スバルマイカーリース

ご契約のしおり
私たちはSUBARUグループのファイナンス会社として、
お客様にご満足いただけるリースプランのご提案とコンプライアンスを重視した運営を目指しています。
本誌は、マイカーリースをご契約いただくうえで、ご理解いただきたいこと、
また、多様化する法対応などについてまとめたものです。
お客様には本誌の内容をご理解いただき、ご契約いただきますようお願い申し上げます。
（巻末に“ご契約のしおり確認シート”
をご用意しております。ご確認ください。）
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■

スバルマイカーリース ご契約のしおり確認シート

スバルマイカーリースとは

リース契約の流れ

① スバルマイカーリースの仕組み
スバルマイカーリースは、お客様がご希望される車両をスバルファイ
ナンス（株）がスバル特約店から購入し、お客様に一定期間、一定の料金

お客様
リース契約

登録・納車・
メンテナンス

でご提供する、気軽で便利な新しいクルマの乗り方です。
スバルファイナンス（株）が購入し、クルマの所有者となることで、クルマ
に関する諸費用（税金や自賠責保険、メンテナンス）を契約に含むことが
できますので、お客様は一時的な出費に悩まされることなく、気軽にカー

スバルファイナンス
（株）

スバル特約店

ライフが楽しめます。

売買契約
所有者＝スバルファイナンス（株） 使用者＝お客様

② スバルマイカーリースのリース料について
リース料の総額は車両代、期間分の租税公課・自賠責保険に手数料を加え、その合計からリース期間終了時の車両の予想価格である
設定残存価格を差し引いたものです。月額リース料は次の計算式で求めます。
※1

車両代・付属品

※1

登録費用

期間分の税金
自賠責保険料

※2

メンテナンス料
任意保険料

手数料

残存価格

リース期間（月数）

月額リース料

※1 車両代・付属品、登録費用の消費税は含みません。 ※2 メンテナンス・任意保険はお客様の任意選択。
（別途消費税がかかります）

③ ご契約の名義について
スバルマイカーリースは個人でのご使用を前提にプランが組み立てられています。
そのため、ご契約者は個人に限定されます。
法人名でのご契約は出来ません。
また、お支払い口座につきましてもご契約者の個人名義を原則とさせていただきます。
ただし、法人名義または屋号付き口座をご希望される場合には口座名義にご契約者のお名前が入り、且つご契約者との関係が確認
できる場合のみ設定が可能です。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
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ご契約内容について

重要

① ご契約時に必要な書類
1. 自動車リース契約書

2. 預金口座振替依頼書

3. 印鑑登録証明書（連帯保証人）

4. 車両登録書類

5. スバルマイカーリースご契約のしおり確認シート（本誌最終ページに添付）
6. 個人用与信審査申込書兼個人情報の取り扱いに関する同意書（実際にお客様がご記入された用紙）…個人情報保護法により、署名
された当該申込書をスバルファイナンス（株）で保管致します。
7. 与信審査の結果、必要になったもの…例：住民票等（連帯保証人の方も必要な場合があります。）
8. 本人確認書類（運転免許証のコピー等）

② 契約期間について
登録月の翌月にお送りする「リース料お支払明細書兼請求書」に記載しております。

③ メンテナンスについて
メンテナンス内容につきましては、自動車リース契約書、スバルリースカード等でご確認いただけます。
車両の点検や整備、故障修理については、お客様の管理責任により、実施していただきます。
なお、車検・法定点検の通知は、スバルファイナンス( 株 )とスバル特約店よりご案内させていただきます。
メンテナンスはスバル特約店でお受けいただき、その際には“スバルリースカード”をご提示ください。
契約に含まれないメンテナンス内容につきましては、お客様のご負担になります。
※スバルリースカードは車検証入れに保管してください。

④ 乗換特約について
シンプルパッケージ、セレクトプランについては、
リース開始 1 年以降にいつでもお乗換が可能な『乗換特約』がついています。以下
の点にご注意ください。
・ この特約には、
「乗換精算金」が必要になります。
「乗換精算金」は、スバルリース見積書兼注文書、自動車リース契約書に1 年毎
の金額が表示されています。それ以外の時期の乗換精算金はスバル特約店にお申し出ください。
・ お乗換いただく車両はスバルの新車を、スバルファイナンス（株）でリース契約をしていただくことが条件になります。
・ 返却される1 台目の車両については、
リース期間終了時と同じように、契約走行キロ、車体損傷、事故減価について精算の必要が
ございます。
（4.リース期間終了時について、①車両返却 参照）
・ お乗換いただく際には、再度与信審査が必要です。

【乗換特約】
ご契約開始から満 1 年以降「乗換精算金」※をお支払いいただければ、新車にお乗換できる特約です。通常の解約計算では
なく、お客様が利用したクルマの期間を「もともとのリース期間」とみなして再計算をします。実際に使用される期間にお支
払いいただくリース料と再計算によるリース料との差額を“ 乗換精算金 ”としてお客様にご精算いただきます。
※お乗換は、スバルリースにてスバルの新車をご契約いただいた時のみとさせていただきます。
乗換精算金額につきましてはスバル特約店担当者にお尋ねください。

5 年契約（シンプルパッケージ）の途中、満 3 年間でお乗換の場合
満3年でお乗換

リース料総額（5年契約）
通常解約
乗換特約

お支払い額

解約精算金

A. 3年間でお支払いいただいたリース料総額
B. 3年契約と置きかえて再計算したリース料総額

⑤ BPサポート特約について
ご契約期間中にできた傷などの鈑金塗装代金を契約残期間の月々のお支払いに組み込むことが可能です。
・ 組み込み可能金額は5 万円～ 30 万円（税抜）までとなります。
・ ご利用には与信審査が必要となります。内容により追加の与信条件が必要になる場合がございます。
・ 本特約はスバル特約店にて鈑金塗装を実施した場合に限り対象となります。
03

乗換精算金

＝B－A

リース料のお支払いについて

重要

① 口座引き落しについて
リース料の初回引き落しはお支払い口座の設定の都合上、契約開始日（＝車両登録日）の翌々月５日に、
２ヶ月分を引き落しさせていただ
きます。以降、毎月5日に1 ヶ月分のお引き落しをさせていただきます。
（引き落し日は金融機関が休業日の場合、翌営業日となります）
・ 引き落しには、
「口座振替依頼書」が必要です。ご契約と同時に手続きをお願いいたします。
・ 手続きが遅れますと、その分初回引き落しの金額が増額しますので、ご注意ください。

※N＝
車両登録月

N月
（7月）
7/10

N月＋1ヶ月
（8月）

N月＋2ヶ月
（9月）
9/5

7/31

N月＋3ヶ月
（10月）
10/5

お支払い口座の設定期間
車両登録日
（契約開始日）

口座振替
依頼書提出

口座振替依頼書
提出締め切り

初回引き落し
2回分
（8,9月支払分）

＜例＞７月１０日に契約開始した場合（月額リース料３２,４００円消費税込

引き落し1回分
（10月支払分）
以降毎月5日引き落し

ボーナス加算月８月･１月

ボーナス加算額５０,０００円）

契約開始月の翌々月の９月５日に８月支払分と９月支払分の２ヶ月分６４，
８００円と、
８月ボーナス加算額５０,０００円の合計１１４,８００円
を引き落しさせていただきます。
※口座振替依頼書の提出締め切り日は、車両登録前迄となります。
（上記例の場合、
７月３１日の提出締め切り日に間に合わなかった場合は、
９月５日の初回引き落しが出来ません。
したがって、
１０月
５日に３ヶ月分とボーナス加算額の合計額を引き落しさせていただきます。）
※Ｎ月＋１ヶ月またはＮ月＋２ヶ月にボーナス加算額を設定している場合は、初回引き落し時にボーナス加算額を含んだ金額を引き落し
させていただきます。

