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最終改訂日：2023年2月 

1. 初めに 

三井物産株式会社（Mitsui & Co. Markets Ltd（以下、”当社”）は、登録番号14812で登録されたバヌア

ツに拠点を置く証券会社です。 

当社オフィスは、133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatuに位置しています。 

お客様の個人データのセキュリティとプライバシー保護は、プライバシー、データ保護、およびデー

タセキュリティに関する法律を遵守し、当社が事業を行う上で重要となります。 

このプライバシーポリシーは、お客様に適用される当社の利用規及び追加条項とともに、当社サービ

スである、jpfbs.comからアクセスできる当社サイト（”ウェブサイト”）、ウェブサイト及び当社製

品を通じてアクセスできるサービス（”サービス”と総称します）の利用で適用されるものです。 

このプライバシーポリシーの目的は、当社が収集する情報の概要、その情報の使用方法及び保護方

法、情報の共有相手について説明することです。 

2. 当社について 

Mitsui & Co. Markets Ltd. は、データ管理者であり、お客様の個人データについて責任を負います。 

詳細は以下の通りです： 

• 住所：133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efate, Vanuatu 

• Emailアドレス：office@mitsuimarkets.com 

3. 個人情報 

3.1. 当社が収集する情報 

1. 当社は、以下のような個人を特定できる情報（以下”個人データ”）を収集します： 

• 氏名 

• パスワード 

• 電話番号 

• 居住国 

• Eメール 

• 納税者証明番号 

• 財務情報 

• IPアドレス、地理位置情報 

• ブラウザの種類/バージョン 

• オペレーティングシステム 

2. アカウント/個人エリア内のパスワードは、システム内に保管され、お客様へのサービス提供の

目的以外には公開されません。 

3. 当社は、お客様が自主的に提供することを選択しない限りは（例：登録、Eメールによる問い

合わせ、アンケートなど）、ウェブサイトを通じ、いかなる個人データも収集することはあり

ません。 個人データの収集を希望されない場合は、個人データを送信しないでください。 

4. 当社は、お客様の個人データを合法的かつ公正に処理し、個人または集団を商業目的で販売す

るなど、当社がお客様に通知した目的以外に使用することはありません。 

http://jpfbs.com/
http://jpfbs.com/
mailto:office@mitsuimarkets.com
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5. 当社は、法的または規制上の義務及び当社の事業目的のために、必要最小限の期間で、個人デ

ータを識別可能な形式で保持します。 当社は、正当な事業利益のために、法律で要求される期

間よりも長期間、個人データを保持することがあります。 お客様のアカウントが削除された場

合、当社は個人データ及びその他のデータを隠す措置を取ることがありますが、適用される法

律を遵守するために必要な期間、データを保持しアクセスする権利を留保します。 当社は、本

ポリシーに従い、個人データの使用および開示を継続します。 

6. また当社は、いかなる目的であれ、統計データや人口統計データなどの集計データを収集、使

用、共有をします。（以下”集計データ”） 集計されたデータは、お客様の個人データから派生

する可能性がありますが、このデータは直接または間接的にお客様の身元を明らかにするもの

ではないため、法律では個人データとは見なされません。 例えば、当社は、特定のソフトウェ

ア機能にアクセスするユーザーの割合を計算するために、お客様の利用データを集計すること

があります。 ただし、当社が集積データをお客様の個人データと組み合わせ、直接または間接

的にお客様を識別できるようにした場合、当社は、組み合わせたデータを個人データとして扱

い、本プライバシーポリシーに従って使用します。 

7. 当社は、お客様に関する特別なカテゴリーのいかなる個人データも収集しません。 これには、

お客様の人種・民族、宗教・哲学的信条、性生活、性的指向、政治的意見、労働組合への加

盟、健康についてのデータなどの詳細が含まれます。 

3.2. KYC 

KYC（コンプライアンスチェック）において、当社はお客様の身元確認をするために、特定の

書類を収集することも法律で義務付けられています。これには、身分証明書、公共料金請求書

による本籍地の証明、クレジットカード情報（銀行カードの両面）が含まれますが、これに限

定されるものではありません。 表面には、カード番号の最初の6桁と最後の4桁、カード所有

者名、有効期限、署名が必要となります。 セキュリティ上の理由から、クライアントには裏面

のCVC/CVVコードをカバーするようお願いしています。 PCI DSS認証を受けていないため、

ユーザーのカード情報は当社のシステムには保存されません。 これらの情報について、正規に

認定された支払いプロバイダーに頼っています。 

3.3. データの取得方法 

1. 情報源は以下の通りです： 

• お客様から（当社からの連絡、又はお客様が記入されたフォームから） 

• 当社ウェブサイトがお客様のブラウザに保存するクッキー 

• IPアドレス 

• 第三者および一般に公開されている情報源を含んだ、その他情報源 

2. 私たちは、それらをサービスを通じて収集した情報と組み合わせることがあります。 

3.4. 目的  

当社は、以下の目的で個人情報を収集します： 

1. アカウントへのアクセスを認証するために使用； 

2. お客様のアカウントを管理し、アカウントに関連する全事柄についての最新情報を提供するた

め； 

3. 取引処理を含む、お客様が要求されたサービスを提供するため； 

4. お客様のご要望にお応えするため。例：当社のカスタマーサービスにきた質問に回答し、お客

様に連絡する； 

5. 当社製品の機能を提供するため； 
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6. 当社のサービス変更、サービス提供、およびその他のサービスに関する重要なお知らせをお客

