
個人情報保護宣言 

令和 4 年 7 月 15 日 

SAMURAI 証券株式会社 

 

  当社は、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）に対する取り

組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。 

 

１． 関係法令等の遵守 

  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「金融分野における個人情報保

護に関するガイドライン」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扱われる場合を除き、次の

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扱います。個人番号については、法令で

定められた範囲内でのみ取扱います。なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社に掲示

するとともに、ホームページ等に掲載しております。 

   

 〈利用目的〉 

１．顧客に係る利用目的 

・ 当社が取扱う、または、取扱いを予定する有価証券・金融商品に係る勧誘・販売、

サービスの案内・提供を行うため 

・ 当社がお客様からの有価証券・金融商品やサービスの申込を受付けるため 

・ 当社がお客様との取引に係る事務を行うため 

・ 当社のお客様との取引やサービスの提供等を適切かつ円滑に行うこと、または、後

述の第三者からお客様へのサービスの提供が適切かつ円滑に行われることを目的と

して、当社が取扱う、または、取扱いを予定する有価証券・金融商品に係る発行者、

受託会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管銀行、ディストリビューター等

の第三者に提供するため 

・ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき本人確認を行うため 

・ 金融商品取引に関する法定資料の作成のため 

・ 当社又は関連会社、提携会社等の他の事業者の金融商品その他の商品の勧誘・販売、

サービスに関する情報提供・顧客紹介及び広告等を行うため 

・ その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため 

２．役職員及びその扶養親族に係る利用目的 

・ 役職員(含む扶養家族)の所得の源泉徴収に関する事務、雇用保険、労災保険、健康

保険、厚生年金、国民年金の各種届出等の事務のため 

３．上記以外の個人に係る利用目的 



・  報酬・料金等の支払調書作成のため 

 

 但し、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、当社は、人種、信条、門地、本籍地、保

険医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報は、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のために利用・第三者提供はいたし

ません。 

 

３． 個人情報の第三者への提供 

  当社は、お客様からの求めに応じて当該お客様の個人情報の第三者への提供を停止させてい

ただきます。 

  なお、第三者に提供される個人情報の項目は、氏名、住所、電話番号、ファックス番号、e

メールアドレス、勤務先に関する情報（勤務先名、所属部署名、役職、住所、電話番号、ファッ

クス番号、e メールアドレス）等の全て、または、一部とし、主として、ファックス、e メール、

口頭にて提供されることといたします。 

  個人番号については、法令に許される場合を除き、お客様の承諾があっても当社以外の第三

者に提供することはありません。 

 

４． 安全管理措置 

  当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、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、従業者

（役職員、派遣社員、アルバイト社員等を含む）及び委託先の適切な監督を行ってまいります。 

 

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、この保護宣言は適宜見直しを行い、

継続的に改善に努めてまいります。 

 

６.   業務委託先への個人情報の提供 

・ 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務 

・ 情報システムの運用・保守に関する業務 

 

７．  個人データの共同利用 

当社は、グループ各社の専門性を活かしつつ、より付加価値の高いサービスや金融商品等を

提供するため、個人データを共同利用することがあります。 

なお、当社、金融商品取引業等に関する内閣府令に規定する非公開情報など、法令等で共同

利用が制限される場合は、お客様から同意書を取得した場合等法令等で認められた場合を除き、

共同利用は行いません。 

（1）共同して利用する個人データの項目 

  お名前、ご住所、生年月日、お電話番号、職業、お取引のニーズ等のお客様に関する情報、



お取引内容、お取引残高等のお客様の取引に関する情報 

（2）共同して利用する者の範囲 

  当社の親会社である SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社及び同社の連結子会社

（国内法人に限る。） 

（3）共同して利用する者の利用目的 

  ① お客様のニーズに則した最良・最適な商品・サービスを総合的にご提案、ご案内、研究、

開発するため 

  ② 各商品やサービス等のご提供のため 

  ③ SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS 株式会社グループ全体のコンプライアンス・リス

ク等の経営管理・内部管理業務を適切に遂行するため 

 