② ボーナス加算額について
ボーナス加算額を設定することで、毎月のリース料は減額されますが、
“ 総額リース料 ”は変わりません。
※ボーナス月は年 2 回発生します。
（例：5 年契約なら10 回）
ボーナス加算額

月額リース料

月額リース料

③ 頭金リース料について
頭金（下取車も充当できます）はリース料の前受金として、契約期間で割って毎月のリース料に充当されます。
頭金はスバル特約店へお支払いください。
分割して、充当されます。

頭金

月額リース料

ご請求はこの部分になります。

④ リース料のお支払いが遅延した場合について
万が一、
リース料を口座から引き落しができず、お支払いを遅延したときは速やかにスバルファイナンス（株）にご連絡ください。
銀行振込み口座など、お支払いの方法をご案内させていただきます。
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リース期間終了時について
リース期間終了の 2 ヶ月前を基準に、スバルファイナンス（株）から「リース期間満了のお知らせ」をご郵送させていただきます。
リース契約終了後はお客様のご希望により、①車両返却（新車代替も含む）、②再リース、③車両買取からご自由に選択いただけます。
手続きについては、スバル特約店にご相談ください。

① 車両返却 重要
リース期間終了日に合わせて、車両をスバル特約店に返却してリース契約を終了します。
以下の点にご注意ください。
・ 契約走行キロ数
リース期間終了時にご返却いただいた車両が、契約走行キロ数を超えている場合は、
「 超過走行キロ精算」が必要になります。プ
ラン別に精算基準単価（1 キロ当り）を設けていますので、契約書をご確認ください。
（なお、走行キロ数が、契約を下回った場合の払戻し等はございません）
・ 車体損傷 ・ 事故減価精算
ご返却いただいた車両の状態が契約書に表示された免責金額以上の車体損傷による査定減額がある、または事故修理歴がある
場合には、別途、車体損傷精算金・事故減価精算金が必要となります。
●車体損傷精算の考え方
契約書に表示された「車体損傷等精算時の免責特約」に記載の金額以上の車体損傷による査定減点額がある場合は、お客様に損傷の
修理をしていただくか、免責金額を超える部分について費用のご負担をしていただきます。
＜免責金額が 10 万円の場合＞ 車体損傷が 8 万円

→

お客様のご負担は0 円

車体損傷が 12 万円

→

お客様のご負担は2 万円

＊査定基準は、
（財）日本自動車査定協会「関東（東京ローカルルール）」基準によります。
●事故減価精算
契約期間中に事故修理があり、査定協会の規定により、外板価値減点並びに修復歴減点があったときは前項の車体損傷精算とは別に
お客様にご精算いただきます。
（免責対象外です）

② 再リース
今までの車両をさらに継続して再度、
リース契約をします。リース期間は1 年又は2 年です。
ご希望の場合は、あらためてお見積をご提出させていただきますので、スバル特約店にご相談ください。
再リースの場合も改めて与信審査が必要です。

③ 車両買取
残存価格で車両を買い取ることができます。その際は諸税、
リサイクル費用、名義変更手数料等の諸費用が発生いたします。
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中途解約について

重要

① 中途解約の仕組み
自動車リース契約は原則として契約途中でお客様の意思により自由にその契約を解約することは出来ません。
ただし、事故や盗難などにより、車両が使用不能になった場合、中途解約料をお支払いいただくことで解約することが出来ます。
中途解約料（＝規定損害金）の算出方法は下記になります。

逓減月額
×
使用月数

基本額

未経過費用

車両の
査定額

売上済
頭金リース料

中途解約料
（＝規定損害金）

＊
“基本額”
は車両代・付属品代・期間分の税金・自賠責保険料・登録諸費用等、
リース期間中に発生する費用のすべてに手数料を加えたものです。契約書に
記載しています。
＊
“逓減月額”
は、
月額リース科（均等払いの場合）
とほぼ同額になります。契約書をご確認ください。
＊
“未経過費用”
は支払いが発生しなかった自動車税などの諸税、保険料、
メンテナンス料です。
＊ 契約に頭金がある場合、未経過分の頭金リース料は
「中途解約料（＝規定損害金）」
・
「未収リース料」
に充当させていただきます。充当しても余ってしまう場合
はお客様に返金します。

例）基本額300万円、逓減月額3万円 頭金無しの60ヶ月リース契約を36ヶ月で解約した場合
（未経過費用を20万円、車両の査定額を100万円と仮定します。）

300 万円

3 万円×36

20 万円

100 万円

0円

中途解約料
72 万円

※上記例はあくまでも一例です。実際の中途解約料の算出はスバルファイナンス
（株）
で行います。
また中途解約料には消費税がかかります。

② 中途解約のお申込みについて
中途解約のお申込みにつきましては、スバル特約店にお申し付けください。
●“スバルリース契約中途解約料照会依頼書 ”に必要事項をご記入いただきます。
・ お客様のご署名ご捺印、本人確認が出来る書類（運転免許証等）のご提示が必要になります。
・ 車両の査定が必要となります。
●スバルファイナンス（株）で中途解約料を算出し、中途解約見積計算書兼中途解約申込書を作成いたします。
・ 内容をご確認いただき、よろしければご署名ご捺印をお願いします。

自動車保険（任意保険）について
万が一の事故などで車両が使用不可能になり、
リース契約が解除されるときは「中途解約料」が発生しますので、
「車両保険」を含めた
自動車保険の加入をお勧めいたします。
①リース契約であってもお客様の自動車保険の割引率は、前契約を継承できます。
②リース契約に自動車保険を含めることも可能です。
※自動車保険の詳細につきましては、スバル特約店にお問い合わせください。

車両のカスタマイズ・改造について
SUBARU純正や準純正の部品・用品の装着によるカスタマイズは、契約時および期間中を問わず可能です。
是非とも、
スバル特約店へご相談ください。
ただし、返却時の車両は、納車した時の形態・状態を維持していることが前提となりますので、契約時に取り付けた部品や用品は取り付
けたままご返却いただきます。期間中に、車体に穴を開けるなどして取り付けた部品や用品につきましても同様にご返却いただくか、
納車したときの形態・状態への原状復帰をお願いいたします。
なお、原状復帰が困難な改造および法令に違反する改造はできません。
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以下の場合は、スバル特約店までご連絡ください
① 事故が起こったとき
（車両が損壊したとき）
・ 事故の処理につきましては、警察、保険会社、スバル特約店へ連絡いただき、ご相談の上進めてください。
・ 車両の損壊部分につきましては、部分的な損壊の場合は、お客様のご手配で修理をお願いいたします。
・ 全損となった場合は、中途解約の手続きをとらせていただきます。中途解約見積計算書兼中途解約申込書はスバル特約店から、お渡
しします。

