
本説明書は、「信用情報記録開示書」（以下「開示書」といいます。）の記載項目について説明をしたものです。

1 【表紙】お客様にお申し込みいただいた情報を記載しています。

東京都台東区北上野1-10-14

住友不動産上野ビル5号館 開示日

日本　太郎　様 申込番号

受付番号 001

申込番号：1234567890

このたびは、信用情報開示のお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。

お申し込みいただいた信用情報登録の内容を、「信用情報記録開示書」により開示いたします。

「信用情報記録開示書」の内容につきましては、「信用情報記録開示書の見方」をご参照ください。

なお、ご不明な点がございましたら、以下のサポートダイヤルにお問い合わせください。（その際、本状記載の申込番号をお伺いします。）

お客様からお申し込みいただいた以下の内容でお調べいたしました。

カナ氏名 ニッポン　タロウ

漢字氏名 日本　太郎

アルファベット氏名

生年月日

電話番号 03-1234-5678 090-2222-3333

090-1234-5678 080-4444-5555

郵便番号 110-0014

本人確認書類の 運転免許証/運転経歴証明書番号 121213131414

記号番号 パスポート番号 MU1234567

在留カード/特別永住者証明番号 AB12345678CD

・信用情報の開示は、お客様が当社に登録されている信用情報を確認することを目的とした制度です。

・信用情報記録開示書は、大切に保管してください。万一紛失、盗難等で不利益を被られても、当社では一切責任を負いかねます。

・登録されている内容が事実と異なっている場合は、対象となる情報の登録会社へお問い合わせください。

　また、当社へのお問い合わせも可能ですが、開示日から２ヵ月経過した場合は、再度、信用情報の開示手続きをお願いしております。

下記の№は、上記「表紙」に記載の№と同じです。

№

❶ 開示対象者または代理人の氏名とスマートフォン、郵送申し込みの場合に送付先住所を表示します。

❷ 開示書を作成した日です。

❸ 開示書の開示申込番号です。お客様からのお問い合わせ時にお伺いします。

❹ 窓口でお申し込みした場合のみ表示されます。郵送でお送りした場合は表示されません。

❺

❻ 参照しているページ番号／総ページ数を表示します。ページ番号

受付番号

申込番号

開示日

送付先住所／氏名

開示対象者の情報

内　　　容

お客様からお申し込みいただいた開示対象者の情報です。表示された内容をもとに「信用情報記録開示書」を作成して

います。

＜詳細版＞『信用情報記録開示書』項目説明書

1／6　ページ

S61.2.25

〒110-0014

1234567890

信用情報開示について

サポートダイヤル　0570-055-955

オペレーター受付時間　月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く）午前10時～午後4時

2020/12/14

項　　　目

開示書見本❶
❷
❸
❹

❺

❻
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2 【概要】お客様の登録内容の概要を記載しています。

開示日

申込番号

当社に登録されているお客様の信用情報の概要は、以下のとおりです。詳細は、次ページ以降をご覧ください。

１　契約内容（2件）

No.

1 ファイルD 延滞

2 ファイルM 契約終了

２　本人申告コメント・サービス情報（３件） ３　会員照会記録（４件）

契約・申込時の照会 契約後の照会

下記の№は、上記「概要」に記載の№と同じです。

№ 内　　　容

❶ 当社に登録されている契約情報の件数、登録会社名、契約日、残高金額等の概要を表示します。

❷

❸

2020/12/14

1234567890

信用情報記録開示書（概要）

1.登録会社名 2.登録ファイル 3.契約状態 4.契約日 5.取引形態 6.残高金額 7.異動参考情報等

（株）Ｂカード 2018/3/15 包括信用購入あっせん

ＡBCローン（株）
契約中(調査

中）
2019/10/12 融資 40,000円

2／6　ページ

1件 2件サービス情報本人申告コメント 3件 1件

当社の加盟会員がお客様の情報を照会した記録の件数を表示します。

　・契約・申込時の照会 … 契約・申し込みに際してのお客様の返済能力を調査する目的での照会

　・契約後の照会………… 契約中のお客様の返済能力を調査する目的での照会

会員照会記録

項　　　目

契約内容

本人申告コメント・サービス情報
お客様からの申告内容、お客様の住所が災害救助法の適用地域である旨を当社で登録した情報等の件数を表

示します。

開示書見本

❶

❷ ❸
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3 信用情報記録開示書(ファイルＤ）の見方

お客様の「ファイルＤ」に登録されている情報を記載しています。

「ファイルD」…貸金業者からの借入情報等、キャッシングの契約が主に登録されています。

開示日

申込番号

＜本人要件情報＞

ﾆﾎﾝ　ﾀﾛｳ

氏名 日本　太郎

性別

〒110-0014　ﾄｳｷｮｳﾄ　ﾀｲﾄｳｸ　ｷﾀｳｴﾉ　1-10-14　ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝｳｴﾉﾋﾞﾙ5ｺﾞｳｶﾝ

