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2022年 3 月 1日 

総合プライバシーポリシーの改訂のお知らせ 

ブラザー工業株式会社は、改正個人情報保護法が施行されることに伴い、総合プライバシーポリシ
ーを改訂いたします。改訂後の内容は、2022 年 3月 31 日以降、当社が取り扱うご本人に関するす
べての個人情報に適用されます。 
主な変更点について、以下をご確認ください。 

記 
１．適用開始日 
31/03/2022 

２．変更内容 
No. 属

性 
該当
条項 

変更前 変更後 

1 追
加 

2 当社は、個人情報を下記の目的で利用いたします。こ

の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用

する場合は予めご本人の同意を取得します。

当社は、個人情報を下記の目的もしくは個別に通知

しまたは同意を得た利用目的の達成のために利用い

たします。この目的の達成に必要な範囲を超えて個

人情報を利用する場合は予めご本人の同意を取得し

ます。 

2 追
加 

3.2 
(a) 

所定の下記申請書に必要書類を添付の上、ご郵送く

ださい。 

所定の下記申請書に必要書類を添付の上、ご郵送く

ださい。こちらのフォームをご利用いただくことも

できます。 

3 追
加 

3.2
(a) 
iii 

開示等のうち、利用目的の通知または開示をお求め

になる場合、800 円分の定額小為替証書（郵便局所定

の手数料別途）を同封のうえご郵送ください。 

開示等のうち、書面（本人確認書類のみ郵送される

場合も含みます）にて利用目的の通知または開示を

お求めになる場合、800 円分の定額小為替証書（郵

便局所定の手数料別途）を同封のうえご郵送くださ

い。 

4 変
更 

3.2 
(c) 

こちらをご参照いただき、「お問い合わせフォーム」

を通じお問い合わせください。 

また、下記住所または電話番号にてお問い合わせい

ただくことができます。 

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町 15 番 1 号  

ブラザー工業株式会社 

財務部    TEL052-824-2071 

こちらをご参照いただき、「お問い合わせフォーム」

を通じお問い合わせください。 

また、下記住所または電話番号にてお問い合わせい

ただくことができます。 

〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町 15 番 1 号  

ブラザー工業株式会社 

法務・環境・総務部    TEL052-824-2071 

5 追 4.2 ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社（所在地：〒467-8561 名古屋
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加 (c) 
iii 

市瑞穂区苗代町 15 番 1 号） 

6 追
加 

5 当社は、当社が取り扱う個人情報の不正アクセス、紛

失、改ざん、及び漏えい等に対する予防のため、技術

的・組織的な安全管理措置を講じ、これを定期的に見

直しております。 

当社は、当社が取り扱う個人情報の不正アクセス、紛

失、改ざん、及び漏えい等に対する予防のため、以下

のとおり技術的・組織的な安全管理措置を講じ、これ

を定期的に見直しております。 

(a) 本ポリシーの策定 

個人データの適正な取り扱いを確保し、質問及び苦

情処理の窓口をお知らせするため、本ポリシーを策

定 

(b) 個人データの取り扱いにかかる規律の整備 

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・担当者及びその任務等について個

人データの取扱規程を策定 

(c) 組織的安全管理措置 

個人データの取り扱いに関する責任者を設置すると

ともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業

者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取

扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合

の責任者への報告連絡体制を整備 

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、他部署による監査を実施 

(d) 人的安全管理措置 

個人データの取り扱いに関する留意事項について、

従業者に定期的な研修を実施 

個人データについての秘密保持に関する事項を就業

規則に記載 

(e) 物理的安全管理措置 

個人データを取り扱う区域において、従業者の入退

室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、

権限を有しない者による個人データの閲覧を防止す

る措置を実施 

個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の

盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとと

もに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等

を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよ

う措置を実施 
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(f) 技術的安全管理措置 

アクセス制御を実施して、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 

個人データ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 

(g) 外的環境の把握 

当社が日本国外で個人データを保管する場合は、別

途個別に通知します。 

7 追
加 

６ 当社は、当社が取り扱う個人情報の不正アクセス、紛

失、改ざん、及び漏えい等に対する予防のため、技術

的・組織的な安全管理措置を講じ、これを定期的に見

直しております。当社は、Google LLC（以下、

「Google」といいます。）が提供するウェブ解析ツー

ル Google アナリティクスを当社ウェブサイトで使

用し、ご本人による当社ウェブサイトの利用状況を

追跡しています。Google アナリティクスの利用にあ

たり、当社は Cookie を使用し、ランダムに生成され

て割り当てられたクライアント ID によりユーザー

を識別しています。これらはサイトの分析レポート

を作成するためのユーザー、セッション、及びキャン

ペーン関連情報の計測に使用されます。 

また、ご本人のユーザー属性及び興味・関心事を把握

するため、Google アナリティクスの広告向け機能の

うち、Google アナリティクスのユーザー属性とイン

タレストカテゴリに関するレポートを使用する場合

があります。Google アナリティクスの広告向け機能

の利用にあたり、当社ウェブサイトと Googleを含む

第三者配信事業者は、Google アナリティクスの

Cookie などのファーストパーティ Cookie（またはそ

の他のファーストパーティ ID）と、Google の広告

Cookie などのサードパーティ Cookie（またはその他

のサードパーティ ID）を組み合わせて使用していま

す。 

Google のプライバシーに関する方針については、

https://www.google.com/policies/privacy/partners

をご確認ください。 

当社は、当社が取り扱う個人情報の不正アクセス、紛

失、改ざん、及び漏えい等に対する予防のため、技術

的・組織的な安全管理措置を講じ、これを定期的に見

直しております。当社は、Google LLC（以下、

「Google」といいます。）が提供するウェブ解析ツー

ル Google アナリティクスを当社ウェブサイトで使

用し、ご本人による当社ウェブサイトの利用状況を

追跡しています。Google アナリティクスの利用にあ

たり、当社は Cookie を使用し、ランダムに生成され

て割り当てられたクライアント ID によりユーザー

を識別しています。これらはサイトの分析レポート

を作成するためのユーザー、セッション、及びキャン

ペーン関連情報の計測に使用されます。 

また、ご本人のユーザー属性及び興味・関心事を把握

するため、Google アナリティクスの広告向け機能の

うち、Google アナリティクスのユーザー属性とイン

タレストカテゴリに関するレポートを使用する場合

があります。Google アナリティクスの広告向け機能

の利用にあたり、当社ウェブサイトと Googleを含む

第三者配信事業者は、Google アナリティクスの

Cookie などのファーストパーティ Cookie（またはそ

の他のファーストパーティ ID）と、Google の広告

Cookie などのサードパーティ Cookie（またはその他

のサードパーティ ID）を組み合わせて使用していま

す。 

Google のプライバシーに関する方針については、

https://policies.google.com/technologies/partner-

sites をご確認ください。 
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Google アナリティクスによるデータの収集を停止

するには、Googleのオプトアウトアドオンのダウ

ンロードページ

（https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/）から

オプトアウトアドオンをダウンロード及びインスト

ールし、Google アナリティクスの設定を無効にし

てください。 

Google アナリティクスによるデータの収集を停止

するには、Googleのオプトアウトアドオンのダウ

ンロードページ

（https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/）から

オプトアウトアドオンをダウンロード及びインスト

ールし、Google アナリティクスの設定を無効にし

てください。当社は、Google アナリティクスの一

部であるプライバシー機能（例として、オプトアウ

ト）について、いかなる迂回手段も採りません。 

３．変更後の内容 
こちらをご覧ください。 

以上 
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