② 盗難などで、車両が行方不明になったとき
・ 最寄りの警察署刑事課へ盗難届を出してください。
・ 盗難届出証明書の交付を受け、コピーして写しをスバル特約店へ送付してください。また、盗難届出証明書の原本は大切に保管を
してください。
・ なお、車両が見つからない場合、中途解約の手続きをとらせていただきます。
・ 中途解約見積計算書兼中途解約申込書はスバル特約店担当者から、ご提出させていただきます。

③ 転居などで住所が変わったとき
スバル特約店へご連絡ください。

犯罪収益移転防止法による本人確認のお願いについて
スバルファイナンス（株）は“ 犯罪収益移転防止法 ”における特定事業者になります。このため、
リース料のお支払いが 10 万円（※）を
超える月がある契約については、法律の規定に基づいて、以下の 2 つの確認をさせていただきますので、ご了承ください。
①与信審査時に必要な書類としてお預かりする運転免許証のコピー等（P32-①ご参照）をお客様のご本人確認書類とさせていただ
きます。
②お客様のご所在確認文書として、お客様宛にスバルファイナンス（株）からご本人確認書類上の住居地にお客様がお住まいである
ことを確認させていただくためのご案内「取引関係文書」を郵送させていただきます。同ご案内が、お手元に届いたことをもって
お客様ご本人の確認がとれたことになります。なお、お客様におかれましては、ご対応は一切不要です。
以上、ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
（※）消費税込、ボーナス併用、頭金リース料、初回引落リース料 2 ヶ月分の合計金額も含みます。
平成28年10月1日の法令改正により、以下の取引（ハイリスク取引）に該当する場合には、契約の締結をお断りするか、追加の確認資料の提出をお願いする
場合があります。
① なりすましの疑いのある取引または過去の取引において本人特定事項を偽っていた疑いがあるお客様との取引
② 特定国等（イラン・北朝鮮）
に居住・所在しているお客様との取引
③ 外国PEPs等※との取引
※ 外国PEPsとは、外国の重要な公的地位にある者を指す
「Politically Exposed Persons」
の略。外国において
(a）
日本における総理大臣、国務大臣および副大臣、衆参議員院院長、最高裁裁判官、特命全権大使・公使（○○国大使。総領事は除く）、
自衛隊幹部、
日本
銀行役員等に相当する職にある
（または過去にあった）者および
(b）
それらの者の近親者（配偶者（事実婚含む）、父母、兄弟姉妹、子、配偶者の父母、子ならびに実質的支配者が(a)または(b)の者である法人の事を指します。

～犯罪収益移転防止法とは～
・犯罪収益移転防止法は、
リース会社などがお客様の本人確認を行うことにより、犯罪収益の移転とテロリズムに対する資金供
与の防止を目的としています。
・犯罪収益の移転による資金洗浄（マネーローンダリング）は、組織的な犯罪を助長し、経済活動に重大な悪影響を与えることが
懸念されます。
・マネーローンダリングを防止することは、国民生活の安全と経済活動の健全な発展に寄与することとなります。また、テロリズ
ムに対する資金供与の防止は国際的な取組みの一環となっております。
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個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー）
スバルファイナンス株式会社（以下「当社」
といいます）
は、
お客様の満足を一層高めることを合言葉に、金融サービスの向上に努め、好感度企業を
目指すことを企業ビジョンとしています。当社は事業展開の中で、
お客様の個人情報の重要性を深く認識し、
お客様の個人情報保護なくしてお客様
との健全なお付き合いはあり得ないと考えております。
より一層のお客様との信頼関係を築くために、
ここに当社としての個人情報保護方針（プライ
バシー・ポリシー）
を公開いたします。尚、個人情報保護方針、及び個人情報提供先一覧については、当社ホームページで公開しております。
https://www.subaru-ﬁnance.co.jp/privacy/
1.個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2.個人情報の利用目的
（1）当社は、取得した個人情報を業務の遂行に必要な範囲内において適正に利用します。当社における個人情報の利用目的は次の通りです。
①自動車リース・クレジット、機器リース、企業金融業務その他当社が取り扱う商品・サービスに関する与信判断及び与信後の管理、並び
に当社によるサービスの提携業務
②当社が取り扱う商品・サービスについての宣伝物・印刷物の送付、電話電子メールの送信等の方法による案内
③当社が取り扱う商品・サービス等に関するマーケティング活動、商品開発
④商品開発又はお客様満足度向上のために実施するアンケート調査
（2）当社は複数の保険会社から委託を受けた保険代理店業を営んでおり、当社が取り扱う損害保険、生命保険及びこれらに付帯・関連する
サービスの提供に個人情報を利用します。
なお、当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、下記のそれぞれの会社のホームページに記載してあります。
■損害保険ジャパン日本興亜株式会社
■東京海上日動火災保険株式会社
■三井住友海上火災保険株式会社
■あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

■日新火災海上保険株式会社
■そんぽ24損害保険株式会社
■アニコム損害保険株式会社

■アクサ生命保険株式会社
■損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
■三井住友海上あいおい生命保険株式会社

（3）当社は、以上に掲げる利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）
を行わないこと及びそのための措置を
講じております。
3.個人情報の提供・預託
当社がお客様の個人情報を第三者に提供する場合又は業務委託先に預託する場合は、個人情報の取扱いについて十分な安全管理措置を
講じることなどを契約により義務付けし、安全性を確保します。
なお、
お客様の個人情報は、次の場合を除き第三者に提供又は預託いたしません。
（1）
お客様からあらかじめ同意を得ている会社に提供する場合
（2）業務委託により、
お客様の個人情報を外部企業に預託する場合
（3）法令に基づく場合
（4）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
ご本人の同意を得ることが困難であるとき。
（5）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
お客様の同意を得ることが困難であるとき。
（6）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、
本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4.個人情報の開示・訂正・削除
当社はお客様の個人情報について開示を求められた場合は、当社所定の手続きに基づき、
ご本人であることを確認した上で開示します。開示
の結果、万一内容が不正確又は誤りであることが判明した場合、速やかに訂正又は削除いたします。開示請求書など当社の定める書面の入
手方法につきましては、当社お客様相談室（下記）
までお問い合わせください。尚、開示にあたりまして、開示費用として開示回数1件につき、下
記手数料をお支払いいただきます。
開示手数料①［来社による開示報告の事務手数料］500円＋消費税。 ②［郵送による開示報告の場合］1,000円＋消費税。
5.安全管理
当社はお客様の個人情報を適切かつ厳重に管理し、個人情報への不正アクセスや個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざん等が起こらぬよう、予防
と是正のための措置を講じております。
6.指定信用情報機関の利用・登録
当社はお客様との取引与信判断を適切に行うため、当社が加入する指定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に照合し、
お客様の個人情報が登録されている場合はこれを利用します。
また、
お客様と当社との客観的は取引事実に基づく個人情報を当社が加入する
指定信用情報機関に登録します。
7.法令等の遵守
当社はお客様の個人情報を取り扱うにあたって、個人情報に関する諸法令や業界の自主ルール、並びに社内諸規程等を遵守します。
また、
個人情報の取扱いが適切に行われているか定期的に監査を行い、継続的な改善に努めます。
8.個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口
〒150－0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2F 当社 お客様相談室 電話 0120-386506（フリーコール）
受付時間：9時～17時45分…年末年始、当社指定休業日を除きます。
9.認定個人情報保護団体について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体である一般社団法人日本クレジット協会の会員となっております。
【一般社団法人日本クレジット協会の個人情報に関する相談窓口番号】 相談受付電話番号：03-5645-3360
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自動車リース契約約款（自動車リース契約書裏面約款を掲載しています。）
甲 = 貸主（スバルファイナンス（株）） 乙 = 借主（お客様）

