個人情報の保護に関する宣言

株式会社 あいコムこうか

個人情報の保 護に関す る宣言
株式会社あい コムこう か（以下、当社 といいま す。）は、お客様の個 人情報の 保護及び 適切な 取
扱いが、当社 にとって 社会的責務 であると 考え ております。 当 社 は 、 当 社 が 取 得 す る 個 人 情 報 を 、
この個人情報 の保護に 関する宣言（以下、宣 言 といいます。）に基づき 、適切に取 扱い、保 護 に努
めてまいりま す。
1. 個人 情 報 の 定 義
個人情報とは 、以下の ような特定 の個人を 識別 できるものを いいます 。
[1]氏名、住所、生 年月日、 性別、職 業、電話番 号、電子メー ルアドレ ス、口座番 号及び名 義、 住
宅の図面及び お客様に 提供するサ ービス内 容等 。
[2]その情報のみで は特定の 個人を識 別できない が、他の情報 と容易に 照合するこ とができ 、こ の
照合により特定 の個人を 識別でき ることとな る情報。
[3]上記の情報のう ち 1 つまたは複数 を組合せる ことでお客様 の個人を 特定できる 情報。
2. 個人 情 報 の 取 得、 利 用 及 び第 三 者 へ の 提 供
(1) 当社は、当社のサ ービスを提 供するた めに 必要、かつ、 利用目的 の達成に必 要な範囲 内で 、個人
情報を取得し ます。
(2) お客様の個人情報 は、利用目 的の達成 に必 要な範囲内で 、当社が 利用する他 、委託業 務の 達成に
必要な範囲内 で、当社 が委託した ものも利 用で きるものとし ます。
(3) 当社はお客様の個 人情報を、 次の目的 で利 用します。た だし、下 記[2]〜[5]ではお客様の 氏名、
住所、電話番 号、電子 メールアド レス及び お客 様に提供する サービス 内容を利用 します
[1]お客様へのサ ービスに 関する契 約の締結、 工事の施工の ためにお 客様の氏名 、住所、 電話 番号、
住宅の図面を 、ま た、料 金請求や 収納業務の ため に金融機関の お客様の 口座番号及 び名義な らび
にお客様に提 供するサ ービス内容 をそれぞ れ利 用します。
[2]お客様に対して ダイレク トメール 、電子メー ル、定期訪問 等により 情報（当社 が提供す るサ ー
ビスに関する 各種キャ ンペーン等 のお知ら せや 商品案内など ）を提供 し、または 、各種ア ンケ
ート調査を実 施するた め。
[3]サービスの変更 及びサー ビスの休 廃止の通知 をお客様にお 届けする ため。
[4]お客様から寄せ られたご 意見、ご 要望にお応 えするための 苦情・相 談対応業務 のため。
[5]お客様が当社か らご購入 いただい た商品及び レンタル品の アフター サービス、 メンテナ ンス 、
定期点検を行 うため。
[6]お客様の個人情 報の集計 、分析を 行い、個人 が識別、特定 できない ように加工 した統計 資料 を
作成し、サー ビスの向 上及び新規 サービス の開 発等を行うた めに、お 客様に提供 するサー ビス
内容を利用し ます。
(4) 上記の利用目的 以外に、 お客様の個 人情報 を利用する必 要が生じ た場合には 、下記 3.[2]〜[6]に
該当する場合 を除き、 事前にお客 様に利用 者及 び利用目的を 連絡し、 お客様から 事前の同 意を 得た
上で、利用し ます。
3.個 人 情 報 の提 供 先 の 範囲
お客様の個人 情報は 、次のい ずれかに 該当する場 合を除き 、いかなる 第三者に も提供い たしませ ん 。
[1]お客様から同 意を得た 場合。
[2]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 、お客様の 同意を得 るこ とが
困難である場合 。
[3]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
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意を得ることが 困難であ る場合。
[4]国の機関若しく は地方公 共団体が 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、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 ぼす恐れが ある場合 。
[5]裁判官の発付 する令状 により強 制処分とし て捜索・押収 等がなさ れる場合。
[6]警察、税務署 等の法律 上の照会権 限を有す る 者からの照会

