
個人情報保護方針                         
 

当社が取り扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関

する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を具現化するための個人情報保護マネジメントシステムを構築

し、最新のＩＴ技術の動向、社会的要請の変化、経営環境の変動等を常に認識しながら、その継続的改善に、全社を

挙げて取り組むことをここに宣言します。 

 

１．個人情報の取得、利用、提供の取扱は、前記マネジメントシステムに従い当社の正当な事業遂行上必要な範囲

または従業員の雇用、人事管理上必要な範囲において、適法・公正な手段によって取得し、目的の利用範囲内

で利用、提供などを行います。なお、特定した利用目的の範囲を超えた取扱の必要性が生じる場合は、個人情

報保護管理者による承認を得た後、改めてご本人様の利用目的などを通知し同意を得るようにし、目的外の利

用はいたしません。 

  取得した特定個人情報は、番号法で定める利用目的、提供の範囲内でのみ利用し、提供します。 

２．個人情報保護及び特定個人情報の適正な取扱に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守致しま

す。 

３．個人情報の漏えい、滅失、き損などのリスクに対しては、合理的な安全対策を講じて防止すべく事業の実情に合

致した経営資源を注入し個人情報セキュリティ体制を継続的に向上させます。また、万一の際には速やかに是正

措置を講じます。 

４．個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に、適切な対応をさせていただきます。 

５．個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時・適切に見直してその改善を継

続的に推進します。 

 

本方針は、全ての従業者に配付して周知させるとともに、当社のホームページ、パンフレットなどに掲載することによ

り、いつでもどなたにも入手可能な措置を取るものとします。 

以上 

                                                        

お問合せ窓口 

 

個人情報保護方針に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。 

〒108-0075 東京都港区港南一丁目 6 番 31 号 

株式会社 JTBビジネスイノベーターズ 個人情報問合せ係 

メールアドレス：jbi-privacy@jbi.jtb.jp 

TEL：03-5796-5650 （受付時間 10：00～17：30※） 

※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。 

 

制定日 2006 年 4 月 1 日 

改定日 2023 年 4 月 1 日 

株式会社 JTBビジネスイノベーターズ 

代表取締役兼社長執行役員 上田 泰志 

 

 

 



個人情報の取扱いについて                    

（個人情報に関するお問い合わせ、開示等を含む）                               
 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」「番号法」及び「当社個人情報保護方針」に基づき、個人情報を以下のよ

うにお取り扱いし、保護に努めております。 

 

1. 当社が取得・保有する個人情報 

(1)当社は、お客様によるご旅行のお申込等商品若しくはサービスの提供若しくは履行に関連して、また、お客様から

のご意見等の受領その他お客様とのご連絡に関連して、直接又は間接に個人情報を取得し、その一部を個人デ

ータとして保有しております。 

(2)当社は、お取引先（お取引見込先を含み、法人のお取引先の場合はその役員及び社員の皆様）に関する個人情

報を取得し、個人データとして保有しております。 

(3)当社は、採用・求人応募者より個人情報を取得し、個人データとして保有しております。 

(4)当社は、当社で就業する社員及び社員の親族並びに当社が支払調書等を作成する継続的契約関係のある個人

に関する個人番号（マイナンバー）その他の個人情報を取得し、個人データとして保有しております。なお、これら

の個人情報については、労務、雇用管理、福利厚生、健康健管理、報酬等の支払（税務を含む）のほか、法令、

当社社内規程等に従い、取得、管理、利用、提供等がなされることとなります。 

 

2. 個人情報の利用目的 

 