第1条（リース契約）
1．甲は本契約に定めるところにより、表記（1）記載のリース自動車（以下「自動車」
という）
を乙にリース
（貸渡）
し、乙はこれを借受け、本契約が
合意した時を成立日とします。
2．甲及び乙は本契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、
自動車の保管場所の確保等に関する法律等の自動車関連法規
を遵守します。
3．本契約は、
甲乙双方共本契約に定める場合を除き、第2条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができないものとします。
第2条（リース期間）
リース期間は表記（4）記載の日より開始し、同項記載の日に満了するものとします。
第3条（リース料及び支払方法）
1．
リース料及びこのリース料に対する消費税（以下「リース料等」
という）
は表記（5）記載のとおりとし、
リース料に含まれる項目は表記（10）
記載のとおりとします。
2．
リース料等の支払方法及び支払期日はそれぞれ表記（5）及び（8）記載のとおりとします。
3．
乙はリース料等の支払いが、
自動引落しの場合は、
この手続に必要な書類を支払方法決定後直ちに甲へ交付するものとし、手形の場合は、
リース料等を額面とした支払期日を満期日とする約束手形を一括振出し、
自動車引渡時迄に甲に交付するものとします。
なお銀行振込の
場合の振込手数料は、乙の負担とします。
4．
乙はリース期間中、理由の如何を問わず自動車を使用しない期間があっても、
甲に対するリース料等の支払いを免れないものとします。
第4条（自動車の引渡し）
1．
甲は、
自ら又は甲の指定する者を介して、
乙に自動車を引渡します。
2．
乙は、
自動車の引渡しを受けた後、遅滞なく自動車を点検し、瑕疵がないことを確認するものとします。
3．天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、
ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、特約店等供給
者の登録及び引渡しの遅延、
その他甲の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、甲は責を負わないものと
します。
4．
乙が正当な理由なく自動車の引渡しを拒み又は乙の責に帰すべき事由により甲が自動車を引渡すことが出来ない場合は、
甲は、何らの催告
なしに通知のみで、本契約を解除することが出来るものとし、
この場合第19条第2項又は第3項を準用します。
第5条（自動車の使用・保管等）
1．乙は第4条による自動車の引渡しを受けた時から、善良な管理者の注意をもって、
自動車の登録の際に申請した使用の本拠地及び保管
場所（以下「保管場所」
という）
にて使用・保管するものとし、使用・保管に際しては、法令の定め、官公庁の規則指示及び自動車メーカー
（以下「メーカー」
という）
の定める取扱説明書及びメンテナンスノートの指示を遵守するものとします。
2．
甲又は甲の指定する者が自動車の保管、使用状況を点検・検査するため、保管場所への立ち入り又は説明、資料の提出等を求めたときは、
乙は異議なくこれに応じます。
3．
乙は自動車リサイクル券の管理及び保管を、次のとおり行うこととします。
①甲又は甲の指定する者が提示を求めたときは、
乙は異議なくこれに応じます。
②契約期間中に破損、紛失した場合は、
乙の責任において再発行を行います。
③契約満了時・終了時には当該自動車とともに返還することとします。
第6条（定期点検整備及び修理・修繕の義務）
1．
乙は自動車が道路運送車両法に則した使用状態及び充分に機能する状態を保つよう、法定の点検整備、継続検査（車検）
を行うほか、
メー
カー発行のメンテナンスノートで示す保守点検整備を表記（16）記載の担当特約店（以下「担当特約店」
という）又は別途甲の定める特約
店（以下これらを総称して
「特約店等」
という）
にて行うものとします。
2．
自動車が損傷を受けたとき、乙はその原因の如何を問わず修繕、修復を行い、
その費用についてはすべて乙の負担（リース料等に含まれる
ものを除きます）
とします。
3．
甲から自動車に甲の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申し入れがあったときは、
乙は異議なくこれに応じます。
第7条（自動車クレームの取り扱い）
品質クレームに起因する乙へのサービス対応は、
メーカーの判定に基づくものとします。
第8条（頭金リース料）
1．表記（5）
に頭金リース料が記載されている場合は、
乙は自動車引き渡し時迄に甲又は甲の指定する者に現金で支払うものとします。
2．頭金リース料は、
リース月数で均等に除した1ヵ月分相当額が、各月リース料の一部に充当されるものとします。
なお、表記（5）記載の均等月
額リース料等（消費税込み）
は、各月に充当される頭金リース料を含まない額とします。
3．乙が、第19条第1項各号の一つに該当したとき、
あるいは第18条の規定により、本契約が終了したときは、甲は、前項の規定にかかわらず、
頭金リース料を乙に対する債権の全部又は一部に、任意に充当できるものとします。
4．
乙は、前2項以外の方法で、
甲に対する債務の弁済に充当すべき旨を主張することはできません。
第9条（自動車の登録等）
1．
乙は、甲が国土交通省等から自動車の登録情報の提供を受け、
自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて異議がないこと
をあらかじめ確認します。
2．
甲において、商号変更、所在地変更、又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく
変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、甲がこの変更登録・移転登録を行うことを乙はあらかじめ承諾すると共に、乙を代理して
自動車検査証の記載事項の変更手続を行うことをあらかじめ承諾します。又、
これらの手続に関連して乙に対応する事項がある場合には、
こ
れに協力するものとします。
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第10条（禁止行為）
1．
乙は本契約に基づき甲に対して負担する義務と、
甲又はその継承人に対して有する債権とを相殺できないものとします。
2．
乙は自動車を第三者に譲渡、転貸、担保に差し入れたり、
その他甲の所有権を侵害するような一切の行為をしないものとします。
3．
乙は甲の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
①自動車に特別仕様部品・機械類を脱着する等、
自動車の原状を変更すること。
②自動車検査証の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。
4．甲が書面により乙の所有権を認めた場合を除き、
自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、
すべて無償で甲に帰属するものとし
ます。
5．甲が甲の権利を保全するため必要な措置をとったときは、乙は、甲の支払った全ての費用（公正証書作成費用、口座振替再振替料、催告
費用、
自動車引取費用（仮処分含む）、処分可能までの保管費用等）
を負担するものとします。
第11条（自動車保険契約の締結）
1．表記（10）において自動車保険がリース料に含まれているときは、甲は乙が負担すべき第16条の損害賠償を担保するため、
自動車の引
渡日に表記（12）記載の自動車保険契約を同項記載の保険会社との間で締結し、
リース期間中これを継続するものとします。
2．表記（10）
において自動車保険がリース料に含まれないときは、乙の責任においてリース期間を充足する自動車保険契約を締結するもの
