
項目名

　1．登録元会社

　2．保有期限

 《属性》　お客様が契約時にクレジット会社等にご提示し登録されている本人を識別するための情報

項目名

上段 カナ氏名を表示

下段
漢字氏名を表示。漢字氏名の登録がなく、アルファベットで登録されている場合は、アルファベッ
トで表示

　4．生年月日

　5．性別

　6．電話番号

　7．住所

　8．勤務先名

　9．勤務先電話

  運転免許証

  パスポート

在留カード

  健康保険証※1

  その他公的資料

　11．配偶者名

項目名

　本人 ご本人自身の契約

　保証人 保証人としての契約

　カード等
クレジットカードなどの契約
＊月々の支払いを伴うクレジット契約（会費等）を含む

　個品割賦 商品などの代金を、分割払いなどで支払う契約

　リース 商品のリース料を支払う契約

　保証契約 返済ができなくなったお客様に代わって、保証会社等が返済することを取り決めた契約

 　無保証融資 保証の付いていないキャッシングや証書貸付

　保証融資 保証の付いたキャッシングや証書貸付

　住宅ローン 住宅資金を借り入れた契約

　移管債権 複数のクレジット契約を一本化したもの

　14．契約年月日

　15．契約終了予定日

　16．支払回数

　17．契約額

　18．極度額

     　　　（内キャッシング枠）

　19．～21．商品名

　　     　（数量・回数・期間）

　12．契約の種類
　＊本人契約か保証人として
　　の契約か、いずれかを表示

商品名に関連する数量・回数・期間を表示

内  　　  容　　　

契約した商品名（略称）・サービス名を表示

最終支払日を表示。保証契約の場合、保証期限を表示

　　「信用情報開示報告書」表示項目の説明

極度額内のキャッシング利用上限金額を表示

生年月日を和暦で表示

内  　　  容　　　

「男」「女」の性別を表示

当該情報を登録したクレジット会社等の名称（会員会社名）を表示

契約が終了している場合に表示
＊保有期限：25.残債額が「0円」であり、かつ31.終了状況にコメントが登録されている場合、22.報告日から5年間
＊保有期限に表示された年月の月末に情報が削除

お客様がクレジット会社等に届け出をされている電話番号を表示

１．クレジット情報：お客様がクレジット会社等（会員会社）と契約した内容や支払状況を表す情報

＊配偶者の同意を得た契約の場合に表示

住所を漢字またはカナで表示

勤務先名を表示

お客様が契約時にクレジット会社等に提示し、クレジット会社等が確認した公的資料名を表示
それぞれ資料番号（数字）およびクレジット会社等での確認日を表示
※1　介護保険証のみが表示されます。

勤務先電話番号を表示

　10．公的資料
　＊確認書類により右記の項目
　　 で表示

内  　　  容　　　

　3．氏名

　13．契約の内容
    ＊契約内容により右記の
　　　 項目で表示

クレジット会社等が設定した契約上の利用上限金額を表示
＊同一クレジット会社等で同一のお客様に複数のクレジットカード等を発行しており、1契約単位とは別にお客様単位に極
度額を設定している場合、1件の情報にはクレジット会社等が決めた極度額を表示、他の契約情報には全桁「Ｎ」を表示
（必ず登録される項目ではない）

《契約内容》　契約に関する情報

契約が締結された日付を表示

購入契約時の支払回数を表示
＊「リボ機能付き」と表示される場合は、リボルビング機能がついていることを意味する

支払総額から頭金を除いた金額を表示
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項目名

　22．報告日

　23．請求額

　24．入金額

　25．残債額

　  　（内キャッシング残債額）

異動
・返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延（延滞）があるものまたはあったもの
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
・裁判所が破産を宣告したもの（破産手続開始の決定がされたもの）

