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個人情報保護方針改定箇所対照表 

改 定 後 現 行 

個人情報保護方針 

 

＜略＞ 

１．事業者の名称・住所・代表者氏名 

  名称  野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 

  住所  東京都中野区本町1-32-2 

  代表者氏名 小林 利彦 

 

２．定義 

・本個人情報保護方針において使用する用語は、個人情報

保護法の定義に拠ることとします。なお、本個人情報保護方

針で使用する「個人情報等」とは、個人情報保護法で規定さ

れた「個人情報」および「（保有）個人情報等」のことをいい

ます。 

・本個人情報保護方針において使用する「お客様」とは、過去

および現在において、当社との間でご契約・お取引がある方の

みならず、今後、当社との間でご契約・お取引が見込まれる方

を含むものとし、それらの方が法人である場合は、その法人のご

担当者様も含むものとします。 

・本個人情報保護方針において、野村不動産グループとは、野

村不動産ホールディングス株式会社並びにその子会社および

関連会社からなる企業グループのことをいいます。 

 

＜略＞ 

 

４．個人情報等の取得等 

   当社は、個人情報等を法令に則って適正に取得し、正確

かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったとき

は、個人情報等を遅滞なく削除するよう努めます。 

 

 

５．個人情報等の利用等 

   当社は、個人情報等を適正に利用し、利用目的の達成に

必要な範囲を超えて利用致しません。 

（削除） 

 

 

 

 

個人情報保護方針 

 

＜略＞ 

１．事業者の名称 

   野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社（東京都中野区） 

 

 

２．定義 

・本個人情報保護方針において使用する用語は、個人情報

保護法の定義に拠ることとします。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

・本個人情報保護方針において、野村不動産グループとは、野

村不動産ホールディングス株式会社並びにその子会社および

関連会社からなる企業グループのことをいいます。 

 

＜略＞ 

 

４．個人情報の取得等 

   当社は、個人情報を法令に則って適正に取得し、個人デ

ータを利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最

新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、個

人データを遅滞なく削除するよう努めます。 

 

５．個人情報の利用等 

   当社は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情

報を利用致しません。 

   当社は、個人情報保護法に基づく例外にあたる場合を除

き、本人の同意なく、第三者への個人データの提供を行いませ

ん。 

   当社は、個人データの取扱いの全部または一部を第三者に

委託する場合は、個人データの安全管理が図られるよう、委
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６．第三者への提供 

   当社は、個人情報保護法令が認める場合を除き、お客様

の同意なく、第三者への個人情報等の提供を行いません。 

 

７．委託先の監督 

   当社は、お客様への情報提供、商品・サービスの案内・勧

誘、イベント告知、アンケート収集等の営業活動ならびに左記

にかかわるお知らせの発送業務および購買履歴等の情報の分

析等の事務について、個人情報等の取扱いの全部または一

部を第三者に委託する場合は、個人情報等の安全管理が

図られるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。 

 

８．個人情報等の共同利用 

   当社は、野村不動産グループによる総合的なサービスを提

供するため、法令に従い別途定める会社との間で共同して利

用する場合があります。 

 

９．個人情報等の安全管理措置 

   当社は、個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正利用等

を防止するために、取得・利用・保管等の各段階に応じ、必

要かつ適切な安全管理措置を講じます。 

 

（基本方針の策定） 

・個人情報の適正な取扱いを確保し、お客様からのご質問およ

び苦情受付の窓口をお知らせするため、本基本方針を定めて

おります。 

 

（個人情報等の取扱いに係る規律の整備） 

・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱

方法、責任者・担当者およびその任務等について「情報セキュ

リティ規程」等社内ルールを策定しております。 

 

（組織的安全管理措置） 

・個人情報等の取扱いに関する責任者（情報セキュリティ最高

責任者）を設置し、個人情報等を取り扱う役職員、および当

該役職員が取り扱う範囲を明確化し、責任者が法令や社内

ルールに違反している事実または兆候を把握できる体制を整

備しております。 

託先に対し必要かつ適切な監督を行います。 

 

（新設） 

６．第三者への提供 

   当社は、個人情報保護法令が認める場合を除き、お客様

の同意なく、第三者への個人情報等の提供を行いません。 

 

