約に基づき本件の保証を依頼します。

保証申請額
株式会社三菱UFJ銀行 第二リテールアカウント支店

万円

所在地

お勤め先

〒
都道
府県

市区
郡

※お勤めの方のみ
ご記入ください｡

電話番号 ）（

１．お申し込みのご本人さまについて

２．お勤め先について（お勤めの方または自営業の方のみご記入ください｡）
※年金受給の方は記入不要です。

７．続けて３枚目の「暗証番号届出書」をご記入ください。

フリガナ

●ご契約に際して
・お申込内容確認のために、ご自宅やお勤め先に銀行名にてご連絡することがあります。
・お申込時、「自動支払いによるご返済」を選択したお客さまも、手続が完了するまでは
ATMよりご返済いただきますようお願いいたします。

■COL-8■COL-9■P711U

三菱UFJ銀行 バンクイック申込書（簡易版）1P目表面 2/7
11.7×8 133線網②5,10,15％③10％ mic-IS1935-011 M

ご署名
（自署）

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､本申込書４枚目の
「反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

４．反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意について

※「自動支払いによるご返済」をご希望のお客さまは「毎月指定日返済」を
ご選択ください。

※ご指定がない場合､「35日ごとのご返済」とさせていただきます。

※テレビ窓口でのカードのお受け取りには、運転免許証が必要です。
（有効期限内で現住所の記載のあるものに限ります。）

自宅

ご署名
（自署）

※カード送付は除きます。
※勤務先へ郵送の場合､出向されている方は､出向元へ送付いたします。

カードの
受取方法

テレビ窓口 自宅郵送

勤務先

毎月指定日返済 毎月 日

35日ごとのご返済

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､貴行およびアコム株式会社
に対し､本申込書４枚目の「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

※月末日指定は「31」と
ご記入ください。

５．ご利用方法

３．個人情報の取り扱いに関する同意について

郵便物の
送 付 先

返済期日

６.外国政府等において重要な公的地位にある方等について
チェック ください。□
※具体例や､「ご家族」の範囲については当行ホームページをご確認ください。

いいえ、該当しません

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関に
おいて重要な地位を占める方（過去において該当する場合も含み
ます）、またはそのご家族に該当しますか。

はい、該当します

※該当するお客さまは後日第二リテールアカウント支店よりご連絡いたします。

私は、貴行のホームページに掲載の三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」ローン規定・同カード規定・同保証委託約款・Ｅメール
サービス利用規約ならびに本申込書４枚目に記載の個人情報の取り扱いに関する同意書の各条項に同意のうえ、アコム株式会社を連帯保証人
として株式会社三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の利用を申し込みます。

2021.4.28 改初校M（COL-8）（校）M



2

枚
目

※
お
客
さ
ま
控
え
と
し
て
、
4
枚
目
と
共
に
大
切
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

お
客
さ
ま
控

株式会社三菱UFJ銀行 御中
アコム株式会社 御中

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」 利用申込書兼保証依頼書

私は、貴行のホームページに掲載の三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」ローン規定・同カード規定・同保証委託約款・Ｅメール
サービス利用規約ならびに本申込書４枚目に記載の個人情報の取り扱いに関する同意書の各条項に同意のうえ、アコム株式会社を連帯保証人
として株式会社三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の利用を申し込みます。

■COL-8■COL-9■P711U

三菱UFJ銀行 バンクイック申込書（簡易版）2P目表面 3/7
11.7×8 133線網②5,10,15％③5,10％ mic-IS1935-012 M

性別申込日

お名前

ご住所

生年
月日

フリガナ

年 日月令和 男 女
昭和

平成

必ずご記入ください｡

年 日月

英字名※
※日本国籍をお持ちでない方は、「お名前」欄の記入に加え、英字名を大文字（ブロック体）でご記入ください。

〒

都道
府県

市区
郡

所在地

お勤め先

〒

※お勤めの方のみ
ご記入ください｡

電話番号 ）（

１．お申し込みのご本人さまについて

２．お勤め先について（お勤めの方または自営業の方のみご記入ください｡）
※年金受給の方は記入不要です。

フリガナ

ご署名
（自署）

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､本申込書４枚目の
「反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

