
株式会社 ＮＴＴドコモ御中 

貴社が保有している次の会員番号の私の個人データ及び個人データの第三者提供記録について、注意事項に同意しましたので以下のとおり開示を申請します。

0 0 ― ― □利用中 □解約済

※本人確認書類として印鑑登録証明書を添付する場合は、同じ印を使用してください。

〒　　　　－

開示を請求する人がご契約者本人以外となる場合は以下もご記入ください。

私が契約している/契約していた貸金関連サービスに係る個人情報の開示申請を行うことを下記代理人に委任します。

※本人確認書類として印鑑登録証明書を添付する場合は、同じ印を使用してください。

※法人名義の場合は部署名・ご担当者名（フルネーム）を記載願います。

〒　　　－　　　　 代理人連絡先電話番号

※日中ご連絡できない場合、手続きを開始できない場合がございます。

※簡易書留郵便（転送不要）で送付します。郵送料は裏面をご確認ください。

□代理人住所 （代理人からの申請時のみ選択） ※簡易書留郵便（転送不要）で送付します。郵送料は裏面をご確認ください。

□書面 □USBメモリ

＜開示を希望する個人情報の内容＞ 例：①契約申込に当たって申請した内容、②現在の契約内容、③NTTドコモが把握している属性情報　等

＜申請理由＞ ※具体的にご記入下さい。

※裏面の「個人情報開示申請に関する注意事項」を必ずお読みいただき、同意頂いた上でお申し込みください。

個人情報開示申請書

（dスマホローン）

契約番号(13桁)

契約者氏名

フリガナ

携帯電話番号

※契約内容通知書記載

フリガナ

契約者氏名

フリガナ

代理人氏名

代理人住所

委任事項

□解約済

□印鑑登録証明書 □運転免許証 □住民基本台帳カード □その他（ 　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　）　　　　　　　ー　　　　　　　
西暦　　　　年　　　月　　　日生年月日