とし、
リース期間中これを継続するものとします。
この場合、車両保険については甲を被保険者とします。又、乙は甲の求めがあった場合は、
保険証券の写しを直ちに甲に提出するものとします。
なお、当該保険契約の締結について甲は何ら責任を負わないものとします。
3．次に掲げる損害は、第16条第2項の定めに基づき一切乙が負担するものとします。
①第1項、及び第2項の保険契約により補填されない損害。
②第2項において、対人・対物・搭乗者、及び車両保険が未締結の場合の損害。
4．表記（11）記載のメンテナンスの内容に事故免責を含むとき、甲は当該免責額を負担するものとします。
第12条（メンテナンス）
1．表記（10）
においてメンテナンス料がリース料に含まれる場合、
リース期間中表記（11）記載のメンテナンスの内容について、特約店等に
て実施するものとします。
2．乙はメンテナンスを受けるときは特約店等へ事前に連絡し、
メンテナンスを受ける場所、及び日時等を協議のうえ決定するものとします。
3．乙は止むを得ず他の整備工場等で修理・整備（以下「修理等」
という）
を行う場合には、事前に甲又は特約店等の了解を得てこれを行うも
のとします。
4．次に掲げる修理等の費用は乙の負担とします。
①乙の故意若しくは重大な過失に起因する修理等の費用。
②第11条による保険金で補填されない修理等（保険適用外、保険金額超過、第11条第4項に該当しない保険免責等）の費用。
③乙が第3項の定めに反し、甲又は特約店等の了解を得ず、他の整備工場等で独自に行った修理等の費用。
④表記（11）記載のメンテナンスの内容以外の項目について行った修理等の費用。
⑤天災地変等不可抗力による損害の修理等に要する費用。
5．実走行キロ数が表記（7）記載の契約期間走行キロ数を超過して走行した場合は、甲は乙に対し、超過走行後に発生するメンテナンス料
を請求することができます。
6．乙は、第1項のメンテナンスを受けない場合でも、
リース料の支払い、
その他本契約に基づく債務の弁済を免れることは出来ず、甲に対し
てメンテナンス料の償還を請求できないものとします。
7．乙は、特約店等が自動車の継続検査等の手続を代行するときに、放置違反金滞納の有無を確認するため、一般社団法人日本自動車整
備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことにあらかじめ同意します。又、
インターネット照会の結果、特約店等
が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、乙は所定の同意書に署名又は押印するものとします。
8．放置違反金の滞納等に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても甲は一切の責任を負いません。
なお、放置違反金の滞納等
に起因して
「保安基準適合証」
の有効期限が切れた場合、
「保安基準適合証」
の再取得に係る一切の費用は乙が負担するものとします。
第13条（代車の提供）
1．乙は表記（11）記載のメンテナンスの内容に代車の提供が含まれる場合で、
かつ次の事由により48時間以上使用できないとき、
自動車がメ
ンテナンスを実施する特約店等（甲又は特約店等が了承した第三者の整備工場等を含みます）
に入庫後、48時間を限度に甲に対して代車
の提供を要求することができます。
なお、
乙が48時間を超えて代車の提供を要求しようとするときは、
あらかじめ甲の承諾を得るものとします。
①継続検査（車検）
を受けるとき。
②故障修理を受けるとき。
③メーカークレーム修理を受けるとき。
2．代車は本契約の自動車と同一車種とは限りません。又、代車に付保されている保険金額等は本契約の自動車と異なることがあるものとし、
乙
は、
これについてあらかじめ承諾します。
第14条（スバルリースカード）
1．
乙は甲の発行するスバルリースカードを自動車に常時携帯することとします。
2．乙は第12条のメンテナンス、及び第13条の代車の提供を受けるときは、特約店等へ甲の発行するスバルリースカードを提示のうえ依頼する
ものとし、
この提示がないときは特約店等から代金を請求されても異議がないものとします。
第15条（自動車の瑕疵）
1．
自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵があった場合、並びに自動車の選択、決定に際して乙に錯誤があった場合においても、甲
は責を負わないものとします。
2．
引渡し後、
自動車に瑕疵が発見されたときは、乙は担当特約店等供給者に対して修理、整備等の履行を請求するものとし、
その範囲、条件
については自動車の保証書の定めに従うものとします。
3．乙は前項に基づいて担当特約店等供給者に対し権利を行使する場合においても、
リース料等の支払いその他、本契約に基づく債務の
弁済を免れることはできません。
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第16条（損害賠償及び事故の処理）
1．乙は自動車、又は提供された代車の運行・保管等により事故を起こし、
その自動車、及び代車、又は第三者に損害を与えた場合は、
その
原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき乙又は自動車の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の
救護措置を講じるとともに、最寄の警察署に届け出るものとします。
2．前項の場合、甲が第三者から損害賠償の請求を受けたときは、乙はこれを引き受けて賠償するものとします。万一甲がこれを立替えした
ときは、乙はその賠償額、及び問題解決に要した一切の費用（弁護士費用を含む）
を直ちに現金にて甲に支払うものとします。
3．乙は事故が発生した場合、直ちに甲、及び保険会社に事故の事実及びその内容を書面にて報告するとともに、併せて次に掲げる事項を
守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
①法令、及び保険約款に定められた処置をとること。
②事故に関して不利益な協定をしないこと。
③証拠の保全をすること。
4．乙は甲又は保険会社が事故処理をした場合は、
その結果について一切甲に異議を申立てないものとします。
第17条（重要事項通知の義務）
1．乙又は連帯保証人（以下「借受人等」
という）
に次の事項が発生したときは、乙は直ちに書面（メールを含む）
によりこれを甲に通知するもの
とします。
①詐欺、盗難その他の事由により、
自動車の占有を失ったとき。
②第16条第1項に該当する場合。
③借受人等が転居、転勤、転職等により、住所、及びその他の重要な事項に変更があったとき。
④代表者、商号等の変更、事業内容、経営組織に重要な変更があったとき。
⑤第19条第1項第①号から第⑧号までの事態が発生したとき。
2．乙は、甲から申入れがあったときは、乙の事業の状況を説明し、毎決算期の計算書類その他甲の指定する関係書類を甲に提供します。
第18条（自動車の滅失・毀損）
1．
リース期間内において自動車が滅失、盗難、又は毀損、損傷して修理不能となったときは、乙は甲に対して書面でその旨を通知し、
その原因
の如何を問わず、第21条の規定損害金、及び解約月迄の未払リース料等を直ちに現金にて甲に支払い、本契約は終了するものとします。
2．第1項の事態により発生した費用は、乙が負担するものとします。甲が当該費用の支払を行った場合は、乙は甲の請求があり次第、直ち
に甲に支払うものとします。
3．甲が保険会社から支払いを受ける自動車に生じた損害にかかわる保険金は、
自動車の所有者である甲に帰属します。第1項の場合で、
甲が、
保険会社から自動車に生じた損傷にかかわる保険金の支払いを受けたときは、
甲は、
甲の受取金額を限度として、
前2項の金額に充当します。