(空欄) 上記に該当しない場合

（異動発生日） 上記「異動」に該当した場合に、延滞等が発生した日付を表示

　更新停止 クレジット会社等が毎月の更新をできなくなったもの

　支払条件変更 クレジット会社等との和解・再契約等により支払条件（減額を除く）に変更が生じたもの

　支払総額変更 クレジット会社等との和解・再契約等により、支払総額に変更（減額）が生じたもの

（経過状況発生日）

　28．補足内容 　法的手続 破産手続の申請が行われたもの

　　　 解消 支払が遅れていた未払い金を解消したもの

　（延滞解消日）

　29．保証履行額

支払総額変更 減額した金額

本人以外弁済 本人以外からの返済額

移管終了 債権譲渡時の残債額

法定免責 法定免責額

　完了
・支払うべき金額が全額支払われ、契約が終了したもの
・カードの場合、残高がなく解約したもの

　本人以外弁済 お客様以外（保証会社など）から支払がされたもの

　貸倒 クレジット会社等が貸倒れとして処理したもの

　移管終了
①複数契約の債権を一括管理（移管債権）するため終了扱いとしたもの
②クレジット会社等が、お客様との契約（債権）を第三者に譲渡したもの

　法定免責 支払免除が法的に認められたもの（破産）

　(空欄) 契約が継続中のもの

　　　　　《割賦販売法の登録内容》

項目名

　32．割賦残債額

　33．年間請求予定額

　元本手数料 商品金額+手数料の遅延

　手数料のみ 手数料のみの遅延

　元本のみ 商品金額のみの遅延

　遅延解消 遅延が解消されたもの

　　　遅延発生日

　　　遅延解消日

　34．支払遅延有無
　　＊遅延がある場合、内容別
       に右記の項目で表示

クレジット会社等で遅延が解消されたことが確定した日付を表示

　31．終了状況
　　　*契約の終了状況につい
       て右記の項目で表示

◆割賦販売法：商品やサービスを分割や後払いで購入する際の取引のルールを定めた法律
　　当該情報の内、割賦販売法で指定信用情報機関として要求される基準に基づき、会員会社が登録した情報
　　＊割賦販売法において、クレジット会社等は契約する消費者の支払能力を総合的に判断するための参考資料のひとつとして、指定信用情報機関
　　　 の提供する信用情報を利用し、クレジット債務の額や支払状況を調査することが義務付けられています。

《お支払の状況》　支払に関する情報

報告日時点でクレジット会社等に支払わなければならない総額を表示

契約商品における支払債務の残高を表示

クレジット会社等で遅延事実が確定した日付を表示

クレジット会社等が定めた支払日までに支払うべき金額を表示

残債額の内キャッシング利用金額を表示

契約商品において、今後1年間で予定されている請求額を表示

報告日までにクレジット会社等にお客様が入金された金額を表示

内  　　  容　　　

　26．返済状況
    *支払の遅れが3ヶ月以上
　　 あった場合等の状況を表示

経過状況が発生した日付を表示。

クレジット会社等において、お客様のご利用状況が確定した日付を表示

  27．経過状況
　　＊「異動」発生後の
　　　　経過状況を右記の
　　　　項目で表示

内  　　  容　　　

お客様に代わって保証会社が支払った金額を表示

　30．金額
　　　*「27．経過状況」
　　　　「31．終了状況」の内、
　　　　右記の内容に該当する
　　　　場合に表示

支払遅延（延滞）が解消された日付
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項目名

　35．確定日

　36．残高

　(内キャッシング残高)

　37．契約額

　38．極度額

　(内キャッシング枠)

