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株式会社SBI BITS 

個人情報保護宣言 
 

当社は、経営理念として掲げる「顧客中心主義」を徹底して貫きながら、顧客の便益を高める

IT サービスを創造するとともに、IT 市場の発展と日本経済の活性化に貢献してまいりたいと

考えております。お客様の情報は、そうしたサービス・商品・情報等を提供するためになくて

はならないものであり、個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます）を厳重に保

護し適正に利用することは、当社の最も重要な社会的責任であると強く認識しております。当

社は、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報等の保護に万全を尽くしてまいります。 

 

1. 関係法令の遵守 

当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情

報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。  

2. 利用目的 

当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、

別紙に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様の個人情報を取り扱います。 

3. 安全管理措置 

当社は、お客様の個人情報等の漏洩等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実

施するとともに、役職員及び業務委託先の適切な監督を行ってまいります。 

4. 正確性の確保 

当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

5. 継続的改善 

当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見

直し、継続的な改善に努めてまいります。  

6. 開示等のご請求への対応 

当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申

し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速

な回答に努めてまいります。 

7. ご質問・ご意見・苦情等 

  当社は、お客様からいただいた個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対

し、適切かつ誠実な対応に努めてまいります。 

8. お問い合わせ窓口 

開示等のご請求、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等は、以下の窓口まで

お申し出ください。 

 

・お問い合わせ担当部署       コンプライアンス部門 
・電子メールでのお問い合わせ    privacy-bits@sbibits.com 

 

 

以上 



 

（別紙） 

 

個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について 

 

 

【個人情報の主な取得元】 

 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、主に以下のような取得

元等から、お客様の個人情報を取得いたします。 

・当社の定める申込書やアンケート等に、お客様に直接、記入・入力していただいた情報 

・お客様からの電話やメールによるお問合せ等を通じて提供いただいた情報 

・商品やサービスの提供を通じて、お客様やご紹介者からお聞きした情報 

・市販の書籍等に記載された情報や、新聞やインターネット等で公表された情報 

 

 

【外部委託をしている主な業務】 

 

当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わ

せている業務には主に以下のようなものがあります。 

・情報システムの運用・保守に関する業務 

・お客様の個人情報等の保管に関する業務 

 

以上



 

（別紙） 
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お客様の個人情報等の利用目的 

 

株式会社 SBI BITS 

 

当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において

取り扱います。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍

地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の

確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。 

 

1．事業内容 

①情報通信機器およびコンピュータソフトウェアの設計、開発、運用、販売、保守管理、監

査およびリース業務 

②前号に関する知的財産権の取得、譲渡、貸与および管理業務 

③業務委託先の選定に関する助言および業務委託先の管理業務 

④不動産の賃貸・転貸に関する業務 

⑤前各号に関する、情報提供、データ入力、研修およびコンサルティング業務 

⑥前各号に附帯・関連する一切の事業 

⑦その他一切の事業(「暗号資産に係るハードウェアウォレットに関するサービスの提供」

を含みます) 

 

2．利用目的 

①当社の定款に定める業務の遂行・案内を行うため 

②法令に基づく機関等の調査・報告要請に対応するため 

③当社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため 

④お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため 

⑤お客様との取引に関する事務を行うため 

⑥市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発の

ため 

⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委

託された当該業務を適切に遂行するため 

⑧お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

⑨その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため 

 

3． 個人情報の共同利用について 



 

当社は、当社が保有する第1 号に記載する個人情報について、第2 号に記載されている者と 

の間で共同利用させていただくことがあります。ただし、第1 号エに記載の採用応募者に関

する個人情報については、第3 号オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、

金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合に

は、その法令等に則った取扱いをいたします。 

 

(1) 共同利用される個人情報の項目 

ア． 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情

報、公開情報その他個人の属性に関する情報 

イ． お取引の履歴、ポイント管理、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類そ

の他のお取引に関する情報 

ウ． 顧客番号・取引番号等の管理番号など、お取引の管理に必要な情報 

エ． SBI グループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住

所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報 

 

(2) 共同利用者の範囲 

以下のサイトに記載されているSBI グループ企業（以下「SBI グループ企業」といいま

す。）。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。 

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/ 

 

(3) 共同利用の利用目的 

ア． SBI グループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合 

SBI グループ企業に登録された会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時お

よびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会

員の利便性を向上させるため 

イ． SBI グループ企業とのお取引の遂行 

SBI グループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞などの応募、その他のお取

引を申し込まれた場合には、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対

応、SBI グループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行

にあたって必要な業務のため 

ウ． SBI グループ企業の広告宣伝またはマーケティング 

・ SBI グループ企業による各種メールマガジンなどの情報提供のため 

・ SBI グループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話などによる情報提供の

ため 

・ 性別、年齢、居住地、趣味・嗜好などの属性または購入履歴、SBI グループ企業の運営

するウェブサイトの閲覧履歴などに応じて、SBI グループ企業の提供するコンテンツや広

告を提供するため 

・ SBI グループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービス

の改善をするため 

・ アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選及び賞品等の発送およびこれに関連した応募

者への連絡のため 

エ． お問い合わせへの対応 

SBI グループ企業に対する電子メール、郵送または電話などの方法によるお問い合わせに

対応するため 

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/


 

 

オ． 求人、採用 

SBI グループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出され

た方の個人情報は、SBI グループ企業の人事採用選考活動のため 

カ． その他業務に付随する場合 

上記アからオに付随して、SBI グループ企業のサービス提供にあたって必要な利用 

キ． その他 

SBI グループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利

用する場合があります。その場合には、当該SBI グループ企業が提供するサービスのウェブ

サイト上にその旨を掲載いたします。 

 