東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館

ｼﾞｯｸ

ＪＩＣＣ

03-1234-5678

運転免許証 パスポート

外国人登録証明書

保険証

その他本人確認書類

＜債権情報＞

No.1

ＡBCローン（株） 非加盟

ファイルＤ 9.利用日

契約中（調査中） 10.利用額 50,000円

11.利用合計額

融資 12.入金日

13.入金予定日

延滞（2020/03/28） 14.完済日

15.包括個別 包括契約

16.同意取得 取得済

17.配偶者引受 配偶者引受なし

ファイルD＜本人要件情報＞の見方

下記の№は、上記「表紙」に記載の№と同じです。

№

❶ 登録会社が登録したお客様の「氏名」を表示します。

❷ 登録会社が登録したお客様の「生年月日」を表示します。

❸ 登録会社が登録したお客様の「電話番号」を表示します。

❹ 登録会社が登録したお客様の「性別」を表示します。

❺ 登録会社が登録したお客様の「自宅住所」を表示します。

❻ 登録会社が登録したお客様の「勤務先」を表示します。

❼ 登録会社が登録したお客様の「各本人確認書類番号」を表示します。

❽ 当社へ調査依頼をした場合は、対象の本人要件情報または債権情報に「調査中」の注記が表示されます。

※❾債権情報は、次ページ参照。

8.ＣＩＣ加盟状況

5.取引形態 2019/11/27

生年月日 S61.2.25

自宅住所

男性

3.契約状態

4.契約日 2019/10/12 50,000円

性別

自宅住所

2020/12/14

勤務先

(調査中）

本人確認書類

1.登録会社名

2.登録ファイル 2019/11/10

121213131414

1234567890

信用情報記録開示書(ファイルＤ）

電話番号

自宅 03-1234-5678

連絡先 090-1234-5678

勤務先

本人確認書類

調査中

6.残高金額 2019/12/27

7.異動参考情報等

40,000円
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18.法令金額区分

項　　　目

氏名

生年月日

出金後残高

内　　　容

電話番号

開示書見本

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾
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ファイルＤ＜債権情報＞の見方