□利用中

契約者住所

連絡先電話番号

本人確認書類

(該当項目の□に✔）

□代理人 □法定代理人（親権者・被後見人等） □相続人 □法人代理人 □その他（ 　　　　　　　）

□印鑑登録証明書 □運転免許証 □住民基本台帳カード □社員証等 □その他（　　　　　　　　　 ）

□戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（ ）

□ご契約者住所 （ご契約者本人宛に送付します）

（該当項目の□に✔）

代理人の本人確認書類

 （該当項目の□に✔）

法定代理人の確認書類 

（該当項目の□に✔）

契約者との関係

回答書送付先
 （該当項目の□に✔）

開示申請の内容について

＜弊社記入欄＞

確認書類 

（　　　　　　　　　　　　）
送付物 ご連絡文 ・ 回答書

送付先 

・ご契約者住所

・代理人住所

・電子メール

　　　　　年　　　月　　　日

確認者

（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　年　　　月　　　日

確認書類番号等 

（代理人）

確認書類廃棄日

（代理人）

発送日

発送担当者

備考欄

回答方法
 （該当項目の□に✔）

※日中ご連絡できない場合、手続きを開始できない場合がございます。

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

(注)必ずご契約者本人(委任者)がご記入ください

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

印※

印※



＊申請の前に必ずお読みください＊

１．本申請にあたっては、ご契約者本人（または代理人）であることを確認させていただくため、弊社の定める本人確認書類を添付してください。

◇印鑑登録証明書 （発行日より３ヵ月以内で、現住所が記載されている原本）※

◇契約者の印鑑登録証明書 （発行日より３ヵ月以内で、現住所が記載されている原本）※

◇代理人の印鑑登録証明書 （発行日より３ヵ月以内で、現住所が記載されている原本）※

注）個人情報開示申請書「委任事項」への記載は、必ずご契約者本人がご記入ください。 

注）ご連絡先へ確認の連絡をさせていただく場合があります。

◇法定代理権があることを確認するための書類 （発行日より３ヵ月以内の原本）

（例）契約者が未成年者である場合 ：戸籍謄本 （親子関係が分かるもの）

（例）契約者が成年被後見人である場合 ：登記事項証明書 （成年後見人名の記載があるもの）

（例）契約者が未成年被後見人である場合：戸籍謄本 （未成年後見人名の記載があるもの） 

◇法定代理人の印鑑登録証明書 （発行日より３ヵ月以内で、現住所が記載されている原本）※

※印鑑登録のないお客さまの場合、下記の本人確認書類にて受付いたします

（コピー）現住所が記載されているもの

補助書類は発行日から３か月以内の「公共料金領収証（コピー）」

または「「マイナンバー」の印字がない住民票の原本」

【注意事項】
　個人情報開示申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社の登録住所が一致しないときなど、本人が確認でき

ない場合は、別途補助書類（発行日より3か月以内の住民票の原本または公共料金領収証（電気、都市ガス、水道に限ります）のコピー）が必要になる場

合がございます。その場合、連絡先電話番号宛てにご連絡させていただきます。

1）本申請にあたっては、契約者本人（または代理人）であることを確認させていただくため、弊社の定める本人確認書類を添付してください。

2）代理人の方へ申請を委任する場合は、必ずご契約者本人が委任事項をご記入ください。契約者の代理人であることが確認できない場合は、開示の求めに応じることができません。

3）お客さまがご契約されている保証関連サービス会員番号毎に申請願います。

4）dスマホローンサービスに関する開示手数料及び郵送料は原則無料です。

 　　※ただし、開示請求の頻度や内容によっては、実費相当額（電磁的記録媒体相当費用等）を請求させていただく場合がございます。

5）本申請の回答は、弊社にご登録いただいているご契約者住所またはご利用代金明細書等送付先住所に簡易書留郵便にてお送り致します。

6）お客様の申請に基づき調査を行った結果、開示の求めの対象が弊社に存在しない場合、又は開示を行わない場合は、その旨を電話連絡等口頭、又は普通郵便にてお知らせ致します。

7）本開示申請に伴い取得した個人情報は、開示の手続きに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。また申請内容の確認のために連絡先電話番号に連絡をさせていただく場合があります。

8）携帯電話に関する個人情報の開示申請は、本申請書ではお申込できません。「電気通信事業等に関する個人情報開示申請書」によりお申込願います。

9）dカードに関する個人情報の開示申請は、本申請書ではお申込できません。「クレジット事業等に関する個人情報開示申請書」によりお申込願います。

10）保険関連サービス、保証関連サービスに関する個人情報の開示申請は、本申請書ではお申込できません。「金融事業等に関する個人情報開示申請書」によりお申込願います。

11）上記8）～10）に記載する弊社所定の手続き及び申請書は、「お客様の個人情報に関するプライバイシーポリシー（「電気通信事業における個人情報の取り扱いについて」

　　　「クレジットカード事業等における個人情報の取り扱いについて」、https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/）をご覧ください。

「個人情報開示申請に関する注意事項」

個人（本人による申請）

個人

（代理人による申請）

個人

（法定代理人による申請）

運転免許証

【本件に関するお問合せ先】

dスマホローン　情報開示請求受付

電話番号 0120-822-360

営業時間 午前10時～午後8時（年中無休）

精神障がい者保健

福祉手帳＋補助書類

（コピー）有効期間内のもの

（コピー）有効期限内のもので、各都道府県公安委員会発行のもの（国際運転免許証は除く）

（コピー）有効期限内のもので、顔写真の掲載および現住所が記載されているもの

（コピー）資格があり、現住所が記載されているもの

【送付先】

　〒170-8789　東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　サンシャイン60郵便局　私書箱1126号

