個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第１条（個人情報の収集・保有・利用・提供）
（１） 会員又は入会申込者（以下これらを総称して「会員等」
といいます）
は、
本契約（本申込みを含みます）
を含むイズミヤカード株式会社（以下「当
社」
といいます）
との取引の与信判断及び与信後の管理（以下これらを
総称して「与信業務」
といいます）
のため、以下の情報（これらを総称し
て「個人情報」
といいます）
を当社が保護措置を講じたうえで収集・保
有・利用・提供することに同意します。
①所定の申込書に会員等が記載した氏名、
年齢、
生年月日、
性別、
住所、
電話番号、
勤務先、
家族構成、
住居状況及び会員等が申告した事項
②本契約に関する申込日、契約日、契約の種類、契約額、利用場所、
支払回数、
年間請求予定額、
決済口座情報
③本契約に関するお支払い開始後の利用残高、
月々の返済状況
④本契約に関する会員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、
会員等が申告した資産、
負債、
収
入、
支出、
会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の記載事項
及び当社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
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑥お問い合わせ等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報
⑦犯罪収益移転防止法に基づいて、
会員等の運転免許証・パスポート
等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手
することにより得た取引時確認を行うための情報
⑧本契約に関する与信業務及び本人確認のため、
当社が必要と認め
た場合には会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより
得た情報
⑨届出電話番号の有効性に関する情報及びお電話等でのお問い合
わせ等により当社が知り得た氏名等の情報
（２）当社が本契約に関する与信業務の一部又は全部を当社の委託会社
に委託する場合に、
当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項
により収集した個人情報を当該委託会社に提供し、当該委託会社が
受託の目的に限って利用することがあります。与信業務のうち、債権管
理業務の一部についての委託会社は以下のとおりです。
①名称：オリファサービス債権回収株式会社
住所：〒１７１−００４３ 東京都豊島区要町１−９−１イヤサカビル３階
TEL：
０３−５９９５−２４５０
http：//www．
orifaservice．
co．
jp/
②名称：株式会社シー・ヴィ
・シー
住所：〒８１２−００３６ 福岡県福岡市博多区上呉服町１０−１０
呉服町ビジネスセンタービル９階
TEL：
０９２−２６１−７８７８
http：//www．
cvc−３s．
co．
jp/
③名称：ジェーピーエヌ債権回収株式会社
住所：〒１７０−００１３ 東京都豊島区東池袋２丁目６０番３号
グレイスロータリービル５階
TEL：
０３−５９９２−１１１９
jpn−servicer．
co．
jp/
http：//www．
（３）当社が当社の事務（コンピューター事務、代金決済事務及びこれらに
付随する事務等）
を第三者に業務委託する場合に、
当社が個人情報
の保護措置を講じたうえで、前（１）項により収集した個人情報を当該
業務委託会社に預託することがあります。
第２条（個人情報の利用）
会員は当社が以下の目的のために本同意条項第１条（１）項の個人
情報を利用することに同意します。
①当社のクレジットカード事業、電子マネー事業、保険代理店事業、旅
行事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
②当社のクレジットカード事業、電子マネー事業、保険代理店事業、旅
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行事業における商品のお知らせ、
関連するアフターサービス
③当社の加盟店、優待加盟店、委託を受けた会社より受託して行う宣
伝物・印刷物の送付等の営業案内
なお、
当社の事業内容については、
当社ホームページ
（http：//www．
izc．
jp/）
にて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）当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）及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本人会員
若しくは入会申込者（家族カード申込者を除く、以下これらを総称して
「本人会員等」
といいます）又は本人会員等の配偶者の個人情報が
登録されている場合には、本人会員等の支払能力・返済能力の調査
のために、
当社がそれを利用することに同意します。
（２） 本人会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、
当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、
当
社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、本人会員等の支払能力・返済能力に関
する調査のために利用されることに同意します。
会社名
項目

（株）
シー・アイ・シー

（株）
日本信用情報機構

①本契約に係る
申込みをした事実

当社が個人信用情報 当該申込日から
機関に照会した日から ６ヶ月を超えない期間
６ヶ月

②本契約に係る
客観的な取引事実

契約期間中及び
契約終了後５年以内

③債務の支払いを
延滞した事実

契約期間中及び
契約終了後５年間

契約継続中及び完済日
から５年を超えない期間
（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
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）当社が加盟する個人信用情報機関の名称、
所在地、
問い合わせ電話
番号は以下のとおりです。
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。
①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）
（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 新宿ファーストウエスト１５階
お問い合わせ先：０１２０−８１０−４１４
ホームページアドレス：http：//www．
cic．
co．
jp/
※（株）
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。
②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）
〒１０１−００４２ 東京都千代田区神田東松下町４１−１
お問い合わせ先：０１２０−４４１−４８１
ホームページアドレス：http：//www．
jicc．
co．
jp/
※（株）
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。
（４）当社が加盟する個人信用情報機関（（株）
シー・アイ・シー及び（株）
日
本信用情報機構）
と提携する個人信用情報機関は、以下のとおりです。
18