登録期間…契約状態別に登録期間は異なります。

残高のある契約継続中の状態 契約継続中の期間

契約継続中で、現在は利用がなく残高が0円となっている状態

契約が終了となっている状態 完済日(契約終了日）から5年以内

(4)譲渡済 会員が当社未加盟の事業者に債権を譲渡した状態　※譲渡時点の状態で登録 譲渡日から1年以内

各項目の説明

各項目の番号は、信用情報記録開示書(ファイルＤ）＜債権情報＞に記載されている番号と同じです。

※契約日または貸付日により、登録期間が異なります。

お客様の情報を登録した会社名

「ファイルD」を回答

登録情報の調査依頼等がなされ、現在調査中であることを表す情報

(1)契約日：契約をした日付　(2)貸付日：貸し付けをした日付

残高金額　※保証契約の場合、保証会社が契約先から確認した残高金額

7.異動参考情報等

延滞 入金予定日から３ヵ月以上何ら入金がなく元金、利息ともに遅延している情報

元金延滞 入金予定日から３ヵ月以上何ら入金がなく元金のみ遅延している情報

利息延滞 入金予定日から３ヵ月以上何ら入金がなく利息のみ遅延している情報

債権回収 契約先が強制執行や支払督促等の法的手続き等を行った情報

債務整理

破産申立 お客様が破産を申し立てた情報

特定調停 お客様が特定調停を申し立てた情報

民事再生

保証履行 保証会社がお客様に代わって契約先に支払いを行った情報

保証契約弁済 契約先が保証会社から一括で支払いを受けた情報

連帯保証人弁済 お客様の返済能力の欠如を理由に、連帯保証人が残りの債務をすべて支払った情報

カード強制解約 お客様の返済能力の欠如を理由に、契約先が強制的に包括契約を解約した情報

支払抗弁中

本人否認 お客様が契約の事実を否認し、契約先がそれを認めた情報

8.ＣＩＣ加盟状況 登録会社のCIC加盟状況

9.利用日 包括契約で、出金または利用した日付

10.利用額 包括契約で、出金または利用した金額

(1)利用合計額　包括契約の場合の出金時点における利用合計金額

(2)貸付金額：個別契約の場合の貸付金額

(3)保証額:保証会社が保証契約に基づき保証している金額

(1)完済日：包括契約の場合は、契約が終了した日付/個別契約の場合は、債務をすべて返済した日付

(2)譲渡日：会員が当社未加盟の事業者に債権を譲渡した日付

(1)包括契約：あらかじめ設定された限度額の範囲で、繰り返し借り入れや商品・サービスの購入等が可能な契約

(2)個別契約：個別の借入金額や商品・サービスの購入代金等を、決められた回数等の条件で返済する契約

当社への信用情報の登録及び利用について、お客様の同意取得有無の区分

※未取得の場合、貸金業法により登録が義務付けられている契約

17.配偶者引受

(3)出金額：貸付金額が出金額の場合

延滞継続中の期間

延滞解消

「延滞」、「元金延滞」、「利息延滞」のいずれかが登録されており、延滞分すべて入金され延滞状況が解消された、残

債すべてが入金され完済、または包括契約で残高が0円になった、延滞分利息が入金された、和解により残高が見直

されたなどの情報

延滞解消後1年以内
契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

発生日から5年以内

※法的申立の取り下げが

あった場合はその時点まで

契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

※法的申立の取り下げが

あった場合はその時点まで

発生日から5年以内
契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

支払抗弁事由の継続中

「登録期間」に則ります。

お客様が民事再生法（小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続き等）の適用を

申し立てた情報

契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

貸金業法に基づく総量規制の収入額算定における配偶者収入の加算（引受）の有無

※有の場合、自己と配偶者の収入合計額に基いて借り入れしたもの。

－

契約日または貸付日が

2019/9/30以前の登録期間

契約日または貸付日が

2019/10/1以降の登録期間

※保証契約債権の場合：金融機関等契約先が貸し付けをした日付、またはその月末の日付

お客様が割賦販売法で抗弁権が認められる事由に対して、支払抗弁書を提出した情報

(3)契約終了

項目名 内容

1.登録会社名

2.登録ファイル

(2)契約中（残高0円）

契約状態 内容 登録期間

(1)契約中

契約日または残高が0円となった入金日から5年

以内。登録された異動・参考・サービス情報の登

録期間が上記期間を超える場合は、その登録期

間。

3.契約状態
(1)契約中　(2)契約中（残高0円）　(3)契約終了　(4)譲渡済　　(調査中）開示後

12.入金日

(1)入金予定日：次回の入金予定日※利息に満たない入金があった場合、入金日と入金予定日が同日

(2)残高確認日：保証会社が契約先から残高を確認した日

18.法令金額区分

包括契約の場合に、貸金業法における指定信用情報機関交流で交流する貸し付けの金額が「出金後残高」か「出金

額」であるかを表す区分

(1)記載なし：包括契約以外の場合　(2)出金後残高：貸付金額が出金後残高の場合

「登録期間」に則ります。

確認日から5年以内

14.完済日/譲渡日

15.包括個別

16.同意取得

お客様が債務に関する整理行為をとった情報（お客様に抗弁権等の存するものを含む。）

4.契約日/貸付日

11.利用合計額/

　　　貸付金額/保証額

13.入金予定日/

　　　残高確認日

5.取引形態

6.残高金額

取引の種類（内容）を表す情報

※（法人契約連帯保証人）・・・法人の代表者が連帯保証人となっている情報

配・・・配偶者がお客様の同意を得て契約している借入の情報

最新の入金日付（債務整理等で残高が減少した際に入金日が更新されます。）

❾
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4 信用情報記録開示書(ファイルM）の見方

お客様の「ファイルＭ」に登録されている情報を記載しています。

「ファイルＭ」…クレジットや金融機関等の契約が主に登録されています。金額は、1,000円単位です。

開示日

申込番号

＜本人要件情報＞

ﾆﾎﾝ　ﾀﾛｳ

（ｼﾝﾖｳ　ﾀﾛｳ）

日本　太郎

〒110-0014　ﾄｳｷｮｳﾄ　ﾀｲﾄｳｸ　ｷﾀｳｴﾉ　1-10-14　ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝｳｴﾉﾋﾞﾙ5ｺﾞｳｶﾝ