(1)当社は、お客様の個人情報を、以下の目的にて利用いたします。 

• お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等について契約書面

に記載されています）の提供する旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続、また旅

行代金の支払のための手続、その他の旅行サービスの提供のため 

• その他の当社又は当社の提携先の商品又はサービスのご案内や提供のため 

• 商品又はサービスに関するご相談、契約準備を含むお客様からのご意見、ご要望、お問合せ等への対応の

ため 

• 各種会員プログラム等に関する登録、管理、ご案内のため 

• 商品又はサービスに関するアフターサービスのため 

• ご意見、ご感想等のご提供のお願いその他のアンケート等の実施のため 

• 商品又はサービスの開発や改善・向上を図るため（※1） 

• 当社又は当社の提携先の特典、景品、ポイントプログラム等における選定、提供、運営等のため 

• 当社又は当社の提携先の商品、サービス、各種キャンペーン、イベントその他の販売促進施策に関する情

報提供、広告配信のため（※2） 

• 統計資料の作成のため 

• 商品、サービス、ネットワーク、システム等の保守、運用及び障害、不具合、事故等の発生防止や発生時の

対応のため 

• 不正行為の監視・防止・分析・対策等、安心してご利用いただける環境を整備するため 

• 法令において許容されている範囲での利用のため 

• 上記各利用目的の達成のために、お客様の個人情報を第三者に提供するため 

（※1）当社は、Cookie 等（ウェブビーコン、UID、その他の技術を含み、以下単に「Cookie 等」といいます。）を

用いて、お客様購買履歴、サービス提供履歴、閲覧その他の行動履歴、利用されている端末の情報、ネ



ットワーク情報（IPアドレス等）等を取得し、お客様の個人情報として又はお客様に関連する情報として、

これらを分析し、商品及びサービスの開発や改善・向上、また、趣味・嗜好・傾向等に応じた商品及びサ

ービスに関する広告、情報提供等のために利用いたします。 

（※2）当社は、個人情報でない個人に関連する情報（Cookie 等を通じて得られた購買履歴、位置情報、閲覧

その他の行動履歴、端末の情報、ネットワーク情報（IPアドレス等）を含みます）を、第三者より取得し、

当社が保有している個人情報と突合のうえ商品及びサービスの開発や改善・向上、また、趣味・嗜好・傾

向に応じた商品及びサービスに関する広告、情報提供等のために利用することがあります。 

(2)当社は、お取引先に関する個人情報を、以下の目的にて利用いたします。 

• 業務上必要なご連絡、契約の履行、商談、お取引先管理のため 

• 当社又は当社の提携先の商品又はサービスのご案内や提供のため 

• 商品又はサービスに関するご相談、契約準備を含むお取引先からのご意見、ご要望、お問合せ等への対応

のため 

• 各種会員プログラム等に関する登録、管理、ご案内のため 

• 商品又はサービスに関するアフターサービスのため 

• ご意見、ご感想等のご提供のお願いその他のアンケート等の実施のため 

• 商品又はサービスの開発や改善・向上を図るため（※1） 

• 当社又は当社の提携先の特典、景品、ポイントプログラム等における選定、提供、運営等のため 

• 当社又は当社の提携先の商品、サービス、各種キャンペーン、イベントその他の販売促進施策に関する情

報提供、広告配信のため（※2） 

• 統計資料の作成のため 

• 商品、サービス、ネットワーク、システム等の保守、運用及び障害、不具合、事故等の発生防止や発生時の

対応のため 

• 不正行為の監視・防止・分析・対策等、安心してご利用いただける環境を整備するため 

• 法令において許容されている範囲での利用のため 

• 上記各利用目的の達成のために、お取引先の個人情報を第三者に提供するため。 

（※1）当社は、Cookie 等（ウェブビーコン、UID、その他の技術を含み、以下単に「Cookie 等」といいます。）を

用いて、お取引先の購買履歴、サービス提供履歴、閲覧その他の行動履歴、利用されている端末の情

報、ネットワーク情報（IPアドレス等）等を取得し、お取引先の個人情報として又はお取引先に関連する

情報として、これらを分析し、商品及びサービスの開発や改善・向上、また、趣味・嗜好・傾向等に応じた

商品及びサービスに関する広告、情報提供等のために利用いたします。 

（※2）当社は、個人情報でない個人に関連する情報（Cookie 等を通じて得られた購買履歴、位置情報、閲覧

その他の行動履歴、端末の情報、ネットワーク情報（IPアドレス等）を含みます）を、第三者より取得し、

当社が保有している個人情報と突合のうえ商品及びサービスの開発や改善・向上、また、趣味・嗜好・傾

向に応じた商品及びサービスに関する広告、情報提供等のために利用することがあります。 

(3)当社は、採用・求人応募者より取得した個人情報について、本人確認、本人との連絡その他採用・求人の業務に

必要な範囲内で利用いたします。 

 

3. 個人情報の第三者への提供 

 

(1)当社は、お申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、

又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、又は旅行先の安全・

衛生情報等の提供や緊急時におけるお客様の安否確認等の連絡のために必要な範囲内で、運送・宿泊機関、サ

ービス提供者、保険会社、官公署等に対し、お客様の氏名、ＩＤ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、パ