　39．商品名

　40．貸付日

　41．貸付額

　42．出金額

　43．最新支払日

　44．次回支払予定日

元本利息 貸付金額+利息の遅延

利息のみ 利息のみ遅延

元本のみ 貸付金額のみ遅延

担保：無 物的担保なし

担保：有 物的担保あり

保証人：無 人的担保なし

保証人：有 人的担保あり

完了
・支払うべき金額が全額支払われ、契約が終了したもの
・カードの場合、残高がなく解約したもの

移管終了
・複数契約の債権を一括管理（移管債権）するため終了扱いとしたもの
・クレジット会社等がお客様の債権を第三者へ譲渡したもの

本人以外弁済 お客様以外から支払がなされ、契約が終了となったもの

法定免責 破産・免責の決定によりクレジット等の支払免除が法的に認められたもの

　(空欄) 契約が継続中のもの

項目名

＄ 請求どおり（もしくは、それ以上）の入金があった

Ｐ 請求額の一部が入金された

Ｒ お客様以外から入金があった

Ａ お客様の事情でお約束の日に入金がなかった（未入金）

Ｂ お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった

Ｃ 入金されていないが、その原因がわからない

- 請求もなく入金もなかった（例：ｸﾚｼﾞｯﾄの利用がない場合）

空欄 クレジット会社等から情報の更新がなかった（例：ｸﾚｼﾞｯﾄの利用がない場合）

表示コメント

①18歳以下に発生した延滞のため十分ご留意ください
②20歳未満に発生した延滞のためご留意ください

支払停止の抗弁により登録会員が内容を確認中です

①災害地域のため通常更新が行われない場合があります
②災害救助法適用地域です

貸付日に利用された金額

　47．終了状況
　＊契約の終了状況を右記の
　 　項目で表示

　　　　　　入金状況

＊お客様からクレジット会社等
　 への入金状況を右記の記号
  で表示
＊ 一番左が最新の状況で、右
　に進むほど過去にさかのぼり
　２４ヶ月表示

　　 支払停止の抗弁の申し立てがあったもの

最新の支払日を表示

状況

　45．遅延有無
　＊遅延がある場合、右記の
　　　項目で表示

未成年時に支払遅延(延滞)があるもの、あったもの

内  　　  容　　　

次回の支払予定日を表示

　46．担保・保証人有無
　＊担保あり・なしを右記の
　　 項目で表示

　　 災害等が起こった地域に居住している場合

39．「商品」における確定日時点の支払債務残高を表示
＊商品（13.契約の内容）が「カード等」の場合は、ショッピング（貸金業法対象外）とキャッシングの合計残高が表示される
　 場合があります。

　　　《貸金業法の登録内容》

◆貸金業法：貸金業者（消費者金融やキャッシングを扱うクレジット会社など）から借入する際のルールを定めた法律
　・当該情報の内、貸金業法において、指定信用情報機関として要求される基準に基づき、会員会社から登録された情報
　　＊貸金業法において、総量規制（年収の1／3を超えた借入残高がある場合は新規の借り入れができない）の実施に伴い貸金業者は、貸付契約前に
   　　消費者の借入残高の総額を把握するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用し、借入債務の額や支払状況を調査することが義務
   　　付けされています。