東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館

ｼﾞｯｸ

ＪＩＣＣ

03-1234-5678

運転免許証 パスポート MU1234567

外国人登録証明書

健康保険証

その他本人確認書類

＜債権情報＞

No.1

1.登録会社名 （株）Ｂカード 18.情報確認日

2.登録ファイル ファイルＭ 8.利用日 19.契約終了日

3.契約状態 契約終了 300,000円 20.支払サイクル

4.契約日 10.キャッシング極度額 0円 21.支払回数

5.取引形態 包括信用購入あっせん 11.キャッシング残高 0円 22.年間支払予定額 0円

6.残高金額 12.割賦残高 0円 23.年間支払基準日

13.保証額 24.本人・保証人区分 本人

14.最新入金日 25.同意取得 取得済

15.入金予定日 26.重複債権

ファイルM＜本人要件情報＞の見方

下記の№は、上記「表紙」に記載の№と同じです。

№

❶ 登録会社が登録したお客様の「氏名」を表示します。（）内は、変更前の氏名がある場合に表示されます。

❷ 登録会社が登録したお客様の「生年月日」を表示します。

❸ 登録会社が登録したお客様の「電話番号」を表示します。（）内は、変更前の電話番号がある場合に表示されます。

❹ 登録会社が登録したお客様の「自宅住所」を表示します。

❺ 登録会社が登録したお客様の「勤務先」を表示します。

❻ 登録会社が登録したお客様の「各本人確認書類番号」を表示します。

※❼債権情報は、次ページ参照。

2020/12/14

1234567890

加盟

2019/04/02

2018/3/15

17.ＣＩＣ加盟状況

信用情報記録開示書(ファイルM）

氏名 電話番号

自宅
03-1234-5678

（03-1212-3434）

連絡先
090-1234-5678

（090-1212-3434）

S61.2.25

本人確認書類

電話番号

自宅住所

勤務先

項　　　目

氏名

生年月日

内　　　容
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生年月日

自宅住所

勤務先

本人確認書類

7.異動参考情報等

16.商品名

2020/11/15

2020/02/05

2020/01/08

9.極度額

❶

❷

❸

❹

❺

❻

開示書見本

❼

5



ファイルM＜債権情報＞の見方

各項目の説明

各項目の番号は、信用情報記録開示書(ファイルＭ）＜債権情報＞に記載されている番号と同じです。

※契約日により、登録期間が異なります。

1.登録会社名 お客様の情報を登録した会社名

2.登録ファイル 「ファイルM」を回答

登録情報の調査依頼等がなされ、現在調査中であることを表す情報

4.契約日 契約をした年月日

5.取引形態 契約（取引）の種類を表す情報

6.残高金額 現在の残高金額　※保証契約の場合、保証会社が契約先から確認した残高金額

7.異動参考情報等

元本・手数料遅延

元本遅延 約定返済日から61日以上、または3ヵ月以上元本が遅延している情報

手数料遅延 約定返済日から61日以上、または3ヵ月以上手数料が遅延している情報

保証履行 保証会社がお客様に代わって契約先に支払いを行った情報

代位弁済 契約先が保証会社または第三者等から一括弁済を受けた情報

強制解約

返済条件変更

返済総額変更 契約上の返済金額等が変更された情報

債権譲渡 契約先が債権を第三者に譲渡した情報　※譲渡時点の状態で登録

債権回収 契約先が強制執行や支払督促等の法的手続き等を行った情報

破産申立 お客様が破産を申し立てた情報

特定調停 お客様が特定調停を申し立てた情報

民事再生

支払抗弁中

名義注意 他人名義や架空名義等で契約が行われた情報

本人否認 お客様が契約の事実を否認し、契約先がそれを認めた情報

8.利用日 最新の利用日

9.契約額/極度額 (1)契約額：契約の金額　(2)極度額：極度額

10.キャッシング極度額 クレジットカードのキャッシング極度額

11.キャッシング残高 クレジットカードのキャッシング残高