４．反社会的勢力ではないことの表明･確約に関する同意について

※「自動支払いによるご返済」をご希望のお客さまは「毎月指定日返済」を
ご選択ください。

※ご指定がない場合､「35日ごとのご返済」とさせていただきます。

※テレビ窓口でのカードのお受け取りには、運転免許証が必要です。
（有効期限内で現住所の記載のあるものに限ります。）

自宅

ご署名
（自署）

※カード送付は除きます。
※勤務先へ郵送の場合､出向されている方は､出向元へ送付いたします。

カードの
受取方法

テレビ窓口 自宅郵送

勤務先

毎月指定日返済 毎月 日

35日ごとのご返済

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の申し込みにあたり､貴行およびアコム株式会社
に対し､本申込書４枚目の「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容について同意します。

※ボールペンではっきりと自署をお願いします。

※月末日指定は「31」と
ご記入ください。

５．ご利用方法

３．個人情報の取り扱いに関する同意について

郵便物の
送 付 先

返済期日

都道
府県

市区
郡

●ご契約に際して
・お申込内容確認のために、ご自宅やお勤め先に銀行名にてご連絡することがあります。
・お申込時、「自動支払いによるご返済」を選択したお客さまも、手続が完了するまでは
ATMよりご返済いただきますようお願いいたします。

６.外国政府等において重要な公的地位にある方等について
チェック ください。□
※具体例や､「ご家族」の範囲については当行ホームページをご確認ください。

いいえ、該当しません

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関に
おいて重要な地位を占める方（過去において該当する場合も含み
ます）、またはそのご家族に該当しますか。

はい、該当します

※該当するお客さまは後日第二リテールアカウント支店よりご連絡いたします。

７．続けて３枚目の「暗証番号届出書」をご記入ください。

2021.4.28 改初校M（COL-8,P711U）（校）M
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「バンクイック」暗証番号届出書
三菱UFJ銀行のカードローン 銀行使用欄

■COL-8■COL-9■P711U

三菱UFJ銀行 バンクイック申込書（簡易版）3P目表面 4/7
11.7×8 133線網②5％ mic-IS1935-013 M

暗証番号はもれなくご記入ください｡

お客さまコード

1．暗証番号について
◆ ４ケタの数字をご記入ください。
◆ 他人に推測されにくい番号をご指定ください。
◆ 以下の番号は、特に他人に推測されやすいので指定しないでください。
①生年月日の組み合わせ ②ご自宅の電話番号、携帯電話番号
③同一数字４ケタ ④住所の地番 ⑤自動車のナンバー

2．ご返送について
◆ ご返送いただく際は、以下の（１）（２）欄をご記入ください。

生年月日
（和暦）

三菱UFJ銀行 第二リテールアカウント支店

暗証番号

本暗証番号届出書は、カード発行手続終了後に当行で廃棄させていただきます。

FAX

※ご留意事項

・本暗証番号届出書には、お客さまのお名前やご住所をご記入いただかないようご注意ください。
・FAXでご返送いただく場合は、お手数ですが本暗証番号届出書と他の申込書等とは別々に送信してください。
・本暗証番号届出書は訂正できません。ご記入内容を訂正される場合は、新しい用紙にご記入ください。

（１）お客さまコード
※ お客さまのお名前の姓と、名の最初の一文字を
カタカナでご記入ください。

（２）生年月日
※ 和暦でご記入ください。

・記入例：
山田 太郎（ヤマダ タロウ）→「ヤマダ タ」

・記入例：
昭和40年１月１日生まれの場合 →「４００１０１」

（受付時間：２４時間３６５日）

※郵送でご返送いただく場合は､暗証番号用シールを

貼付してください。

昭和□
平成□

2021.4.28 改初校M（校）M
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第１条（個人情報の利用目的）
私は、三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」（以下「本カードローン」という｡）の申し込