（刑事 訴訟法第 197 条第 2 項、弁護

士法第 23 条の 2 等）が なされた 場合。ただし 、通 信の秘密に属 する事項 については 提供しな い。
4. お客 様 の 個 人 情報 の 安 全 管理 措 置
(1) 当社は、社員に対し て個人情 報の保護 に関 する教育・啓 発活動を 実施する 他、個人 情報保 護管理
者を置き、お 客様の個 人情報の安 全管理に 努め ます。
(2) 当社は、お客様の 個人情報へ の不正な アク セスや個人情 報の漏洩 、滅失また は毀損を 防止 する
ため、当社の ウェブサ イトの物理 的、人的 過失 についてセキ ュリティ の確保・維 持に努め ます 。
(3) 当社は、当社が委 託先との間 で機密保 持契 約を締結し、 お客様の 個人情報に ついて、 適切 な取
扱い及び保護 を行うよ う指示・監 督をしま す。
5. お客 様 の 個 人 情報 の 開 示 、利 用 目 的 の 通 知 請求 等
(1) 当社が保有してい るお客様の 個人情報 につ いて、開示、 利用目的 の通知、訂 正、追加 、削 除、利
用停止、消去 及び第三 者への提供 停止（以 下、 「開示等」と いう）の 各請求をさ れる場合 は、 当社
所定の書式に より、当 社まで直接 ご請求下 さい 。個人情報漏 洩防止、 正確性、安 全性の確 保の 観点
から、その請 求が不当 な場合を除 き、遅滞 なく 必要な調査を 行い、当 該ご請求が お客様ご 自身 によ
るものである こと又は 正当な代理 人による こと が確認できた 場合に限 り、お客様 の個人情 報の 開示
等を行います 。ただし 、開示等を すること によ り、次の各号 のいずれ かに該当す る場合に は、 その
全部又は一部 の開示等 をしないこ とがあり ます 。
[1]本人又は第三 者の生命 、身体、 財産その他 の権利利益を 害する恐 れがある場 合
[2]当社の権利又 は正当な 利益を損 なったり 、業務の適正実 施に著し い支障を及 ぼす恐れ があ る場 合
[3]違法又は不当 な行為を 助長し、 又は誘発す る恐れがある 場合
[4]国の安全が害 される恐 れ、他国若しく は国 際機関との信 頼関係が 損なわれる 恐れ又は 他国 若しく
は国際機関と の交渉上 不利益を被 る恐れが ある 場合
[5]犯罪の予防、 鎮圧又は 捜査その 他の公共の 安全と秩序の 維持に支 障が及ぶ恐 れがある 場合
[6]国の機関又は 地方公共 団体が法 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、当該事 務に支障 を及ぼす恐 れがある 場合
[7]他の法令に違 反するこ ととなる 場合
(2) 当社が保有してい るお客様の 個人情報 につ いて、開示等 の各請求 を行う場合 、お客様 は、 当社に
対して次の[1]〜[4]のいずれかの 書類を提 示し、又はそのコピ ーを提出 していただ きます 。さらに 、
前(1)項の代理人に は[5]の手続きをしてい ただ きます。
[1]運転免許証
[2]健康保険証
[3]パスポート
[4]その他本人の確 認ができ る書類
[5]代理人の方は 、お客様 からの委 任状等の委 任 されたことを 証明でき るものに 、①〜④ のいず れか
の書類又はそ のコピー を添付して ください 。ま た、法定代理 人は、法 定代理人で あること を証 明で
きる書類を提 出してく ださい。
(3) お客様は、当社が 保有してい るお客様 の個 人情報につい て、開示 又は利用目 的の通知 を請 求した
ときは、その 作業に要 する手数料 （１件あ たり 515 円）を、当社か らの請求後 、直ちに 現金又 は銀
行振込で支払 うものと します。
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(4) 前(1)〜(3)項の開示等の実施 、不実施 につ いては、ご請 求のあっ たお客様に 対して、 遅滞 なくご
連絡いたしま す。なお 、不実施の 場合は、 その 理由を説明す るよう努 めます。
6. 当社 の 委 託 先 への 個 人 情 報の 提 供
当社が保有 するお客 様の個人情 報の取扱 いを 外部業者に、 次の各項 のとおり委 託するこ とが ありま
すが、この場 合も業務 委託先に対 して適切 な管 理を行うよう 指示・監 督をします 。
(1) 当社が委託先に提 供するお客 様の個人 情報 の範囲は、お 客様から 特に申し入 れがある 場合 を除い
て、当社が保 有する委 託先が業務 遂行上必 要な 個人情報を対 象といた します。
(2) 当社が委託先への お客様の個 人情報の 提供 （以下、「業 者への情 報提供」と いう）は 、紙 、電子
データの伝送 、電子記 録媒体の引 渡し、サ ーバ へのアクセス のいずれ かの方法で 行います 。
(3) お客様より、委託 先での個人 情報の取 扱い について改め るようご 請求があっ た時は、 正当 な理由
によるご請求 に限り、 改善するよ う委託先 を指 導いたします 。
(4)前(3)項の停止の実 施、不実施 について は、 ご請求のあっ たお客様 に対して、 遅滞なく 、ご 連絡い
たします。な お、不実 施の場合は 、その理 由を 説明するよう 努めます 。
7. 免

