「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項について
平成 19 年 8 月制定
令和 2 年 10 月改訂
株式会社

丸 三

当社は、
「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律施行令」に基づき以下の事項
を公表致します。
1

個人情報の利用目的
パチンコ事業部

パチンコ事業部では、お客様の個人情報を以下の目的で利用致します。
（１）会員登録手続きを行い、メンバーズカードを発行し、貯玉・貯メダル、
再プレイシステムを含むサービスの提供のため。

①

※

一部、再プレイシステムが利用できない店舗もあります。

（２）ダイレクトメールによる営業案内等の送付のため。
（３）Ｅメールによる営業案内等の送信のため。
（４）メンバーズカードの再発行、開示等請求時のご本人様の確認のため。
ホテル・旅館業

ホテル・旅館業では、お客様の個人情報を以下の目的で利用致します。
（１）お客様に宿泊、ウエディング、宴会、レストラン、温泉、ホテル製品、
文化事業等での新商品プラン・イベント・各種ご優待等のご案内や情
報をお届けするため
（２）お客様のご希望に応じた商品及びサービスの提供、お問合せに対して

①

のご返答をするため
（３）情報誌、メールニュース等をお届けするため
（４）当グループのサービス内容改善やマーケティングのためにアンケート
等の回答を分析するため（この場合、分析はあくまでも統計的に処理
を行ない、個人を特定するためには一切利用いたしません）

①

採用活動に関する応募者

（１）応募者への事務連絡のため。

情報

（２）採用選考時の適格性の診断のため。
（３） 配属先の決定のための判断材料にするため。
（４） 求人活動・求人媒体の見直しのため。

従業員情報

（１）人事労務上の事務手続き、管理を目的とするため。
（２）昇級・昇格・昇進・異動の際の判断材料とするため。

①

（３）給与・賞与、寮等の福利厚生に関する事務手続きのため。
（４）公租公課に関する事務手続きのため。

①
②

ホームページへの問合

（１）お客様からのご意見・ご感想への返答のため。

せ情報

（２）応募者への事務連絡のため。

取引先に関する個人情

各種通知・連絡・受託している経理処理（入金確認）等の業務の遂行のため。

報

2 個人情報に関する各種請求について
請求対象となるのは当社で管理させて頂いている「開示対象個人情報」となります。
「開示対象個人情報」
1

とは、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
（以下、“開示等”とする）を行うことのできる権限を有する個人情報です。
①は「開示対象個人情報」、②は「開示対象外個人情報」となります。
3

個人情報の共同利用について
当社は、当社のグループ会社である株式会社 COCORO、株式会社バリューエージェンシー、株式会社
健菜厨房、株式会社 LPC 保険企画、株式会社丸三島根、株式会社 LPC ゴルフ、株式会社 LPC ホテル＆
リゾート、Marusan LPC Singapore PTE.LTD.、株式会社エフシーバンク、株式会社白神商事、株式会社
丸三ネクストとの間で個人情報を共同して利用致します。
詳細は下記の表の通りとなります。

共同して

社内ネットワークに掲載する

ホームページに掲載する従業

緊急時対策支援システム導入

利用される

従業員の情報

員の情報

に伴う従業員の情報

共同して

株式会社 COCORO

株式会社 COCORO

株式会社 COCORO

利用する者

株式会社バリューエージェンシー

株式会社バリューエージェンシー

株式会社バリューエージェンシー

の範囲

株式会社健菜厨房

株式会社健菜厨房

株式会社健菜厨房

株式会社丸三島根

株式会社 LPC 保険企画

株式会社丸三島根

株式会社 LPC ゴルフ

株式会社丸三島根

株式会社 LPC ゴルフ

株式会社 LPC ホテル＆リゾート

株式会社 LPC ゴルフ

株式会社 LPC ホテル＆リゾート

Marusan LPC Singapore PTE.LTD.

株式会社 LPC ホテル＆リゾート

Marusan LPC Singapore PTE.LTD.

株式会社エフシーバンク

Marusan LPC Singapore PTE.LTD.