８.   クッキー（Cookie）について 

クッキー（Cookie）は、クッキーとは、ウェブページを利用したときに、ブラウザとサーバとの

間で送受信した利用履歴や入力内容などを、お客様のコンピュータにファイルとして保存してお

く仕組みです。  

お客様がブラウザの設定でクッキーの送受信を許可している場合、当社ウェブサイトは、お客様

のブラウザからクッキーを取得できます。 なお、お客様のブラウザは、プライバシー保護のた

め、そのウェブサイトのサーバが送受信したクッキーのみを送信します。クッキーはお客様のブ

ラウザ内に保存され、サーバから参照されることがありますが当社ウェブサイトよりクッキーと

して送信するファイルには、個人を特定するような情報は含んでおらず、お客様のプライバシー

を侵害するものではなく。またお客様のコンピュータへ悪影響を及ぼすことはありません。当社

ウェブサイトでは、以下の目的のためにクッキーを使用しています。 

（1）お客様のログイン状況の確認や本サービスの各種機能の実装・拡充のため 

（2）当社ウェブサイトの利用状況の調査や広告、マーケティング、サービス改善のため 

（3）Google 等の第三者広告配信事業者による、ディスプレイ広告配信のため。 

なお、当該第三者によって取得されたクッキー情報等は、当該第三者のプライバシーポリシーに

従って取り扱われます。お客様は、クッキーの送受信移管する設定を「すべてのクッキーを許可

する」、「すべてのクッキーを拒否する」、「クッキーを受信したらユーザーに通知する」など

から選択できます。設定方法は、ブラウザにより異なります。クッキーに関する設定方法は、お

使いのブラウザの「ヘルプ」メニューでご確認ください。上記につきまして、すべてのクッキー

を拒否する設定を選択されますと、認証が必要なサービスを受けられなくなる等、インターネッ

ト上の各種サービスの利用上、制約を受ける場合がありますのでご注意ください。Google 等の

第三者広告配信事業者は、クッキーを使用して当社のウェブサイトへのアクセス情報を取得し、

それに基づいて他社ウェブサイト内に設けられたオプトアウトページにアクセス（例えば

Google アナリティクスオプトアウトアドオン）して、当該第三者によるクッキー情報等を利用

する広告配信を停止することが出来ます。 

 

９.   開示等のご請求手続き 



  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き、適切かつ迅速な回答に努め

て参ります。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号

の保有の有無について回答いたします。 

 

１０.   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に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実

な対応に努めてまいります。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の次の窓口まで書面にてお申し出

ください。 

 なお、その際には、お客様のご連絡先（電話番号、ファックス番号、e メールアドレス、住所

等）をご明記くださいますようお願いいたします。 

    

 SAMURAI 証券株式会社 コンプライアンス部 

   住   所 ： 〒107-0052 

       東京都港区赤坂二丁目 17 番 46 号 グローヴ 4 階 

   e メ ー ル ： info@samurai-sc.co.jp 

   電 話 番 号 ： 03-6868-5670 

   ﾌｧｯｸｽ番号：  03-6868-5657 

 

１１.   認定個人情報保護団体 

  当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。

同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしてお

ります。 

 【苦情・相談窓口】  

      日本証券業協会 個人情報相談室 電話 (03-3667-8427) 

   (http://www.jsda.or.jp/) 

１２.   保有個人データの開示等の請求を行う手続きについて 

原則として、お客様の登録情報、お客様の取引・残高に関する情報は、ログイン後の当社ウ

ェブページにて無料でご確認いただけます。 

また、当社が有する保有個人データのご本人は、当該保有個人データについて、有料にて書

面その他の方法で開示等の請求をできます。 

当社は、次の方法により開示等の請求を受け付けます。 

（1）開示等請求の内容 

「開示等請求」とは、個人情報保護法に基づく以下の求めをいいます。 

1. 利用目的の通知の求め（個人情報保護法第 24 条第 2 項） 

2. 開示の求め（個人情報保護法第 25 条第 1 項） 

3. 訂正等（訂正、追加または削除）の求め（個人情報保護法第 26 条第 1 項） 

4. 利用停止等（利用の停止、消去または第三者提供の停止）の求め（個人情報保護法第 27 条第 

http://www.jsda.or.jp/


1 項、第 2 項） 

 