12.割賦残高 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんの残高　

13.保証額 保証契約に基づき、保証会社が保証している金額

15.入金予定日

16.商品名 購入された商品名やサービス名

17.ＣＩＣ加盟状況 登録会社のCIC加盟状況

18.情報確認日 情報を登録した会員が登録情報を確認した日

19.契約終了日 (1)包括契約の場合：解約（契約が終了した）日　(2)個別契約の場合：完済日

20.支払サイクル

21.支払回数 契約上の支払回数

22.年間支払予定額 契約に基づき１年間に支払う予定の金額

23.年間支払基準日 １年間に支払う予定の金額を計算するための基準となった日付

24.本人・保証人区分 (1)本人　(2)保証人：法人契約の代表者連帯保証人

25.同意取得 当社への信用情報の登録及び利用について、お客様の同意取得有無の区分

26.重複債権 ファイルＤにも同じ契約情報が登録されていることを表す情報

(1)最新入金日:最新の入金日付（債務整理等で残高が減少した際に入金日が更新され

ます。）

(2)残高確認日：保証会社が契約先から残高を確認した日

契約日または貸付日が

2019/9/30以前の登録期間

契約日または貸付日が

2019/10/1以降の登録期間

発生日から5年以内
お客様の支払い能力の欠如等により、契約先が強制的に契約または会員資格を取り消した

情報

お客様の支払い能力の欠如等により、契約上の返済金額の減額を含まない繰り延べ弁済等

の返済条件が変更された情報

契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

(1)契約中　(2)契約中（残高0円）　(3)契約終了　(4)譲渡済　　(調査中）開示後

お客様が割賦販売法で抗弁権が認められる事由に対して、支払抗弁書を提出した情報

項目名 内容

－

「登録期間」に則ります。

遅延継続中の期間

約定返済日から61日以上、または3ヵ月以上元本・手数料ともに遅延している情報

3.契約状態

遅延解消

「元本・手数料遅延」、「元本遅延」、「手数料遅延」のいずれかが登録され、「遅延」ではなく

なった、全額の入金があった（完済した）、支払条件変更後に3回以上正常に入金が行わ

れた、のいずれかに該当した場合の情報

遅延解消後1年以内
契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

次回の入金予定日

※支払予定額に満たない一部入金の場合は、最新入金日と入金予定日が同日

発生日から1年以内

発生日から5年以内

※法的申立の取り下げが

あった場合はその時点まで

契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内

※法的申立の取り下げが

あった場合はその時点まで

14.最新入金日

／残高確認日

契約で定められた支払周期。「Ｙ」＝年、「Ｍ」＝月、「数字のみ」＝日、「ＦＲ」＝支払周期

が決まっていない場合

お客様が民事再生法（小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続き等）の適用を

申請した情報

支払抗弁事由の継続中

「登録期間」に則ります。

確認日から5年以内
契約継続中の期間及

び契約終了後5年以内
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5 信用情報記録開示書(本人申告コメント・サービス情報）の見方

開示日

申込番号

＜本人属性情報＞

ﾆﾎﾝ　ﾀﾛｳ

日本　太郎

性別

〒110-0014　ﾄｳｷｮｳﾄ　ﾀｲﾄｳｸ　ｷﾀｳｴﾉ　1-10-14　ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝｳｴﾉﾋﾞﾙ5ｺﾞｳｶﾝ

東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館

ｼﾞｯｸ

ＪＩＣＣ

03-1234-5678

運転免許証 パスポート

外国人登録証明書

健康保険証

その他本人確認書類

＜本人申告コメント・サービス情報＞

No.