スポート情報、クレジットカード情報、緊急連絡先に関する情報その他の必要となる個人情報を電磁的方法等で

送付することにより提供いたします。 

(2)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店等の

販売店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート情報及び搭乗される航空便名等に係る

個人データを、予め電磁的方法等で送付することによって提供いたします。 

(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の個人情報をお伺いすることが

あります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場

合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の同意を得

るものとします。 

(4)当社は、お申込みいただいた各種サービスの手配、提供等に必要な範囲内において、当社の提携先、サービス

提供者、官公署等に対し、お客様又はお取引先の氏名、ＩＤ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレスその他

の必要となる個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

(5)当社は、商品又はサービスに関するご相談、契約準備を含むお客様又はお取引先からのご意見、ご要望、お問

合せ等への対応のために必要な範囲内で、お問合せがあった運送・宿泊機関、サービス提供者、その他関係各

機関、法人等に、お客様又はお取引先の氏名、ＩＤ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカー

ド情報その他の必要となる個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

(6)当社は、当社の提携先に、当社及び当該提携先における各種ポイントその他の特典付与プログラム、各種キャン

ペーン、景品提供、イベントその他の販売促進施策の実施や,これらに関する情報提供のために、お客様又はお

取引先の氏名、ＩＤ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、購買情報等を電磁的方法等で送付することに

より提供いたします。 

(7)当社は、商品、サービス、ネットワーク、システム等の障害、不具合、事故等の発生防止や発生時の対応のため

に、関係当局、関係先に、お客様又はお取引先の氏名、ＩＤ、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレスその他

の必要となる個人情報を電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

(8)当社は、不正行為の監視・防止・分析・対策等、安心してご利用いただける環境を整備するために必要な範囲で

官公署、調査機関、提携先等に対し、お客様又はお取引先の氏名、性別、年齢、住所、電話番号又はメールアド

レス、パスポート情報、クレジットカード情報その他の個人データを電磁的方法等で送付することにより提供いたし

ます。 

(9)当社は、その他お客様又はお取引先の同意を得て又は法令において認められる範囲において、お客様の個人デ

ータを電磁的方法等で送付することにより提供いたします。 

 

4. 個人情報の収集について 

 

(1)当社は、お客様又はお取引先の個人情報を、主に以下の方法等により収集しております。  

• お客様又はお取引先から、口頭（電話を含む）、書面へのご記入、Fax、Ｗｅｂ、電子メール等電磁的方法によ

り取得いたします。 

• お客様又はお取引先による当社ウェブサイトへのアクセス、当社のサービスのご利用等に伴って、インター

ネット上でのアクセス履歴、サービス利用履歴、閲覧その他の行動履歴、利用されている端末の情報、ネット

ワーク情報（IPアドレス等）等の情報が当社のサーバー等に自動的に記録されたり、スマートフォン等の端末

の設定に応じて端末に記録された情報が自動的に当社に送信されることがあります。 

• お客様又はお取引先が当社以外のサービス等を利用する際に当該他社と当社がアフィリエイトプログラムそ

の他の提携を行っている場合等、当社以外のサービスのご利用等に伴って、サービス利用履歴等の情報を

当社が同時に取得したり、提供を受けて取得したりすることがあります。 

(2)当社は、お客様、又はお取引先の同意がない限り、利用目的以外に個人情報を利用いたしません。 



(3)お客様が未成年者の場合、親権者の同意を得ます。但し、緊急の場合その他法令により許容される場合を除き

ます。 

(4)お客様又はお取引先が当社にご提供いただく個人情報の項目等をご自分で選択することはお客様の任意でござ

いますが、全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場合、お客様との連絡、旅行サービス、その他のサー

ビスの提供、お客様からのご要望等への対応等ができないこと、また、お客様のお申込み、ご依頼、ご要望をお引

受できないことがあります。 

 

5. 個人情報の共同利用 

 

当社は、お客様又はお取引先の個人情報を次のとおり共同利用させていただきます。 

(1)個人情報の項目 

  お客様又はお取引先の個人情報たる氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、ＩＤその他の識別情報 