4．第1項の場合で、乙が、保険会社から自動車に生じた損傷にかかわる保険金の支払いを受けたときは、乙は受領した金額を直ちに甲に
返還し、甲は甲の受取金額を限度として、乙が支払うべき第1項又は第2項の金額に充当します。
第19条（契約の解除等）
1．
甲は借受人等が次の各号の一つにでも該当するときは、催告を要せず通知により、本契約を解除することができるものとし、
乙は期限の利益を
喪失するものとします。
①リース料等の支払いを1回でも怠ったとき。
②支払を停止したとき、手形・小切手（甲以外の第三者に対して振出したものを含む）
を不渡りにしたとき。
③仮差押、仮処分、強制執行、競売などの申立てを受けたとき。
④破産若しくは民事再生、会社更生、特別清算の申し立てを受け、又はこれらの申し立てをし、
あるいは負債整理のための特定調停の申し
立て若しくは任意整理に入ったとき。
⑤営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から営業停止、
その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑥公租公課を滞納し、若しくは滞納処分、
又は保全差押を受け、又は滞納処分を受くべき事由が生じたとき。
⑦後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき、又は逃亡、失踪若しくは刑事上の訴追を受けたとき。
⑧死亡したとき。
⑨自動車について必要な保管行為をしないとき。
⑩本契約以外の甲に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
⑪第38条第1項各号又は第2項各号に違反することが判明したとき、又は借受人等が第38条第3項の報告書を合理的期間内に提出しな
かったとき。
⑫前号を除き、本契約の条項又は甲と交したその他の契約条項の一つにでも違反し、甲が10日間以上の期間を定めてその違反の是正を
催告したにもかかわらず、当該期間内に乙がこれに応じないとき。
⑬連帯保証人が前記各号の一つにでも該当した場合において、
甲が相当と認める保証人を追加請求し、
乙がこれを提供しなかったとき。
⑭借受人等の財産状態が悪化し、甲に対する債務（保証債務を含む）の履行、又は自動車の管理等に不安が認められる相当の理由が
あるとき。
⑮甲が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく本人確認のため、
甲が提示又は送付を受けた本人確認書類等に記載され
ている乙及び乙の代表者等本契約に係る取引担当者（乙が法人の場合）
の住居にあてて、本契約に係る取引関係文書を送付した場合
であって、
これが到達しなかったとき。
2．乙は前項により本契約がリース期間開始前に解除されたときは、表記（5）記載のリース料に含まれる費用、
自動車の処分損等、甲が被った
損害を賠償するものとします。
3．本契約が解除されたときは、乙は自動車を甲に返還し、併せて第21条の規定損害金、及び解除月迄の未払リース料等を直ちに現金にて
甲に支払うものとします。
第20条（中途解約）
甲が乙について止むを得ない事由があると認めた場合に限り、乙は自動車を返還し、併せて第21条の規定損害金、及び解約月迄の未払
リース料等を直ちに現金にて甲に支払い、本契約を中途解約することができます。
この場合には、乙は甲に対してその3ヵ月前迄に書面により
解約を申出るものとします。
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第21条（規定損害金）
1．乙が本契約に基づき規定損害金を支払う場合、
その金額は表記（6）記載の基本額から逓減月額にリース経過月数（1ヵ月に満たない端数
があるときは、1ヵ月とする）
を乗じた金額を控除した金額とします。
2．
甲が乙から自動車を返還された場合において、第27条により、返還を受けた自動車を評価した金額相当額は、
乙が支払うべき規定損害金に
充当するものとします。但し、表記（15）
において乗換特約が付された契約の場合で、
この特約に基づき新車乗換えをした場合はこの限りで
はありません。
3．甲が保険会社等から保険金等の支払いを受けたときは、甲は甲の受領した金額を限度として、乙が支払うべき規定損害金及び未払リース
料等に充当するものとします。
第22条（支払の遅延損害金）
乙は本契約に基づく金銭の支払を怠ったとき、又は甲が乙のための費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、支払うべき金
額に対し支払期日又は立替払いの翌日からその完済にいたるまで、年14．6％の割合による遅延損害金を甲に支払います。
（1年を365日とする日割計算とします。）
第23条（期間満了時の処置・再リース）
1．
乙はリース期間満了2ヵ月前迄に甲に書面で申し入れ、
甲の承諾により再リース契約をすることができます。
2．再リース契約後のリース料等、
リース期間、支払方法、
その他の条件については甲乙協議のうえ、
これを決定するものとします。
3．
乙はリース期間が満了し、再リース契約を行わない場合は、第24条により自動車を甲に返還するものとします。
4．表記（15）
において残存価格の精算の特約がある場合は、甲は返還を受けた自動車について第27条により評価を行い、評価した価格と設
定残存価格との差額を精算するものとします。
第24条（自動車の返還）
1．本契約がリース期間の満了、解除、又は中途解約により終了したとき、
乙が期限の利益を喪失したとき又は自動車の使用権限を失ったとき、
乙は自動車の通常損耗と第10条第3項によって甲が承諾したものを除き、
自動車を原状に修復したうえ、甲の指定した場所で返還すること
とします。
その費用は乙の負担とします。
2．
自動車の返還が遅れた場合に、乙は返還完了までの遅延日数に応じ、
リース料相当額の損害金を甲に支払うほか、本契約の各条項に従う
ものとします。
3．
乙が自動車の返還を遅滞した場合において、
甲又は甲の指定する者が自動車の所在地からその自動車を引き揚げることについて、
乙はこれ
を妨害したり、拒むことはできません。
第25条（契約走行キロ数）
甲乙双方は第3条のリース料等が、表記（7）記載の契約走行キロ数を前提に決定されたものであることを確認するものとします。
なお、
リース
期間満了時、及び表記（15）
において乗換特約が付された契約の場合で、
この特約に基づき新車乗換えをした場合の実走行キロ数につい
て、乙は、表記（15）
により精算するものとし、
その金額は表記（15）の設定残価を限度とします。
第26条（自動車損害の賠償）
甲は次に掲げる損害について、乙に賠償請求することができるものとします。
①返還された自動車又は特別仕様等装着物件に損害が生じていたとき。
②表記（15）
において残存価格の精算の特約がない場合で、
リース期間の満了時の実走行キロ数が表記（7）記載の契約走行キロ数を
超過した場合、財団法人日本自動車査定協会の減点基準の評価方法で精算し、直ちに甲又は甲の指定する者に支払うものとします。
第27条（返還自動車の評価）
①甲が返還を受けた自動車は、財団法人日本自動車査定協会による査定、又はその他公正な方法によって評価するものとし、査定料等
自動車の評価に要する費用は乙が負担するものとします。
②表記（15）
で残存価格の精算の特約がある場合、前号の方法による評価の結果、表記（9）記載の登録車又は軽自動車別に適用され
る免責金額を超える車体損傷減価があった場合、当該超過となった金額を乙が甲に精算するものとします。
③第①号の方法による評価の結果、事故落ち減価があった場合、及び第25条で定められた契約走行キロ数の超過が発生した場合は、
当該減価となった金額及び当該超過となった金額を乙が甲に精算するものとします。
第28条（契約違反による支出費用の負担）
乙は乙が本契約に違反したことにより、甲が支払った一切の費用を負担します。