1 サービス情報 日本貸金業協会

2 本人申告コメント 株式会社日本信用情報機構

3 サービス情報

＜本人属性情報＞の見方

下記の№は、上記「表紙」に記載の№と同じです。

№

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

※❽本人申告コメント・サービス情報は次ページ参照

2020/12/14

121213131414

1234567890

信用情報記録開示書(本人申告コメント・サービス情報 ）

氏名
電話番号

自宅 03-1234-5678

連絡先 090-1234-5678

生年月日 S61.2.25

自宅住所

勤務先

本人確認書類

登録会社名

2020/9/20 貸付自粛（本人）

2020/11/11
2020年11月9日に運転免許証、健康保険証を紛失・

盗難にあいました。

2020/12/1 氏名変更あり

登録日 区分 登録内容

内　　　容

電話番号

勤務先

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「自宅住所」を表示します。

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「勤務先」を表示します。

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「各本人確認書類番号」を表示しま

す。

5／6　ページ

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「氏名」を表示します。

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「生年月日」を表示します。

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「電話番号」を表示します。

登録会社、日本貸金業協会、全国銀行個人信用情報センターまたは当社が登録したお客様の「性別」を表示します。性別

自宅住所

項　　　目

氏名

生年月日

本人確認書類

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

開示書見本

❽
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＜本人申告コメント・サービス情報＞の見方

本人申告コメント お客様からの申告に基づき登録する情報。登録できるコメントの種類は下記のとおりです。）「オ：機関コメント」を除く

イ　同姓同名別人

ウ　名義の悪用防止

エ　保証人拒否

サービス情報

イ　死亡

ウ　氏名変更あり

区分 登録期間登録内容

ア　本人確認書類

の紛失・盗難

オ　機関コメント

本人確認書類を紛失・盗難した旨のコメント情報。

同姓同名の別人がいることを表す情報。

申込時に名義を注意するよう希望している情報。

保証人にはならないことを表した情報。

お客様の住所が災害救助法の適用地域である場合、その旨を当社で登録する情報。

お客様が氏名変更された情報

お客様が日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに対し貸付自粛を依頼した情報

オ　協会依頼

　（本人以外）

お客様本人以外が日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに対し貸付自粛を依頼した情

報

登録日から5年以内

登録日から原則１年以内

エ　協会依頼

　（本人依頼）

確認日から5年以内

※「死亡」の登録期間満了時　に

は契約継続中の他の債権情報が

ある場合でも本人情報を含め全て

抹消

日本貸金業協会または全国銀行

個人信用情報センターへの申請日

から５年以内

旧氏名の本人情報に登録されてい

る債権情報、サービス情報が新氏

名に移った時点、または旧氏名の

債権情報が登録期間を満了してか

ら１年以内

ア　名義注意 他人名義や架空名義等で契約が行われた情報

お客様が亡くなられたと登録会社が認識している情報
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6 信用情報記録開示書（会員照会記録）の見方

照会記録…登録会社がお客様の情報を照会した記録（開示日当日の照会を除く）

開示日

No

ＡBCローン（株） 契約時

融資

（株）Aファイナンス 契約時

融資

（株）B信用保証 契約時

住宅ローン保証

（株）ABC銀行 契約後

住宅ローン（有担保）

下記の№は、上記「会員照会記録」に記載の№と同じです。

登録会社が照会を行った年月日

(1)本人　(2)保証人　(3)配偶者：配偶者として照会したもの（配偶者貸付時のみ）

1段目 (1)契約時：契約に際してのお客様の返済能力を調査する目的での照会

(2)契約後：契約中のお客様の返済能力を調査する目的での照会

2段目 お客様が申し込みまたは取引を行った契約の種類を表す情報

お客様が申し込みした商品名

申し込みした商品の金額

7 【お問い合わせ】
開示結果に関するご不明点は、下記電話番号へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は開示書をお手元にご用意ください。

サポートダイヤル

● 携帯電話・公衆電話からもご利用になれます。

オペレーター受付時間　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

　　　　　　　　　　　　　　 　午前10時～午後4時
● お手続き等は、音声ガイダンスで24時間365日ご案内しております。

● 休日明けの営業日は、お電話がつながりにくい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

● お問い合わせ等の内容を正しく把握するため、通話内容を録音させていただきます。

なお、録音データは６ヵ月以内に消去いたします。

2020年12月版

登録期間

3段目

照会日から6ヵ月以内

照会機関：JICC+CIC

照会機関：JICC

照会機関：JICC

6／6　ページ

3

2020/11/14 本人

2.照会会社名

3.照会対象

4.照会目的

/

照会機関

5.商品名

6.申込金額

4

2020/12/10 本人

項目名

1.照会年月日

1

2020/10/12 本人

2

2020/10/25 本人

1ページ目に記載のお客様からお申し込みいただいた氏名・生年月日・電話番号の3点が合致した会員による照会の記録です。開示日当日の照会は含みません。

照会を行った会社名（お客様の申込・契約先）

※照会を行った登録会社が当社を退会した場合、退会した日付を（）で回答

登録会社が照会を行った信用情報機関

・ＪＩＣＣ　 株式会社日本信用情報機構

・ＣＩＣ　　　株式会社シー・アイ・シー

内容

2020/12/14

1234567890

信用情報記録開示書（会員照会記録）

1.照会年月日
2.照会会社名

（退会年月日）

3.照会

対象
4.照会目的/照会機関 6.申込金額5.商品名

照会機関：JICC

申込番号

開示書見本
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