
条 改定前 条 改定後 

【個人情報の取扱いに関する規約】 【個人情報の取扱いに関する規約】 

第 1 条 （個人情報の利用目的、取得の同意） 

(1) 会員等は、銀行および保証会社が、会員等の個人情報を以下の業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意し

ます。 

① 銀行における業務内容および個人情報の利用目的

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

○ 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、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

○ 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

含みます。）

利用目的 （a） 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため 

（b） 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融商品やサービス利用に

かかる資格等の確認のため 

（c） 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 

（d） 融資の申込みや継続的な利用等に際しての判断のため 

（e） 適合性の原則に照らした判断等、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 

（f） 与信業務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 

（g） 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 

（h） 契約（銀行とお客さまとの間の契約および銀行の業務に直接的または間接的に関連する契約をい

います。）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

（i） 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のた

め 

（j） ダイレクトメール発送等、金融商品やサービス提供に関する各種ご提案のため 

（k） 銀行や銀行関係会社（銀行の有価証券報告書に記載されている関係会社をいう。以下同じ。）およ

び銀行の提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

なお、保険契約募集に関する銀行とお客さまとの取引が、銀行におけるお客さまに関する他の業務

に影響を及ぼすことはございません。 

（l） 各種取引の解約や取引の解約後の事後管理のため 

（m） その他、銀行が提供する金融商品やサービス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別途限定されている場合には、以下のとおり、当

該利用目的以外での取扱いはいたしません。銀行は、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。また、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 1 条 （個人情報の利用目的、取得の同意） 

(1) 会員等は、銀行および保証会社が、会員等の個人情報を以下の業務ならびに利用目的達成に必要な範囲で利用することに同意し

ます。 

① 銀行における業務内容および個人情報の利用目的

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

○ 投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、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

○ 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

含みます。）

利用目的 （a） 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため 

（b） 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人の確認等や、金融商品やサービス利用に

かかる資格等の確認のため 

（c） 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 

（d） 融資の申込みや継続的な利用等に際しての判断のため 

（e） 適合性の原則に照らした判断等、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 

（f） 与信業務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 

（g） 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 

（h） 契約（銀行とお客さまとの間の契約および銀行の業務に直接的または間接的に関連する契約をい

います。）や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

（i） 市場調査、ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のた

め 

（j） ダイレクトメール発送等、金融商品やサービス提供に関する各種ご提案のため 

（k） 銀行や銀行関係会社（銀行の有価証券報告書に記載されている関係会社をいう。以下同じ。）およ

び銀行の提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

なお、保険契約募集に関する銀行とお客さまとの取引が、銀行におけるお客さまに関する他の業務

に影響を及ぼすことはございません。 

（l） 各種取引の解約や取引の解約後の事後管理のため 

（m） その他、銀行が提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため 

（n） 本条(1)①（a）～（m）記載の利用目的のために行う会員等の行動・関心等の分析のため 

なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、以下のとおり、当

該利用目的以外での取扱いはいたしません。銀行は、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。また、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。 



条 改定前 条 改定後 

第 1 条 ② 保証会社における個人情報の利用目的 

利用目的 （a） 現在および将来における保証会社の与信判断のため 

（b） 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 

（c） 求償権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 

（d） 保証会社と申込人等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 

（e） 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 

（f） 保証会社および保証会社関係会社（保証会社が掲載するホームページに関連会社として記載され

ている子会社および関連会社をいう。以下同じ。）が提供するサービスに関するダイレクトメール、e

メール、 SMS（ショートメッセージサービス）等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うた

め 

（g） 会員等と保証会社関係会社との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため 

(2) 会員等は、銀行および保証会社が、保護措置を講じた上で以下の各号の個人情報を取得し、登録、利用して、銀行および保証会社

の定める期間保存することに同意します。また、銀行および保証会社が必要があると認めた場合には、銀行および保証会社が、会

員等の住民票および戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図（データベースを

含みます。）、およびインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を銀行のデータベースに登録することがありま

す。 

（a） 属性情報（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、e メールアドレス、SMS（ショートメッセージサービス）、勤務先（お勤め先の内

容）、家族構成、家族の属性情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、識別番号、会員等の使用するデバイス及びブラウザ

に関する情報等の会員等の属性に関する情報） 

（b） 契約情報（契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、

支払方法、自動振替口座、その他の預金口座等の本契約の内容に関する情報） 

（c） 取引情報（本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報等の会員等との本取引に

関する情報、預金口座に関する情報） 

（d） 信用判断のための情報（会員等の資産、負債、収入、支出等、銀行が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、本契約以