貸付日に利用された金額と残高の合計金額を表示

極度額内のキャッシング利用上限金額

契約した商品の名称（略称）や付随する機能を表示

　　　　《入金状況》　　お客様からクレジット会社等へ入金された状況が記号で表示されます。

最新の借入日。カードローンなどの極度方式の場合は、借入の利用があった日を表示

クレジットカード利用によるキャッシング支払債務の残高を表示

頭金を除いた契約金額

※下記状況に該当し登録があった場合、最終行に下記のコメントが表示されます。
　　＊会員会社の与信判断および与信管理の参考となります。

36．「残高」 45．「遅延有無」の確定した日付を表示

内  　　  容　　　

契約上の利用上限金額
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項目名

　1．登録元会社

　2．保有期限

　3．氏名

  4．生年月日

  5．郵便番号

  6．電話番号1

  7．電話番号2

  8．照会日時

契約者 お客様ご自身が「契約者」としての申込である

保証人 お客様ご自身が「保証人」としての申込である

 カード等
クレジットカードなどの契約
＊月々の支払いを伴うクレジット契約（会費等）を含む

 個品割賦 商品などの代金を、分割払いなどで支払う契約

 リース 商品のリース料を支払う契約

 保証契約 返済ができなくなったお客様に代わって、保証会社等が返済することを取り決めた契約

　無保証融資 保証の付いていないキャッシングや証書貸付

 保証融資 保証の付いたキャッシングや証書貸付

 住宅ローン 住宅資金を借り入れる契約

　11．契約予定額

　12．支払予定回数

　13．～16．商品名

　17．～19．数量・回数・期間

項目名

  1．登録元会社

　2．保有期限

　3．氏名

  4．生年月日

　5．照会日時

消費者対応 お客様からの問い合わせ対応のための照会

新規再照会 申込み内容を再度確認するための照会

途上与信 契約中に信用状況を確認するための照会

法定途上与信
貸金業法・割賦販売法の定め（過剰貸付防止・支払可能見込額調査の義務化）に従って契約中
に信用情報を確認するための照会

配偶者再照会 契約者本人の配偶者から同意を得たうえで、配偶者の情報を確認するための照会

再照会 氏名・生年月日が一致で電話番号が違う情報における本人特定をするための再照会

情報にアクセスしたクレジット会社等の名称を表示

お客様がクレジットやローンのお申込みの際にクレジット会社等に提示された内容を表示

３．利用記録：クレジット会社等（会員会社）がお客様の情報にアクセスした記録

　10．申込区分
　　＊申込内容により右記の
　　　 項目で表示

申込契約商品の数量・回数・期間のいずれかを表示

支払予定回数を表示

内  　　  容　　　

クレジット会社等が情報にアクセスした日付・日時を表示

 6．利用目的
　＊クレジット会社等がアクセス
    した目的を右記の
    項目で表示

クレジット会社等が情報にアクセスした内容を表示

契約の予定額が表示される。
登録がない場合は、「０千円」と表示

２．申込情報：お客様が新規にクレジットやローンの申込みをした際に、 クレジット会社等（会員会社）が、
　　　　　　　　　支払能力を調査するためにアクセスした情報

内  　　  容　　　

情報にアクセスしたクレジット会社等の名称

申込みされた契約に付随する商品名を表示

情報にアクセスした日から6ヵ月間

情報にアクセスした日から6ヵ月間

クレジット会社等が情報にアクセスした日付・時間を表示

　9．照会区分
※契約者としての申込か保証
人としての申込か、いずれかを
表示
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項目名

　1．保有期限

　2．氏名

  3．生年月日

  4．郵便番号

  5．電話番号

  6．性別

  7．住所

  8．勤務先名

  9．勤務先電話

協会依頼
日本貸金業協会または全国銀行協会（全国銀行個人信用情報センター）が、本人等の申告を
受け、日本貸金業協会からの依頼により登録する個人情報

本人申告情報 お客様ご本人からの申し出によりＣＩＣに登録した本人自身に関する情報（証明書紛失など）

  11．本人申告登録日

同姓同名 同姓同名同生年月日の別人による誤与信防止の申告

証明書紛失 本人確認証明書（運転免許証など）の紛失・盗難による申告

名義冒用 名義を冒用される可能性による申告

買い癖 買い癖・借り癖防止（貸付自粛）の申告

本人主張 自分の情報に対する主張の申告（裁判中であるなど）

  13．コメント 本人申告を申込みのご本人が依頼したコメントを表示

４．参考情報：お客様が申請した本人申告情報等

      ＊ＣＩＣの保有情報の中で会員会社が登録した情報ではなく、ＣＩＣが独自に収集した情報で、会員会社の与信判断および与信管理の参考となります。

  10．申告の種類
　　＊申告の種類により右記の
　　　　項目で表示

お客様のお申込みに基づく登録内容を表示

  12．申告内容
   ＊申告の内容により右記の
　　項目で表示

お客様の登録申込みに基づきＣＩＣが情報を登録した日付を表示

登録日より５年以内

内  　　  容　　　
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