責

当社は、当社 のウェブ サイトにリ ンクされ てい る他のウェブ サイトに おけるお客 様の個人 情報 等の
保護、取扱い 等につい ては、一切 責任を負 うも のではありま せん。
8. 関係 法 令 の 遵 守
当社は、お 客様の個 人情報に 関する日本 国の法令（個人情報 の保護に 関する法 律、電気 通信事業 法 、
個人情報の保 護に関す る法律施行 令、個人 情報 の保護に関す る基本方 針、電気通 信事業に おけ る個人
情報保護に関 するガイ ドライン、 放送受信 者等 の個人情報の 保護に関 する指針等 ）を遵守 致し ます。
9. この 宣 言 の 変 更及 び 告 知
この宣言の内 容は、必 要に応じて 当社が変 更す ることがあり ます。こ の宣言の最 新の内容 は、 当社
のウェブサイ トに掲載 されている 最新版を ご参 照いただくか 、あるいは 12 項の窓口へご請求下 さ い 。
10. 個 人情 報 が 漏 洩 した 場 合 の 措 置
(1)

当社は、個人 情報の漏 洩が発生 した場合は 、次の措置を とります 。

[1]事実関係を速や かに本人 に通知し ます。
[2]二次被害の防止 、類似事 案の発生 回避等の観 点から、可能 な限り事 実関係等を 公表しま す。
[3]事実関係を総務 省へ直ち に報告し ます。
(2)

前(1)項[2]の規定は、事実関係 を公表す る ことにより、５項(1) ①〜⑦に該当する 場合には 、こ
の限りではあ りません 。

11. 個 人情 報 に つ い ての 窓 口
お客様の個人 情報につ いての開示 等のご請 求、異議等のお申 し出又は 苦情、本宣言 の内容に 関 す
るご質問等が ございま したら、下 記連絡先 にお 申し出下さい 。
連絡先

：株式会社 あいコムこうか

住

：〒528-0211

所

：滋賀県甲賀 市土山町 北土山 1715 番地
TEL

：0748-66-0739

電子メール： info@aicom-koka.jp
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●当社の所属する認定個人情報保護団体について
当社は、個人情報の 適正な取 扱いと保 護の信 頼性向上のた め、「個 人情報の 保護に関 する法 律」
第37条に規定の「認定 個人情報保 護団体」 とし て総務大臣よ り認定さ れた「財団 法人放送 セキ ュ
リティセンタ ー」の「 対象事業者 」として 登録 しております 。
上記の当社 の窓口の ほか、当社 の取扱い かど うか不明な場 合、或い は当社の対 応に対し て疑 問
やご不満等が あり、解 決を必要と される場 合等 、下記の本団 体の「個 人情報保護 センター 」ま で
直接お申し出 下さい。
＜お問合せ 先＞
財団法人放送 セキュリ ティセンタ ー内
個人情報保護 センター
電話：０３− ５２１３ − ４７１４
E-mail：soudan@sarc.or.jp
ＵＲＬ：http://www.sarc.or.jp
住所：〒102− 0093
東京都 千代田区 平河町 2-9-2

エスパリ エ平河町ビル

12. 保 存 期 間
当社 は 、お 客 様 の個 人 情報 の 保存 期 間 を定 め 、 これ を 超え た 個 人情 報 は遅 滞 なく 消 去 しま す 。 た
だし、法令等 の規定に 基づき、保存を義 務づけ られていると きは、こ の限りで はありませ ん。個々
の情報の保存 期間は、11 項の窓口へお問い合 わ せ下さい。
以上

資

料（これ は、本宣 言を策定す るために 利用 した資料で、 本宣言に は添付され ておりま せん ）
１．個人情報 の保護に 関する法律 （平成 15 年法律第 57 号）
２．個人情報 の保護に 関する法律 施行令（ 平成 15 年 12 月 10 日政令 507 号）
３．個人情報 の保護に 関する基本 方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定）
４．電気通信事 業におけ る個人情報 保護に関 す るガイドライ ン（平成 16 年 8 月 31 日総務省告 示第
695 号）
５．放送受信 者等の個 人情報の保 護に関す る指 針（平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号）
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