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
お問い合わせ先：０３−３２１４−５０２０
ホームページアドレス：
http：//www．
zenginkyo．
or．
jp/pcic/index．
html
※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。
（５）前（３）項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、以
下のとおりです。
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、等。
契約の種類、
契約日、
契約額、
貸付額、
商品名及びその数量/回数/
期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
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
払い状況に関する情報、等。
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）。
（６）個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、
各機関のホーム
ページ
（株式会社シー・アイ・シー：http：//www．
cic．
co．
jp/、株式
会社日本信用情報機構：http：//www．
jicc．
co．
jp/）
で公表しており
ます。
第４条（個人情報の提供・利用）
（１）会員は、
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
先が以下の目的により個人情報を利用する場合、本同意条項第１条
（１）項①号の個人情報を保護措置を講じたうえで電磁的データ等で
提供し、
当該提携先等が利用することに同意します。
①小売業、
サービス業、
ホテル業、
飲食業、
不動産業における宣伝物等、
営業案内
②小売業、
サービス業、
ホテル業、飲食業、不動産業における商品、役
務等に関する案内
※イズミヤ株式会社等提携先は、
当社ホームページ
（http：//www．
izc．
jp/）
にてお知らせしております。
（２）前項の提携先への個人情報の提供・利用期間は、原則として契約
期間中及び本契約の終了日から１年間とします。
（３）本契約期間中に前（１）項の提供・利用先が新たに追加された場合に
は、
通知又は当社ホームページ等で公表するものとします。
第５条（個人情報の開示・訂正・削除）
（１） 会員等は当社及び本同意条項第３条で記載する個人信用情報機関
並びに本同意条項第４条で記載する当社と個人情報の提供に関す
る契約を締結した提携先に対して、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を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、本同意条項第８条記載の窓口にご
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、
当社ホームページ
（http：//www．
izc．
jp/）
に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求める場合には、
本同意条項第３条
（３）
項記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③当社の提携先に対して開示を求める場合には、本同意条項第４条
記載の当社の提携先に連絡してください。
④開示対象個人情報について、本人から利用目的の通知の求めが
あった場合は速やかに通知いたします。
また、
利用の停止、
消去又は
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第三者への提供の停止の求めがあった場合は、応じるとともに、措
置を講じた後は、遅滞なくその旨を本人に通知します。
なお、対応し
ない場合はその旨を通知するとともに、
理由を説明します。
（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、
当社は
速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
（３）会員が、
当社に対し取引履歴等の謄写、閲覧、開示の請求を行う場合
は、
当社指定の用紙にて請求するものとします。謄写、閲覧、開示の場
所は、
以下のとおりとし、
必要に応じ郵送による開示を行います。
〒５５６−００１６ 大阪市浪速区元町３丁目１番４号
イズミヤカードセンター お客様相談係
第６条（本同意条項に不同意の場合）
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項（申込書で会員等が記載
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、本同意条項第２条又は第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）
本同意条項第２条及び第４条による同意を得た範囲内で当社が当
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、
それ以降の当社での利用、
他社への提供を中止する措置をとります。
ただし、
請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同
封物についてはこの限りではありません。
第８条（個人情報の取扱いに関する問い合わせ・苦情等の窓口）
個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関する
お問い合わせ、利用・提供中止、
その他のご意見の申出に関しましては、
以下の当社お客様相談係までお願いします。
イズミヤカード株式会社
〒５５６−００１６ 大阪市浪速区元町３丁目１番４号
イズミヤカードセンター お客様相談係 （責任者：お客様相談室長）
TEL：０６−６６４４−１２３８
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、本同意条
項第１条及び第３条（２）項①号に基づき、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１０条（条項の変更）
本同意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。
個人情報保護管理者職名、
所属及び連絡先
〈職名〉
個人情報保護管理者

管理本部本部長

〈連絡先〉
住 所：大阪市浪速区元町３丁目１番４号
電 話：０６−６６４４−１２３８

〔カード発行会社〕
イズミヤカード株 式 会 社
〒５５６−００１６
大阪市浪速区元町３丁目１番４号
TEL：０６−６６４４−１２３８
登録番号 近畿財務局長（５）第００７４９号
日本貸金業協会会員 第００２２５６号
包括信用購入あっせん業者登録番号 近畿（包）第３４号
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