み（本カードローンの保証委託契約の申し込みを含む。以下「本申し込み」という｡）にあたり、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、本申し込みおよび本申し込みによ
る契約（以下「本契約」という。）にかかる情報を含む私の個人情報および個人関連情報について、株
式会社三菱UFJ銀行（以下「銀行」という。）およびアコム株式会社（以下「保証会社」という。）が
以下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。
（1）銀行における個人情報の利用目的
＜業務内容＞
①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
②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

③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（今後取り扱いが認められる業務
を含む）

＜利用目的＞
銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下利用目的で利用します。
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法令等に基づくご本人さまの確認等や、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
③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
④融資のお申し込みや継続的なご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私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
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各種お取引の解約やお取引解約その他終了後の事後管理、または金融商品やサービスに関する業務
の改善を図るための判断資料とするため

⑬その他、私との取引を適切かつ円滑に履行するため
ただし、銀行は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
的以外で利用しないものとします。
○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・第三者提供しないものとし
ます。
○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・第三者提供しないものとします。

（2）保証会社における個人情報の利用目的
①与信判断のため
②与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
③与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差し入れその他の取引のため
④保証会社と申込者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
⑤与信にかかわる商品およびサービスのご案内のため
⑥保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のた
め

（3）銀行および保証会社は、本人確認資料として提出された運転免許証等に記載の記号番号等を本人確
認のため収集・利用することがあります。

（4）個人関連情報の第三者取得
銀行は、お申し込み経路を特定するため、お客さまが広告をクリックしたことに関わる情報（広告ID、
クリック日、申込日、端末情報等）をASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）を含む計測ツー
ル等を提供する事業者から取得し、銀行が保有する個人情報との結び付けを行う場合があります。
保証会社は、第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次の通り取り扱います。
＜電話接続状況履歴の取得＞
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴（全国の固定電話および携帯電話の接続状況調
査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています｡）の提供を受け、お客
さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存､管理､変更および権利
行使のために利用します。

第２条（個人情報の銀行と保証会社との相互提供）
１．私は、本申し込みおよび本契約にかかる情報を含む私に関する第2項および第3項の情報を、第2項
および第3項に記載する目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用すること
に同意します。

２．銀行より保証会社へ提供される情報
（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、借入
要領に関する情報等、申込書ならびに付属書類等本申し込みにあたり提出する書類、入力データや
画面に掲載の全ての情報ならびに口頭で告知する情報

（2）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、保証会社における取引管理ま
たは取引上の権利の保全に必要な全ての情報

（3）銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
（4）延滞情報、破産等の情報を含む本契約に基づく債務の弁済に関する情報
（5）借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するに
あたり必要な情報

＜提供された情報の保証会社における利用目的＞
①申し込みの受付、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法令等や契約上の権利の保全、行使や義務の履行のため

個人情報の取り扱いに関する同意書

三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」 ④保証会社内部における市場調査等研究開発、保証基準の見直しのため
⑤取引上必要な各種郵便物の送付のため
⑥その他私との取引の適切かつ円滑な履行のため

３．保証会社より銀行へ提供される情報
（1）氏名、保証会社での保証審査の結果に関する情報
（2）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
（3）保証会社における保証残高情報、他の保証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

（4）銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
（5）保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況や担保目的物の処分等に関わる情
報

＜提供された情報の銀行における利用目的＞
第1条（1）に記載の利用目的

第３条（債権譲渡）
本契約によるローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することが

あります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲
渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利
用されることに同意します。

第４条（個人信用情報機関の利用・登録等）
１．私は、銀行および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、私の個人情報（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、銀行およ
び保証会社がそれを与信取引上の判断（銀行は銀行法施行規則第13条6の6等に基づく、返済能力また
は転居先の調査をいう。保証会社は貸金業法等により、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．銀行および保証会社が本申し込みに関して加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その
利用した日および本申し込みの内容等が同機関に第3項の表の期間登録され、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。

３．私は、本契約に基づく以下の個人情報（本人を特定する情報（氏名、生年月日、電話番号および運
転免許証等の記号番号等）、ならびに申し込み日および申し込み商品種別等の情報｡）が、銀行および
保証会社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、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。