(4) 個人情報の管理について責任を有する者の名称 

SBI ホールディングス株式会社 

 

(5) 共同利用に関するお問い合わせ先 

SBI ホールディングス株式会社 総務人事部 

TEL:03-6229-0100（代表）  



 

平成 27年 12月 11日 
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個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求に関する手続について 

 

株式会社 SBI BITS 

 

当社は、｢個人情報の保護に関する法律｣第 28条、第 29条、第 30条に基づき、ご本人またはそ

の代理人からのご依頼による個人情報の開示、訂正、利用停止等（以下総称して、開示等とい

います）のご請求について、以下の通り対応させていただきます。 

 

1．ご請求窓口 

お客様の個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求は、以下の窓口までお申し出く

ださい。 

・お問い合わせ担当部署 コンプライアンス部門 

・電子メールでのお問い合わせ privacy-bits@sbibits.com 
 

 

2．様式 

 書面によるご請求 

｢個人情報に関する開示等請求書｣に必要事項をご記入の上、ご請求ください。 

 

3．本人確認方法 

（1） ご本人 

｢個人情報に関する開示等請求書｣に加えて、原則として、実印でのご押印と印

鑑証明書のご提出をお願いいたします。実印でのご押印・印鑑証明書のご提出

がない場合は、原則としてご請求に応じることができませんので、ご了承くだ

さい。なお、印鑑登録を行っておられない場合は、個別にお問い合わせくださ

い。 

（2） 代理人の方 

｢個人情報に関する開示等請求書｣と上記（1）の①、（2）のご本人の本人確認の

ための書類に加えて、代理人ご自身の本人確認のための書類（運転免許証、パ

スポート等）及び代理権があることを確認するための書類のご提出をお願いい

たします。ご提出がない場合や、代理人の方からのお電話によるご請求には応

じかねますのでご了承ください。 

（3） 本人確認手続により当社が取得した個人情報の利用目的 

上記の本人確認手続により当社が取得した個人情報は、ご本人ならびに代理人

の方の本人確認、開示等の手続のための調査、手数料の徴収、及び当該開示等

のご請求に対する当社からのご回答に利用いたします。 

 

4．手数料 

お客様の個人情報の利用目的を書面でご希望の場合、又はお客様の保有個人データの

開示をご希望の場合につきましては、勝手ながら以下に定める手数料を頂戴いたしま



 

す。ご請求時に手数料相当額の郵便為替をご同封ください。 

内 容 手数料 

当社の個人情報の利用目的（書面） 左記一括 98円 

（税込

105円） 

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先 左記一括 973円 

（税込

1,050

円） 

その他、上記以外の情報 1項目毎 973円 

（税込

1,050

円） 
 

 

5．ご請求の対象となる保有個人データの特定に必要な事項 

ご氏名、ご住所、その他｢個人情報に関する開示等請求書｣に記載の項目につき、ご記

入(書面によるご請求の場合)またはお電話でご指示（お電話でご請求の場合）くださ

い。 

 

6．ご回答方法 

予めご本人よりお届け出いただいているご住所宛に、書面にてご送付いたします。な

お、代理人の方からのご請求の場合であっても、ご本人に直接ご回答することがござ

いますので、予めご了承ください。 

 

7．登録事項等の変更 

予め登録されている住所、氏名、電話番号等が変更された場合には、｢個人情報に関す

る開示等請求書｣による訂正ではなく、｢登録事項等変更届｣による変更をお願いいた

します。 

 

8．利用停止等 

当社が保有する保有個人データが、｢個人情報の保護に関する法律｣第 16 条の規定に

違反して取り扱われていると言う理由（目的外に利用されているという理由）、同法第

17条の規定に違反して取得されたものであるという理由（偽りその他不正の手段によ

り個人情報を取得したという理由）、同法第 23条第 1項の規定に違反して第三者提供

されているという理由（あらかじめご本人の同意を得ないで第三者に提供されている

という理由）により、保有個人データの利用停止又は消去のご請求を受けた場合、当

社は直ちに調査を行い、そのご請求に理由がある旨が判明した場合は、遅滞無く利用

停止又は消去を行います。但し、利用停止又は消去に多額の費用を要する場合その他

利用停止又は消去を行うことが困難な場合は、ご本人の権利利益を保護するために必

要なこれに代わる措置を取らせていただく場合があります。なお、当社からお客様宛

にお送りするダイレクトメール等に関しましては、お客様ご本人からのご指示があり

ました場合には、発送停止の措置を取らせて頂きます。 

 

9．その他 



 

以下の場合は、開示等のご請求に応じることができませんので、予めご了承ください。

なお、開示等に応じかねる旨を当社において決定した場合は、その旨に理由を付して

ご通知申し上げます。 また、開示等に応じかねる場合であっても、所定の手数料を頂

きます。 

 1. 本人確認ができない場合 

 2. 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合 

 3. ｢個人情報に関する開示等請求書｣の記載に不備があった場合 

 4. 個人情報に関する開示等請求書のご提出時に、手数料のお支払いがない場合 

 5. ご依頼のあった請求内容が、当社の保有個人データに該当しない場合 

 6. 訂正のご請求において、当社の定める変更手続によって行っていただく必要

がある場合 

 7. 利用停止・消去のご請求において、お客様のお申し出に｢個人情報の保護に関

する法律｣に定められた理由がない場合 

 8. ご本人または第三者の生命、身体、財産（法人の財産含む。）その他の権利利

益を害するおそれがある場合 

 9. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 10. 他の法令に違反することとなる場合 

 11. その他、法令の定めによる場合 

 

 