７．委託先の監督 

   当社は、お客様への情報提供、商品・サービスの案内・勧

誘、イベント告知、アンケート収集等の営業活動ならびに左記

にかかわるお知らせの発送業務および購買履歴等の情報の分

析等の事務について、個人情報等の取扱いの全部または一

部を第三者に委託は、個人情報等の安全管理が図られるよ

う、委託先に対し必要かつ適切な監督を行いま 

６．個人データの共同利用 

   当社は、野村不動産グループによる総合的なサービスを提

供するため、法令に従い別途定める会社との間で共同して利

用する場合があります。 

 

７．個人データの安全管理対策 

   当社は、個人データの漏えい、滅失、毀損、不正利用等を

防止するために、取得・利用・保管等の各段階に応じ、必要

かつ適切な安全管理措置を講じます。 

 

（新設） 

・個人情報の適正な取扱いを確保し、お客様からのご質問およ

び苦情受付の窓口をお知らせするため、本基本方針を定めて

おります。 

 

（個人情報等の取扱いに係る規律の整備） 

・取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱

方法、責任者・担当者およびその任務等について「情報セキュ

リティ規程」等社内ルールを策定しております。 

 

（組織的安全管理措置） 

・個人情報等の取扱いに関する責任者（情報セキュリティ最高

責任者）を設置し、個人情報等を取り扱う役職員、および当

該役職員が取り扱う範囲を明確化し、責任者が法令や社内

ルールに違反している事実または兆候を把握できる体制を整

備しております。 
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（人的安全管理措置） 

・個人情報等の取り扱いに関する留意事項について、定期的

な研修を実施しております。 

・個人情報等の秘密保持に関する事項を野村不動産グループ

倫理規程、情報セキュリティ規程等に記載しております。 

 

（物理的安全管理措置） 

・個人情報等を取り扱う区域において、入退室管理システムの

設置による従業者の入退室管理の制限を実施しております。 

・個人情報等が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・

書庫等に保管し、盗難又は紛失等を防止する措置を講じて

おります。 

 

（技術的安全管理措置） 

・担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定す

るために、適切なアクセス制御を実施しております。 

・個人情報等を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセ

ス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しておりま

す。 

 

10．保有個人情報等の開示・訂正・利用停止等 

   当社は、保有個人情報等に関し、本人またはその代理人

の請求により、開示・訂正・利用停止等を法令および当社の

定めるところに従い行います。 

 

 

 

＜略＞ 

 

13．お問い合わせ窓口 

   当社の個人情報の取扱いに関するご質問、ご意見、ご苦

情等のお申出については、以下のお問い合わせ窓口までご連

絡ください。 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 本社 総務部 

【電話番号】（03）5334-8600 

【受付時間】 平日 午前９時00分～午後６時00分 

 

＜略＞ 

 

●お客様の個人情報の利用目的 

（人的安全管理措置） 

・個人情報等の取り扱いに関する留意事項について、定期的な

研修を実施しております。 

・個人情報等の秘密保持に関する事項を野村不動産グループ

倫理規程、情報セキュリティ規程等に記載しております。 

 

（物理的安全管理措置） 

・個人情報等を取り扱う区域において、入退室管理システムの

設置による従業者の入退室管理の制限を実施しております。 

・個人情報等が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書

庫等に保管し、盗難又は紛失等を防止する措置を講じており

ます。 

 

（技術的安全管理措置） 

・担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定す

るために、適切なアクセス制御を実施しております。 

・個人情報等を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス

又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しております。 

 

８．保有個人データの開示・訂正・利用停止等 

   当社は、保有個人データに関し、本人の請求により、開示・

訂正・利用停止等を法令および当社の定めるところに従い行

います。 

 

（以下番号繰り下げ） 

 

＜略＞ 

 

11．お問い合わせ窓口 

   当社の個人情報の取扱いに関するご質問、ご意見、ご苦

情等のお申出については、以下のお問い合わせ窓口までご連

絡ください。 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社本社人事総務部 

【電話番号】（03）5334-8600 

【受付時間】 平日 午前９時00分～午後６時00分 

 

＜略＞ 

 

●お客様の個人情報の利用目的 

 

＜略＞ 
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＜略＞ 

 

４.当社がCookie等により収集したウェブの閲覧履歴を取得し、

これをお客様の個人データと結びつけた上で資料送付、情  

報提供、商品・サービスの案内・勧誘、イベント告知、アンケー

ト収集等の営業活動を行うため。 

 