登録情報 全国銀行
個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー

２個人信用情報機関を利
用した日および本契約
またはその申し込みの
内容等

３借入金額､借入日､最終
返済日等の本契約の内
容およびその返済状況
（代位弁済､強制回収手
続､解約､完済､延滞､延
滞解消等の事実を含む）
等の本契約に関する客
観的な取引事実

４債務の支払を遅滞等し
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

保証会社が、信用情報を
利用した日から6ヶ月以
内

保証会社が、信用情報を
照会した日から6ヶ月間

本契約期間中および本契
約終了日（完済していな
い場合は完済日）から5年
を超えない期間

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）

契約期間中および契約終
了後5年以内

本契約期間中および本契
約終了日（完済していな
い場合は完済日）から5年
を超えない期間

契約継続中および契約終
了後5年以内

契約期間中および契約終
了後5年間

登録期間（各個人信用情報機関の連絡先等は第５条に記載）

２～７の登録情報のいずれかが登録されている期間

ホームページアドレス・
電話番号 銀行 保証会社

全国銀行個人信用情報センター（ＫＳＣ）

株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
（貸金業法および割賦販売法に基づく指定信用情報機関）

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL03-3214-5020
https://www.cic.co.jp/
TEL0120-810-414または0570-666-414
https://www.jicc.co.jp/
TEL0570-055-955

○ △

△ ○

△ ○

個人信用情報機関名

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）

４．私は、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。

第５条（銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と同機関と提携する個人信用情報機関の名称
等）
銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関（○で表記）と同機関と提携する個人信用情報機関

（△で表記）の名称等は下表の通りです。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。（銀行および保証会社

ではできません。）

５官報情報

６登録情報に関する苦情
を受け、調査中である
旨

７本人確認資料の紛失･
盗難、貸付自粛等の本
人申告情報

破産手続開始決定等を受
けた日から7年を超えな
い期間

当該調査中の期間 当該登録情報が調査中の
期間

当該登録情報が調査中の
期間

本人から申告のあった日
から5年を超えない期間 登録日から5年以内 登録日から5年以内

－ －

１氏名、生年月日、性別、
住所（本人への郵便不
着の有無等を含む）、
電話番号、勤務先等の
本人情報
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私は、次の（1）の各号のいずれかに該当し、もしくは（2）の各号のいずれかに該当する行為をし、または
（1）にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合には、貴行の通知なく、取
引の全部または一部が停止され、または貴行の通知により、この契約が解約されても異議を申しません。
また、これにより私に損害が生じた場合でも、貴行にはなんら請求をいたしません。
また、貴行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
（1）貴行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって
も該当しないことを確約いたします。
１．暴力団
２．暴力団員
３．暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者
４．暴力団準構成員
５．暴力団関係企業
６．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
７．その他前各号に準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という。）
８．以下のいずれかに該当する者
（イ）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（ロ）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
（ハ）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

（二）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
れる関係を有すること

（ホ）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有
すること

（2）私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
１．暴力的な要求行為
２．法的な責任を超えた不当な要求行為
３．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
４．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害す
る行為
５．その他前各号に準ずる行為

以上

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
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第６条（個人情報の利用・提供の停止）
銀行および保証会社は、第1条（1）銀行の利用目的⑩⑪、（2）保証会社の利用目的⑤に基づくダイレク

トメールの発送・電話によるご案内等については、私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、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を停止する措置をとります。

第７条（本同意事項に不同意の場合）
銀行および保証会社は、申込者等が本申し込みおよび本契約に必要な記載事項（契約書表面で契約者

が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない
場合、本申し込みおよび本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条（1）⑨⑩⑪に同意しない場
合でも、これを理由に銀行および保証会社が本申し込みおよび本契約をお断りすることはありません。

第８条（開示・訂正等）
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）に規定する開示、訂正、利用・提供の

停止の手続については、銀行および保証会社はホームページに掲載します。なお、第4条に規定する個
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。

第９条（会話内容の記録）
私は、銀行が私の申し出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話による

私との会話内容（私が第1条に規定する特別の非公開情報を話す場合を含みます）を、録音により記録
し、相当期間保管することに同意します。

以上
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