　　株式会社NTTドコモ　事務センター行

　　（封筒には、朱書きで「申請書類在中」とお書き添え願います）

住民基本台帳カード

外国人登録証明書

在留カード

特別永住者証明書

身体障がい者手帳

＋補助書類

療育手帳＋補助書類



株式会社 ＮＴＴドコモ御中 

貴社が保有している次の会員番号の私の個人データ及び個人データの第三者提供記録について、注意事項に同意しましたので以下のとおり開示を申請します。

0 9 0 ― X X X X ― X X X X □利用中 □解約済

  ドコモ　   タロウ

ドコモ　太朗
※本人確認書類として印鑑登録証明書を添付する場合は、同じ印を使用してください。

開示を請求する人がご契約者本人以外となる場合は以下もご記入ください。

私が契約している/契約していた貸金関連サービスに係る個人情報の開示申請を行うことを下記代理人に委任します。

　  ドコモ　　　タロウ

ドコモ　太朗 ※本人確認書類として印鑑登録証明書を添付する場合は、同じ印を使用してください。

　  ドコモ　　　ジロウ ※法人名義の場合は部署名・ご担当者名（フルネーム）を記載願います。

ドコモ　次郎

〒XXX－XXXX 代理人連絡先電話番号

東京都△△区△△丁目△ー△ 080-XXXX-XXXX

※日中ご連絡できない場合、手続きを開始できない場合がございます。

※簡易書留郵便（転送不要）で送付します。郵送料は裏面をご確認ください。

□代理人住所 （代理人からの申請時のみ選択） ※簡易書留郵便（転送不要）で送付します。郵送料は裏面をご確認ください。

□書面 □USBメモリ

＜開示を希望する個人情報の内容＞ 例：①契約申込に当たって申請した内容、②現在の契約内容、③NTTドコモが把握している属性情報　等

＜申請理由＞ ※具体的にご記入下さい。

※裏面の「個人情報開示申請に関する注意事項」を必ずお読みいただき、同意頂いた上でお申し込みください。

個人情報開示申請書

（dスマホローン）

契約番号(13桁)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 □利用中 □解約済

※契約内容通知書記載

（　03　）　XXXXーXXXX
生年月日 西暦XXXX年XX月XX日

本人確認書類 □印鑑登録証明書 □運転免許証 □住民基本台帳カード □その他（ 　　　　　　　　　　　）

(該当項目の□に✔）

携帯電話番号

フリガナ

契約者氏名

契約者住所

連絡先電話番号

代理人住所

契約者との関係
□代理人 □法定代理人（親権者・被後見人等） □相続人 □法人代理人 □その他（ 　　　　　　　）

（該当項目の□に✔）

委任事項

フリガナ

契約者氏名

フリガナ

代理人氏名

（　　　　　　　　　　　　）

確認書類番号等 

（　　　　　　　　　　　　）
送付物 ご連絡文 ・ 回答書

（代理人） （代理人）

代理人の本人確認書類 □印鑑登録証明書 □運転免許証 □住民基本台帳カード □社員証等 □その他（　　　　　　　　　 ）

 （該当項目の□に✔）

法定代理人の確認書類 
□戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（ ）

（該当項目の□に✔）

回答方法
 （該当項目の□に✔）

備考欄

0 1 2 3

〒　XXX－XXXX

　東京都○○区○○丁目〇ー〇

・ご契約者住所

・代理人住所

・電子メール発送担当者 確認者

発送日 　　　　　年　　　月　　　日 確認書類廃棄日 　　　　　年　　　月　　　日
送付先 

回答書送付先
 （該当項目の□に✔）

□ご契約者住所 （ご契約者本人宛に送付します）

開示申請の内容について

＜弊社記入欄＞

確認書類 

※日中ご連絡できない場合、手続きを開始できない場合がございます。

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

(注)必ずご契約者本人(委任者)がご記入ください

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

※本人確認書類および補助書類の詳細につきましては裏面をご確認ください。

記入例

✓
✓

✓

印※

印※

印

印

✓
✓

✓

✓

開示を希望される個人情報の項目について、できるだけ具体的にご記入下さい。

開示を希望される理由について、できるだけ具体的にご記入下さい。