第29条（自動車の預かり）
借受人等が第19条第1項各号の一つに該当した場合、甲の請求に基づき、乙は直ちに自動車を一時甲又は甲の指定する者に引き渡すも
のとします。
第30条（費用の変動）
1．乙は法令によって公租公課、保険料等の新設、変更が生じた場合、及び自動車の仕様変更に伴う整備、部品取付、交換等の新たな費用
が生じた場合はその費用を負担するものとします。
2．本契約の期間中に消費税法の税率の変動により、表記（5）記載の消費税の額が変動した場合、乙は変動後の税率に置換えた消費税の
額を甲に支払うものとします。
3．前項の支払方法については、
甲の定めによるものとします。
第31条（契約満了時・終了時の精算）
乙は契約の満了又は中途解約等による終了に伴い、
自動車の返還を行ったうえ、
甲の請求に基づき次の各号の精算の責を負います。
①本契約の定めるところにより乙が甲に支払うべき金額の精算。
②第24条第1項の措置をせずに自動車を返還した場合においては、甲によりなされた修復費用、又は甲による当該自動車の修復見積額
の精算。
③第27条第1項第①号により当該自動車の評価を受け、解体を前提とした評価がされた場合（使用済み自動車）
においては、前号の精算
とは別に当該自動車の処分費用及びリサイクル費用相当額の精算。
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第32条（乗換特約）
1．表記（15）
に
“乗換精算金”
の表示のある契約の場合、乙は甲の定めた乗換時期に、甲との間でスバルの新車をリース契約することを条件
に、表記（15）記載の乗換精算金を甲に支払うことにより本契約を解約し、乗換えを選択できるものとします。但し、表示の乗換精算金額は、
乙が解約月までのリース料を約定通り支払ったことを前提とし、解約月までのリース料額は表記（5）記載の均等月額リース料等（消費税込
み）
に解約月までの使用月数を乗じた金額とします。
2．乗換時期は表記（15）
に記載の時期とし、
甲が認めた場合を除きその時期以外での特約による乗換えはできません。
3．新車に乗換える場合、
乙は甲又は担当特約店に、乗換時期の2ヵ月前に書面にて申し出るものとします。
その時期を超えて乗換の申し出をし
た場合で、新車の納車が乗換時期を超えた場合は、甲、又は担当特約店が承諾した場合を除きリース契約を継続するものとし、継続にかか
る一切の費用は乙の負担とします。
4．特約により新車に乗換える場合、第27条第1項第①号の方法による評価の結果、表記（9）記載の登録車又は軽自動車別に適用される免
責金額を超える車体損傷減価があった場合、
乙は乗換精算金とは別に甲に精算するものとします。
5．特約により新車に乗換える場合、第27条第1項第①号の方法による評価の結果、事故落ち減価があった場合、及び第25条で定められた
契約走行キロ数の超過が発生した場合（表記（7）
の月間走行キロ数に乗換月までのリース経過月数を乗じて算出したキロ数を超えた場合）
は、
乙は乗換精算金とは別に甲に精算するものとします。
6．再リース契約では乗換特約は付帯しないものとします。
第33条（メンテパック付バリュープラン）
表記（3）
にバリュープランと記載のある契約では、
リース満了時に契約期間走行キロ数が超過した場合は、超過走行キロ数に応じて、表記
（15）記載の契約変更精算金を乙が甲に支払うものとします。
第34条（通知の効力）
1．甲において、借受人等に対する通知をする必要が生じたときは、書面による変更の通知のない限り、本契約書の所在地欄、又は住所欄、氏
名欄の記載にしたがって通知します。
2．借受人等が、前項の書面による通知を怠ったため、
甲からなされた本契約に関する通知が延着又は到着しなかった場合は、
その通知が通常
到着すべき時に、到達したものとします。
3．借受人等が不在のため、甲からなされた本契約に関する通知が、郵便局に留置された場合の留置期間満了時に、借受人等にその通知が
到達したものとみなします。
第35条（権利義務及び事務処理の代行・取次ぎ）
甲は、次の各号に掲げる事項を担当特約店等に代行又は取次ぎさせることができるものとし、
乙はこれについてあらかじめ承諾します。
①本契約上、甲が乙に対して有する権利の行使又は甲が乙に負う義務の履行
②本契約上、甲が行うべき事務処理
第36条（連帯保証人）
1．連帯保証人は本契約から生じる乙の甲に対する一切の債務（第12条第4項に基づき、乙の負担する修理費等を含む）
の履行を保証し、
か
つ連帯保証人相互に連帯して債務履行の責に任じます。
2．甲は必要と認めたときは、乙に対して連帯保証人の追加・変更を求めることができ、
この場合乙は直ちに甲が適当と認める連帯保証人をた
てるものとします。
3．連帯保証人が本契約による債務の一部を弁済したときは、連帯保証人は甲の書面による事前の承諾を得たときに限り代位できます。
4．連帯保証人は、
甲が都合によって他の保証若しくは担保を変更し、解除しても免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
第37条（権利の移転等）
1．甲は本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
2．甲は自動車の所有権を、本契約に基づく甲の地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとし、乙はこれについてあら
かじめ承諾します。
3．甲は本契約による権利を守り、回復するため、又は第三者より異議苦情の申し立てを受けたため、
やむを得ず必要な措置をとったときは、
自動車の移送費用、弁護士費用等を乙に請求できます。
第38条（確約事項）
1．乙及び連帯保証人は、乙及び連帯保証人が、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
とを確約します。
①暴力団又は暴力団関係企業。
②暴力団員又は暴力団準構成員。
③総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。
④その他前3号に準ずる者。
2．乙及び連帯保証人は、
自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた要求行為。
③本契約に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
⑤その他前4号に準ずる行為。
3．借受人等が前2項各号に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、甲は借受人等に対して、当該事項に関する報告を求める
ことができ、甲がその報告を求めた場合、借受人等は、甲に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第39条（公正証書の作成）
借受人等は甲から請求があったときは、本契約に基づき公正証書とすること、及び公正証書に強制執行認諾条項を付することを承諾します。
第40条（専属管轄裁判所）
甲、及び借受人等は、本契約に関し何らかの紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専
属管轄裁判所として、解決するものとします。
第41条（特約事項等）
表記（8）、
（ 9）、
（ 13）、
（ 14）、及び（15）記載の各特約事項は本契約の一部であり、他の契約条項に抵触する場合はこの特約事項が優
先するものとします。
以上
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個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
（自動車リース契約書・個人用与信審査申込書の裏面に掲載されている内容です。）甲 = 貸主（スバルファイナンス（株）） 乙 = 借主（お客様）