外に銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報） 

（e） 本人確認のための情報（会員等の運転免許証（運転免許証番号を含みます。）、パスポート等（記号番号を含みます。）から、本契

約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報） 

（f） 画像情報（銀行が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像） 

（g） 音声情報（銀行が記録した銀行の従業員と会員等との会話等） 

（h） 本籍地情報（保証会社は、居所を確認するため住民票および戸籍の附票から取得し、利用、登録します。銀行では取得しませ

ん。） 

 

第 1 条 ② 保証会社における個人情報の利用目的 

利用目的 （a） 現在および将来における保証会社の与信判断のため 

（b） 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 

（c） 求償権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 

（d） 保証会社と申込人等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 

（e） 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 

（f） 保証会社および保証会社関係会社（保証会社が掲載するホームページに関連会社として記載され

ている子会社および関連会社をいう。以下同じ。）が提供するサービスに関するダイレクトメール、e

メール、 SMS（ショートメッセージサービス）等による情報提供、営業案内その他の連絡等を行うた

め 

（g） 会員等と保証会社関係会社との契約を媒介するためおよび媒介の可否を判断するため 

（h） 本条(1)②（a）～（g）記載の利用目的のために行う会員等の行動・関心等の分析のため 

(2) 会員等は、銀行および保証会社が、保護措置を講じた上で以下の各号の個人情報を取得し、登録、利用して、銀行および保証会社

の定める期間保存することに同意します。また、銀行および保証会社が必要があると認めた場合には、銀行および保証会社が、会

員等の住民票および戸籍の附票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図（データベースを

含みます。）、およびインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、当該情報を銀行のデータベースに登録することがありま

す。 

（a） 属性情報（氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、e メールアドレス、SMS（ショートメッセージサービス）、勤務先（お勤め先の内

容）、家族構成、家族の属性情報、居住状況、お取引ニーズに関する情報、識別番号、会員等の使用するデバイス及びブラウザ

に関する情報等の会員等の属性に関する情報） 

（b） 契約情報（契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月または毎回の支払額、

支払方法、自動振替口座、その他の預金口座等の本契約の内容に関する情報） 

（c） 取引情報（本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報等の会員等との本取引に

関する情報、預金口座に関する情報） 

（d） 信用判断のための情報（会員等の資産、負債、収入、支出等、銀行が収集している他の商品・サービス等の利用履歴、本契約以

外に銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報） 

（e） 本人確認のための情報（会員等の運転免許証（運転免許証番号を含みます。）、パスポート等（記号番号を含みます。）から、本契

約を行う者が本人であることを確認し、本人の居所を確認するために得る情報） 

（f） 画像情報（銀行が設置しているカメラ等にて取得した映像・画像） 

（g） 音声情報（銀行が記録した銀行の従業員と会員等との会話等） 

（h） 本籍地情報（保証会社は、居所を確認するため住民票および戸籍の附票から取得し、利用、登録します。銀行では取得しませ

ん。） 

(3) 会員等は、銀行および保証会社が、各種情報提供サービス運営事業者等の個人関連情報取扱事業者から届出電話番号の現在及

び過去の有効性（通話可能か否か）に関する情報を取得し、これを前項に基づき自社のデータベースに登録した個人情報と結びつ

けた上で、本条（1）記載の利用目的を達成するために利用することに同意します。 

 

 



条 改定前 条 改定後 

- ■個人情報の取扱いに関する窓口 

(1)株式会社新生銀行 

コンシューマーファイナンス部 お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-711 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://lake.jp 

 

●個人情報管理責任者 

チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス 

 

 (2)新生フィナンシャル株式会社 

お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-208 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://shinseifinancial.co.jp 

●個人情報保護管理者 

業務管理部長 

 

- ■個人情報の取扱いに関する窓口 

(1)株式会社新生銀行 

コンシューマーファイナンス部 お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-711 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://lake.jp 

 

●個人情報管理責任者 

チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス 

 

(2)新生フィナンシャル株式会社 

お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-208 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://shinseifinancial.co.jp 

●個人情報保護管理者 

業務管理部セクションヘッド 

 

- 2021 年 11 月 23 日改定 - 2022 年 3 月 17 日改定 

- 登録 No.10059 21.11  登録 No.10059 22.03 

 