（2）開示等請求の手続きの対象となる保有個人データの項目 

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先（勤務先名または職業・電話番号）、取引残高（科目、

口座番号、残高）、取引の履歴に関する情報等 

なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無

について回答いたします。 

 

（3）開示等請求の受付方法 

開示等請求は、当社所定の申請書類をご提出いただくことにより受け付けます。開示等請求をご

希望の場合は、support@samurai-fund.jp までご連絡ください。 

手続き等について、当社からご連絡いたします。 

この場合、当社所定の申請書類に記入のうえ、開示等請求の対象となる保有個人データを特定し、

必要事項をご記入、ご押印のうえ、本人確認書類等を添えて当社まで郵送でご返送いただくこと

となります。 

郵送先は「９．ご質問・ご意見・苦情等」に記載の送付先をご参照ください。 

 

（4）本人確認の方法 

開示等請求に際しては、ご本人について当社所定の本人確認書類をご提出いただきます。 

詳しくは、「よくある質問」 -「本人確認資料とはなんですか」（https://www.samurai-

fund.jp/help/）を参照ください。 

本人確認書類に不備がある場合には、開示等に応じられない場合がありますのでご注意ください。 

なお、本人確認のため、必要に応じてメールもしくは電話等によりご本人に確認することもあり

ますのでご了承ください。 

 

（5）手数料 

開示等の手続につきましては、以下の手数料を申し受けます。 

なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。 

開示内容 手数料（消費税を含む） 

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務

先 

2,200 円 

その他 当社所定の手数料※ 

※詳細についてはお問合せください。 

 

（6）回答の方法 

開示等請求に対する回答は、原則として書面等にて郵送により開示いたします。ただし、ご本人

の同意、指示がある場合は、メール・電話その他の方法により行う場合もあります。 

 

（7）開示等請求の手続きに関して取得した個人情報の利用目的 



開示等請求の手続きにより当社が取得した個人情報は、当該手続きのための調査、ご本人の確認、

手数料の徴収、および当該開示等請求に対する回答に利用いたします。 

 

（8）開示しない場合のお取り扱いについて 

次に定める場合は、開示いたし兼ねますので、予めご了承願います。なお、開示しなかった場合

についても、所定の手数料をいただきます。 

1. ご本人の確認ができない場合 

2. 所定の依頼書類に不備があった場合 

3. 所定の期間内に手数料のお支払いがない場合 

4. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合 

5. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

6. 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 

7. 法令に違反することとなる場合 

 

（9）注意事項 

開示等請求を行う場合には、次の事項について、あらかじめご承知おきくださいますようお願い

申し上げます。 

1．開示の対象となる情報によっては、当社の保有個人データとの照合手続や本人確認手続等に

よりご回答までに相当の期間を要する場合や、開示等請求の一部ないし全部について応じられな

い場合があること、当社の保存期間を超えたものにつきましては対応できないことがあります。 

2．利用停止及び消去の請求は、当社がご本人の個人情報を利用目的外に利用している場合、及

び不正に取得した場合に行うことができます。 また、第三者提供の停止は、当社がご本人の個

人情報を、同意を得ることなく第三者に提供している場合に行うことができます。 ご請求に応

じられない場合があることを、あらかじめご了承ください。 

3．ご提出いただいた申請書類等は返却いたしません。 

 

（10）その他 

1．本宣言の改廃は、経営会議の決議による。 

2．本宣言の所管部署は管理部とします。 

 