株式会社エフシーバンク

株式会社白神商事

株式会社エフシーバンク

株式会社白神商事

株式会社丸三ネクスト

株式会社白神商事

株式会社丸三ネクスト

個人情報の
項目

株式会社丸三ネクスト

共同して

社内ネットワークを通じての

グループ全体のイメージアッ

災害発生時の従業員の安否確

利用する者

従業 員 相 互の 情 報 のや り取

プ、企業ブランドの醸成のた

認、及び情報の提供、共有の

の利用目的

り、グループ全体の通達、人

め。

ため。

事異動、お知らせ等情報の伝
達、共有化のため。
個人情報の 管
理について 責

株式会社

丸三

任を有する 者

情報管理責任者

の名称

取得方法

書類の授受

書類、写真の授受

書類の授受、本人登録

株式会社 LPC ホテル＆リゾート(湖畔の温泉宿くにびき)の事業を当社が令和元年(2019 年)6 月 1 日付で譲
りうける事になりました。

当社は、当社のグループ会社である株式会社 LPC ホテル＆リゾートとの間で

個人情報を共同して利用致します。

詳細は下記の表の通りとなります。

共同して利用される個人情

氏名（フリガナ含む）、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレ

報の項目

スのお客様の情報

共同して利用する者の範囲

株式会社ＬＰＣホテル＆リゾート
2

共同して利用する者の利用

(1)宿泊、宴会、レストランサービス等の提供

目的

(2)宿泊予約サービスの提供
(3)インターネット予約サービスの提供
(4)特典の利用状況把握
(5)マーケティング分析を含む市場調査、商品開発
(6)お客様へお知らせする情報内容の選定における判断材料
(7)各種お問い合わせに対する対応

個人情報の管理について責

株式会社

任を有する者の名称
取得方法

本人からの直接取得

丸三

情報管理責任者

(宿泊・宴会・レストラン・アンケート・電話・口頭の

手続き、各種お問い合わせインターネット・名刺)
4

開示等の求めの申出先
(１)開示等の求めの申し出先
①パチンコ事業のそれぞれの店舗
②ホテル・旅館業の店舗
③郵送
〒693－0004
島根県出雲市渡橋町 706 番地 1
株式会社 丸三

コンプライアンスグループ

Tel 0853‐25‐0333

「個人情報についての相談窓口」

Fax 0853‐25‐0101

mail personaldata@marusan‐dream.co.jp
(２)開示等の求めの方式
①パチンコ事業の店舗での受付方式
パチンコ事業のそれぞれの店舗に備え付けてある『開示等請求書（店舗用）』に必要事項を記入して頂
き、店舗カウンターで受付を行ないます。
※

店舗での受付は、カード再発行及び開示等の求めに応じます。

②ホテル・旅館業の店舗での受付方式
ホテル・旅館業の店舗に備え付けてある『開示等請求書（店舗用）』に必要事項を記入して頂き、店舗
カウンターで受付を行ないます。
※ 店舗での受付は、開示等の求めに応じます。
③郵送での受付方式
当社 HP にある『開示等請求書（HP）』をダウンロードして頂き、必要事項を記入して頂いた後、必
要書類を添付して、上記（1）③の申し出先に送付して下さい。
※

郵送での受付は、開示等の求めに応じます。

（３）ご本人又は代理人の方であることの確認の方法と開示等の求めに際して提出すべき書面の様式
ア）本人の場合
●当社規定「個人情報開示等請求書」
●本人確認のための書類（次に示す書類のいずれか写し一つ）
※マイナンバー(個人番号)の記載のないもの。

3

必要とする書類名

必要とする部分

運転免許証

顔写真、氏名、生年月日、住所のページ
住所等変更情報の記載がある場合には、変更後の記載のある部分
（運転免許証の裏面）のコピーも必要とする。

旅券（パスポート）

有効期限内のもので顔写真、氏名、生年月日、性別のページ

健康保険被保険者証

氏名、生年月日、住所、記号、番号のページ

住民基本台帳カード

現在有効なもので顔写真、氏名、生年月日、住所のページ

個人番号カード

現在有効なもので顔写真、氏名、生年月日、住所のページ

在留カード

顔写真、氏名、生年月日、住所のページ

特別永住者証明書

顔写真、氏名、生年月日、住所のページ

住民票の写し

氏名、生年月日、性別、住所の記載のあるもの

※本籍地の記載のないもの
イ）代理人の場合
【法定代理人の場合】
法定代理人の場合は、下記の書類を提出して下さい。
●当社所定申請書

「個人情報開示等請求書」

●開示対象者本人確認のための書類

上記（3）ア）の本人確認のための書類に基づきます。

●未成年者又は成年被後見人等の法定代理人であることの下記の確認書類
『戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書』
●法定代理人本人であることの確認書類