 

＜略＞ 

 

Ⅰ．個人取引における共同利用 

 

＜略＞ 

 

４．当該個人データの管理について責任を有する者の名称・住

所・代表者氏名 

名称 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 

住所 東京都中野区本町1-32-2 

代表者氏名 小林 利彦 

 

Ⅱ．法人取引における共同利用 

 

＜略＞ 

 

4. 当該個人データの管理について責任を有する者の名称・住

所・代表者氏名 

名称 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 

住所 東京都中野区本町1-32-2 

代表者氏名 小林 利彦 

 

●ウェブサイトにおける個人情報の取扱い 

 

1.SSLによる暗号化通信 

 

お客さまの個人情報は「SSL」により保護されており、セキュリテ

ィ機能に対応したブラウザーを使用することで、お客さまの情報

を自動的に暗号化して送受信しています。当ウェブサイトの

SSLはMicrosoft Internet Explorerバージョン11以降など

のブラウザーでサポートされていますが、SSLの機能が強化され

ている事と最新のセキュリティーバグの問題が解決されている事

（新設） 

 

 

 

（以下番号繰り下げ） 

 

＜略＞ 

 

Ⅰ．個人取引における共同利用 

 

＜略＞ 

 

４．当該個人データの管理について責任を有する者 

 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 

 

 

 

Ⅱ．法人取引における共同利用 

 

＜略＞ 

 

4. 当該個人データの管理について責任を有する者 

 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 

 

 

 

（新設) 
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から、推奨ブラウザーをご使用になることを推奨致します。当ウ

ェブサイトでは、お客さまの個人情報を安全に送受信するため

に高度な暗号化技術であるSSLを利用しています。ただし、お

客様のご利用環境によっては、セキュリティの警告画面が表示

される不具合が起きる可能性がございますが、お客さまの情報

は正常に暗号化されて送受信されております。 

 

 

●当社が保有するお客様の個人データ（保有個人データ）の

開示請求等 

 

●「保有個人データ」の開示請求等 

当社が保有するお客様の個人データ(保有個人データ)につい

て、お客様が、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、開

示、訂正、利用停止、利用目的通知等のご請求、(以下「開

示等請求」といいます)を行う場合の手続きについて、以下のと

おりご案内いたします。 

 

 

1.開示等請求の受付 

開示等請求については、以下の受付窓口を設置しておりま

す。該当窓口あてに、下記2.所定の請求書および必要書類

を同封の上、下記受付窓口宛に郵送にてご請求ください。な

お、ご郵送頂く封筒に朱書きで「開示等請求書在中」とお書

き添えいただければ幸いです。 

 

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社本社 総務部 

【電話番号】（03）5334-8600 

【受付時間】 平日 午前９時00分～午後６時00分 

 

2.開示等請求に際しご提出いただく書面 

開示等請求を行う場合には、請求書(1)をダウンロードして、

所定の事項をすべてご記入の上、ご本人または代理人確認の

ための必要書類(2)を同封して、上記「1.開示等請求の受

付」に記載の受付窓口宛にご郵送してください。※メール、お

電話による開示等請求はできません。 

 

開示等請求書 

「保有個人データ」開示等請求書[PDF形式]  

Adobe Acrobat Reader PDFファイルをご覧いただくには、

Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。 

お持ちでない方は下記Adobe社サイトよりダウンロード後、イン
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ストールしてください。 

Adobe Acrobat Reader ダウンロードはこちら 

 

3.開示等請求に対する回答方法 

開示等請求等に対するご回答方法は、「電磁的記録の提供

による方法」または、「書面の交付による方法」のいずれかをご

指定ください。ご指定がない場合は、「書面の交付による方

法」にてご回答致します。なお、お客様からの請求した方法に

よる開示が困難な場合（多額の費用を要する場合等）は、

「書面の交付による方法」にて開示等をさせて頂きます。その

場合は、当社から、お客様に対し通知をさせて頂きます。書面

の交付方法については、開示等請求時に、ご請求者が指定

した方法(当社窓口へのご来店による手渡し、または郵送)に

よります。開示等請求者、指定された書面の交付方法によ

り、お手続き等が異なりますので、詳しくは開示等請求に対す

る回答方法をご覧ください。 

 以 上 