第1条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
1．乙及び連帯保証人（以下「借受人等」
という）
は、本契約を含む甲との取引の与信判断及び与信後の管理並びに本契約に関するサービス
提供業務のため、
以下の情報
（以下これらを総称して
「個人情報」
という）
を甲が保護措置を講じた上で収集、
保有、
利用することに同意します。
①借受人等が所定の与信調査票、契約書及び諸変更届に記載した借受人等の氏名・性別・年齢・生年月日・住所・電話番号・メールアド
レス・職業・勤務先（お勤め先内容）
・家族構成・住居状況等の情報（本契約締結後に借受人等から通知を受ける等により、甲が知り得
た変更情報を含む。以下同じ）
②本契約の種類・契約番号・申込日・契約日・商品名・契約額・契約期間・支払回数・支払額・振替口座等本契約の内容に関する情報・
表記（1）
から
（16）記載の事項
③本契約に関する利用残高・月々の支払状況等・残リース期間、取引の現在の状況及び履歴に関する情報
④借受人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、借受人等が申告した借受人等の資産・負債・
収入・支出及び甲が収集したリース等の利用歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し甲が必要と認めた場合に、
借受人等の運転免許証・パスポート等本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報
2．借受人等は甲が事務処理（コンピューター事務・代金決済事務、支払状況確認・支払促進等回収支援業務及び回収業務並びにこれらに
付随する事務等）
を第三者に業務委託する場合、甲が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を当該業務委託
先に預託・提供することに同意します。
3．乙は、本契約に自動車保険を含む場合、
自動車保険契約締結及び保険金請求手続等に必要な範囲で、甲が表記（12）記載の保険会社
及び代理店に第1項第①号及び第②号の個人情報を提供することに同意します。
なお、乙の従業者等の個人情報の提供が必要な場合、
乙が乙の責任において、当該従業者等から個人情報の提供に係る同意を取得するものとします。
4．借受人等は、表記（16）記載の担当特約店（以下「担当特約店」
という）
が本契約書「担当特約店用」
の範囲の個人情報を本契約、借受人
等に対するサービスの履行、本契約に基づく精算等のために利用することに同意します。
第2条（個人情報の与信及び与信後管理目的以外の利用）
借受人等は、甲が与信判断及び与信後の管理の目的以外に、次の各号の目的のために前条の個人情報を利用することに同意します。
（目的）①甲の行うクレジット事業、
リース事業、保険事業（以下「金融サービス事業」
という）
で甲が取扱う商品、
サービス等について宣伝印刷物
の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するために利用すること。
②甲の金融サービス事業の商品に関するマーケティング活動、商品開発活動のために利用すること。
③甲の金融サービス事業の商品開発又はお客様満足度向上のため、
アンケート調査等のために利用すること。
なお、甲の具体的な事業内容について当社所定の方法（当社ホームページ
（https://www/subaru-ﬁnance.co.jp）及び会社案内の配布
等）
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．借受人等は、甲が借受人等の支払能力の調査のために、甲が加入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
に照会し、借受人等の個人情報が登録されている場合には、
それを利用することに同意します。
2．借受人等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
甲の加入する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、
甲
の加入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入会員により、借受人等の支払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。
登録情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
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債務の支払を延滞した事実
契約期間中及び契約終了後5年間
3．甲の加入する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。又、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に
加入し、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。
○名称：株式会社シー・アイ・シー
（CIC）
○住所：〒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
○電話番号：0120-810-414
（フリーダイヤル）
○ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp
※株式会社シー・アイ・シーの加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
4.甲の加入する個人信用情報機関（株式会社シー・アイ・シー
（CIC））
が提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
○名称：株式会社日本信用情報機構
（JICC）
○住所：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41－1
○電話番号：0570-055-955
（ナビダイヤル）
○ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※株式会社日本信用情報機構の加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
○名称：全国銀行個人信用情報センター
○住所：〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
○電話番号：03-3214-5020
○ホームページアドレス：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加入資格、加入会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧下さい。
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5．個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、
リース料
総額、
リース期間、支払回数、
月々の支払状況、残高の情報となります。
第4条（関連会社への個人情報の提供、利用）
1．借受人等は、甲が個人情報の保護処置を講じた上で、下記関連会社に対して、関連会社のⅰ）商品、役務等のマーケティング活動、
サービ
ス履行活動、ⅱ）商品等に関する案内 ⅲ）商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査のために、第１条項第①号及び第②号
により収集した個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
○株式会社SUBARU（以下「SUBARU」
という）
〒150-8554 東京都渋谷区恵比寿1ー20ー8 エビススバルビル
○担当特約店
○SUBARUグループ販売会社（以下「その他販売会社」
という）
（詳細は当社ホームページ https://www.subaru-ﬁnance.co.jp をご覧ください）
2．前項の関連会社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契約期間終了日から5年とします。
3．本契約期間中に第1項に定める個人情報の提供先（関連会社）
が新たに追加された場合には、借受人等に書面により通知し、同意を得る
ものとします。
第5条（法令等に基づく個人情報の提供）
借受人等は、
甲が各種法令の規定により提出を求められた場合又はそれに準ずる公共の利益のため必要があると甲が判断した場合に、第１条
第1項により収集した個人情報を公的機関等に提供することに同意します。
第6条（個人情報の開示、訂正、削除）
1．借受人等は、
甲、第3条に記載する個人信用情報機関及び第4条に記載する個人情報の提供先（関連会社）
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。但し、
その場合、本人であることを証明するた
め、甲、個人信用情報機関又は関連会社が要求する
「本人であることを確認する」
ための本人確認書類又はその写しを提示しなければな
りません。
①甲に開示を求める場合には、第9条記載のお問合せ窓口に連絡してください。
②株式会社シー・アイ・シー
（CIC）又はCICと提携する個人信用情報機関へ開示を求める場合は、CICに連絡してください。
③SUBARUに開示を求める場合には第4条第1項に記載されているSUBARUに連絡してください。
④担当特約店及びその他販売会社に開示を求める場合には担当特約店に連絡してください。
2.万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、甲は、甲が保有する個人情報について、速やかに訂正又は削除に応じる
ものとします。
3．借受人等は、第１条第①号に基づき、
自己に関する個人情報の開示を甲に請求する場合、下記手数料を甲に対して支払うことに同意します。
①来社による開示報告の事務手数料として500円＋消費税
②郵送による開示報告の事務手数料として1,000円＋消費税
第7条（本同意条項に不同意の場合）
甲は、借受人等が本契約の必要な記載事項（契約書で申込人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。但し、第2条、第4条に同意しない場合でも、
これを理由に甲が本契約をお断
りすることはありません。
第8条（利用、提供中止の申出）
第2条、第4条による同意を得た範囲内で甲が当該情報を利用、提供している場合であっても、書面にて中止の申出があった場合、
それ以降の
甲での利用、関連会社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等業務上必要な書類及びこれに同封される宣伝印刷物の送付並び
に第5条に基づく提供についてはこの限りではありません。
第9条（お問合せ窓口）
個人情報の開示・訂正・削除のお問合せ及び利用、提供中止の申出等に関しましては、末尾記載のお問合せ窓口までお願いします。
第10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をした事実は、第１条及び第3条第2項第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11条（本同意条項の変更）
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。

お問い合わせ・相談窓口は

窓

口：お客様相談室0120-386506
（フリーコール）

責任者：個人情報管理責任者コンプライアンス委員会副委員長
（本社）
〒150ー0013

東京都渋谷区恵比寿1ー19ー15 ウノサワ東急ビル2階

（ホームページ）
https://www.subaru-ﬁnance.co.jp
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東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル 2F
お客様相談室0120-386506（フリーコール） 受付時間：9：00～17：45 年末年始、当社指定休業日を除きます。

https://www.subaru-ﬁnance.jp/
2019.7