上記（3）ア）の本人確認のための書類に基づきます。

【任意代理人の場合】
任意代理人の場合は、下記の書類を提出して下さい。
●当社所定申請書

「個人情報開示等請求書」

●開示対象者本人確認のための書類

上記（3）ア）の本人確認のための書類に基づきます。

●「個人情報に関する委任状」
※

該当する委任者（本人）の実印が押印してあるもの。

●該当する委任者（本人）の印鑑証明書
※

委任状に押された該当する委任者(本人)の印鑑と同一の印影の印鑑証明書

●任意代理人本人であることの確認書類

上記（3）ア）の本人確認のための書類に基づきます。

(４)「開示の求め」、
「利用目的の通知の求め」の手数料の徴収方法
開示対象個人情報の利用目的の通知、又は開示対象個人情報の開示について請求があった場合のみ、
500 円の手数料を定額小為替証書で徴収させて頂きます。
請求者本人又は代理人が各店舗で受付する場合には、手数料は徴収致しません。
(５) 機微な情報の取扱い
本人及び代理人を証明する提出書類は、本籍表示をマスキング（黒塗り）して提出して下さい。
5

開示等の求めに対する回答方法
開示申請において、当社で開示出来る項目は、ご登録時の書類等に記載頂いた項目が対象となります。
申請者の申請書類記載住所宛に書面にてご回答致します。尚、電話等書面以外の方法を望まれる場合、
その旨を申請書の備考欄にご記入下さい。
4

6

開示拒否事由について
下記の開示拒否事由に該当し、請求する個人情報の開示ができない場合がありますのでご了承下さい。
※「開示拒否事由」とは個人情報保護法に基づく以下の保有個人データ開示の例外規定をいいます。
（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おそれがある場合
(２) 当該個人情報取扱事業者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
(３)他の法令に違反することとなる場合

7

開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的について
開示等の求めに伴い取得した個人情報は、本人確認及び開示等の求めへの事務手続きの範囲内で取扱う
ものとします。提出頂いた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した後、3 年間保管し、その後廃
棄致します。

8

苦情・相談の受付窓口について
個人情報の取扱いに関する苦情・相談の申出先
当社の個人情報の取扱いに関する苦情・相談等については、下記までお願い致します。
●お電話、ＦＡＸによる場合
株式会社丸三
ＴＥＬ

コンプライアンスグループ

0853－25－0333

ＦＡＸ

「個人情報についての相談窓口」

0853－25－0101

●お手紙による場合
〒693－0004

島根県出雲市渡橋町 706 番地 1

株式会社丸三

コンプライアンスグループ

「個人情報についての相談窓口」宛

●電子メールによる場合
personaldata@marusan‐dream.co.jp
※直接本社へご来社頂いてのお申し出はお受けいたしかねますので、その旨ご了承くださいますようお
願い致します。
9

認定個人情報保護団体の名称及び苦情の申出先について
当社は、個人情報に関する苦情・相談について適切、かつ迅速な対応を行うため、認定個人情報保護団
体へ加盟しております。
●

認定個人情報保護団体の名称及び連絡先
〒106－0032

東京都港区六本木１－９－９

一般財団法人日本情報経済社会推進協会
ＴＥＬ
10

03－5860－7565、又は

六本木ファーストビル内

「個人情報保護苦情相談室」

0120－700－779

個人情報の責任を有する者の名称及び連絡先
当社は、個人情報に関する責任者を設置しています。
【名称及び連絡先】
株式会社丸三
ＴＥＬ

情報管理責任者

0853－25－0333

ＦＡＸ

0853－25－0101
以 上

5