  （CookieID 等を含む）、購買履歴、位置情報、閲覧その他の行動履歴等 

(2)共同して利用する者の範囲 

  当社グループ企業（当社グループ企業については以下をご参照ください） 

  https://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/ 

(3)利用目的 

  上記 2(1)又は(2)の利用目的の範囲内で共同利用いたします。 

(4)日本法における共同利用における管理責任者 

  東京都品川区東品川 2-3-11 JTB ビル 

  株式会社 JTB 

  代表取締役 社長執行役員 山北 栄二郎 

  個人情報統括管理者の職名、所属及び連絡先 

  職名：法務担当部長 

  所属部署：株式会社 JTB 法務室（連絡先住所：同上） 

 

6. 個人情報の委託 

 

当社は、旅行の手配、旅程の管理、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務、旅行代金の支払等の旅行サ

ービス、その他の当社サービスの提供等のために、また、その他上記 2(1)又は(2)の利用目的又は当社の業務のた

めに、お客様又はお取引先の個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託することがあります。この場

合、当社は、当該委託先を当社基準により選定し、秘密保持等を定めた契約を交わした上で個人情報を委託いたし

ます。 

 

7. 外国にある第三者への個人情報の移転 

 

(1)当社は、お客様からお申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスの手配、その

他の上記 2(1)の利用目的のため、又はお取引先の個人情報の上記 2(2)の利用目的のため、お客様又はお取引

先に、お客様又はお取引先の個人情報が提供等される国又は地域をお知らせしたうえで、当該国又は地域にあ

る運送・宿泊機関、サービス提供者その他の第三者に個人情報を移転させていただくことがあります。この場合、

以下のとおりとなります。 

• 移転先たる国又は地域 

https://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/


口頭、パンプレット、旅行条件書、掲示書面等への記載、ウェブサイトや電子メール等の電磁的方法にて

お知らせいたします。 

• 当該国又は地域における個人情報の保護に関する制度及び第三者が講ずる個人情報の保護のための措

置 

      JTB のホームページ（https://www.jtb.co.jp/privacy/）をご参照ください。 

 

(2)当社は、外国にある委託先等に対し、当該委託先等において個人情報保護に関し適切な対応等を実施すること

を内容とする契約を締結する等の措置をとったうえで、個人情報を移転する場合があります。 

 

8. 安全管理措置について 

 

当社は、個人データについて、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置

を講じており、その主な内容は以下のとおりです。 

• 個人情報につき、法令を遵守し、適正な取扱いを確保するため、個人情報保護方針を策定し、当該指針に基

づき、個人情報の取得、利用、提供、廃棄等につき、本規程その他の関連規程を定めています。 

• 個人情報保護管理者を設置し、各部署において個人情報の取り扱いについての担当者を定めるとともに、

法令又は規程に違反している事実やおそれを把握した場合における個人情報保護管理者への報告連絡体

制を整備しています。 

• 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監査部門による監査を実施してい

ます。 

• 当社は、個人情報の取り扱いを含む業務を委託する場合は、個人情報の取り扱いに関する事項を契約等に

おいて定めております。 

• 個人情報の取扱いに関し、従業者に定期的な研修を実施しています。 

• 個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則等に記載しています。 

• 従業者の入退室管理を行うとともに、個人情報が含まれる書類、電子媒体等の保管、廃棄等に関する措置

を定め、実施しています。 

• パスワード設定や遠隔操作措置等機器等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じております。 

• アクセス制御を実施して、従業者が取り扱うデータベース等の範囲を限定しています。 

• 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います。 

• 個人情報を含むデータの一部を、米国等において、その個人情報保護法制の概要を確認し、委託先との間

において個人情報に関する取扱いについての契約を締結する等の措置をとったうえで、保管等しておりま

す。 

 

9. 個人情報に関するお問い合わせ、開示等について 

 

当社が保有する個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三

者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続についてご案内いたしますので、下記のお問い合わせ窓口ま

でお申し出ください。但し、当社が付加した情報及び、開示、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のご希

望に関し当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合は、応じることはいたしかねます。その

他、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の一部又は全部に応じ

られない場合はその理由をご説明します。当社の個人情報の対応窓口は以下のとおりです。 

 

   東京都港区港南一丁目６番３１号 品川東急ビル ７階 

https://www.jtb.co.jp/privacy/


   株式会社 JTB ビジネスイノベーターズ 個人情報問合せ係 

   メールアドレス：jbi-privacy@jbi.jtb.jp 

 

    ※お申し出は、本人又は本人が委任した代理人（以下「代理人」といいます）からの電子メールに限らせて 

      いただきます。 

    ※本人又は代理人以外の第三者からのお申し出には対応いたしません。 

    ※代理人からのお申し出の場合、本人が作成した委任状のご提出が必要です。 

    ※本人又は代理人のなりすましを防ぐため、お申し出後、当社所定の、本人及び代理人の本人確認を 

      させていただきます。 

    ※当社が保有する個人データの開示方法については、次のいずれかからお選びいただけます。 

      ① 電磁的記録の提供による方法 

          ※当社が、開示請求者が指定する電磁的記録で提供できない場合は、 

            ➁書面の交付による方法で提供します。 

      ② 書面の交付による方法（配達証明付書留郵便で送付）  

          ※配達証明付書留郵便に係る実費を返信用切手にて申し受けます。 

      ③ その他当社が定める方法（本人又は代理人のメールアドレスに送付） 

    ※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間におけるお申し出は、翌営業日以降の 

      対応とさせていただきます。 

 

10. 特定個人情報の取扱いについて 

 

(1)当社は、番号法で定める利用目的の範囲内でのみ個人番号を利用いたします。 

(2)当社は、番号法で定める提供先以外の第三者へ提供いたしません。 

(3)当社は、番号法で定める個人番号関係事務が終了した場合、速やかに当該個人番号を削除若しくは消去いたし

ます。 

 

11. 匿名加工情報の取扱い 

 

当社は、お客様の個人情報について、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人の当該個人情報を復元す

ることができないよう適切な保護措置を講じたうえで、以下の通り、匿名加工情報の作成及び第三者への提供を法

令で認められた範囲で実施します。  

(1)匿名加工情報の作成方法 

  当社は、匿名加工情報を作成するときは、個人情報保護法及び個人情報保護委員会規則で定める基準に従

い、以下により適正な加工を行います。 

  ア. 特定の個人を識別できる記述を削除すること 

  イ. 個人識別符号を削除すること 

  ウ. 情報を相互に連結する符号を削除すること 

  エ. 特異な記述等を削除すること 

  オ. その他個人情報データベース等の性質を踏まえた適切な措置を講じること 

(2)匿名加工情報に含まれる項目 

  ア. お客様の個人属性情報 【代表者の性別・生年】 

  イ. 当社ご利用情報 【お申込日(年月日)、ご宿泊情報（宿泊日・泊数・地域・宿泊施設（名称・種別）・ご利用人数

（大人男女）・プラン名・ご旅行代金）】 

file://///172.26.14.249/106_総務部/80_内部統制/個人情報保護/20220401改正個人情報保護法対応/20220401_JBI改定版/個人情報の取扱いについて/jbi-privacy@jbi.jtb.jp


(3)匿名加工情報の第三者提供 

  当社が作成し第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法は以下の通り

です。 

  ア. 上記(2)の項目 

  イ. 提供先に対し、当該データが匿名加工情報であることを伝え、識別行為等の不適正な取扱いをすることがな

いよう契約を定めたうえで提供します。 

  ウ. データファイルを暗号化するなどセキュリティが確保された手段で、電磁的方法等で送付することにより提供

します。 

(4)その他匿名加工情報の安全管理措置 

  ア. 加工方法等情報を取り扱う者の権限及び責任を明確にします。 

  イ. 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、取り扱う従業員に対し教育と監督を行います。 

 

12. 本規程の変更 

 

当社は、本規程を、法令変更への対応の必要性及び事業上の必要性等に応じて、随時、変更及び改正する場合が

あり、当該変更等について、このウェブサイト上に掲載します。お客様は、このウェブサイト上に掲載される変更等の

後の最新の本規程の内容を十分にご確認ください。 

 

13. 個人情報が漏洩した場合 

 

万一、当社で個人情報の流出等の問題が発生した場合には、法令等に従い、お客様へのご連絡、安全の確保、必

要に応じての当社のシステムの一時停止、ホームページ等での事実関係等の公表等を行います。 

 

東京都港区港南一丁目６番３１号 品川東急ビル ７階 

株式会社 JTBビジネスイノベーターズ 

代表取締役兼社長執行役員 上田 泰志 

個人情報保護管理者の職名、所属及び連絡先 

職名：総合企画部長 

所属部署：株式会社 JTBビジネスイノベーターズ（連絡先住所：同上） 

2023 年 4 月 1 日現在 