様にお伝えするため； 

7. 当社の権利と利益、および当社のユーザーとその他の権利と利益を保護するため； 

8. お客様の同意を得た行為を実行するため； 

9. 当社の製品、サービス、コンテンツ、または他社が提供する製品、サービス、コンテンツに対

するお客様の使用または関心に関する調査および分析を行うため； 

10. 法執行機関やその他の政府当局からの要請、または法的手続きに従うことを含め、適用される

法律上または規制上の義務を遵守するため； 

11. 契約上の義務を履行するため； 

12. カスタマーサービス、ウェブサイトに関する最新情報およびその他の情報提供、マーケティン

グおよび販売促進の目的など、直接または当社のパートナーを通じ、お客様と連絡を取るた

め； 

13. お客様のニーズや興味に合わせ、ウェブサイトやその他のサービスをカスタマイズするため； 

14. 匿名での統計データ作成のため； 

15. 不正行為やその他の犯罪行為を防止・調査するため 

4. 情報開示 

4.1. 情報の開示先 

1. お客様の個人データは、異なる受取人に開示される場合があります。 以下のリストは、お客様

の個人データを共有する受取人区分と理由の一部を示しています。 

受取人区分 事例 目的共有 

アフィリエイト 当社と提携する法

人 

• 利用規約に基づく基本サービスの提

供； 

• カスタマーサポートサービスの業務

整理； 

• その他当社が必要と判断した目的 

金融機関及びそれに準ずる

機関  

当社が業務上取り

扱うこれらの団体 

• 利用規約に基づく基本サービスの提

供； 

• 適用される法律により課される当社

の法的義務の遵守（法律で定められ

た一定の場合） 

パートナー（Introducing 

Broker Program参加者） 

 
 

管理、財務、保

険、調査、及び/又

はその他のサービ

スを提供するため

に契約された人 

• 当社の法的契約に基づく基本的なサ

ービスの提供； 

• パートナーID等の本人確認ツールを

用いて登録されたことをパートナー

に通知すること、またはパートナー

から退会したことを通知すること。 

この場合、当社は、お客様の氏名お

よび連絡先をパートナーに提供する

ことができます； 

• 顧客サービス、ウェブサイトに関連

する最新情報及びその他の情報の提

供、マーケティング及び販売促進の

目的など、当社のパートナーのいず

れかを通じ、お客様と連絡を取るこ

と。 
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監査法人、弁護士等の審査

機関 

監査またはその他

の法的/財務的なチ

ェックを行う団体 

適用される法律により課される当社の法的

義務の遵守（法律で定められた一定の場

合） 

サービス提供のために必要

な活動を行う第三者サービ

スプロバイダー 

ウェブホスティン

グ、情報技術プロ

バイダー 

本規約に基づく基本サービスの提供 

決済パートナー  当社サービス内での購入機会の実現。 これ

らの決済代行会社は、お客様の個人データ

処理に責任を負い、そのプライバシーポリ

シーに従って、お客様の個人データを独自

の目的のために使用することができます。 

データ集計・分析・市場調

査サービス 

Googleアナリティ

クス、Google広告 

• 当社のサービスおよび聴衆に関する

分析の作成と活用； 

• 広告・マーケティング活動の実施； 

• アンケートや調査の実施； 

• お客様に合わせたサービスを提供 

広告パートナー パートナー各社 • 広告・マーケティング活動の実施； 

• お客様に合わせたサービスを提供 

支配権の移動、合併または

買収の場合の関係者 

  また、事業の発展に伴って、事業や資産の

売却・買収を行う可能性もあります。 企業

の売却、合併、組織再編、解散または同様

の事象が発生した場合は、個人データは譲

渡資産の一部となる可能性があります。 

各種法令を遵守するための

関係当局および関係者 

任意の権限 適用される法律で課される、当社の法的義

務の遵守 

2. 当社は、お客様の個人情報を販売することはありません。 

3. 当社は、個人データを共有する第三者サービスプロバイダーに対し、プライバシーに対する個

人の権利を尊重し、データ保護原則を遵守することを約束するよう求めています。 これらの第

三者サービスプロバイダーは、当社に代わって行った検索の記録を保持することができ、ま

た、他社の検索を支援するために検索の詳細を使用することができます。 本プライバシーポリ

シーは、第三者の行為については対象としていません。 

4. お客様がパートナーに所属している場合、当該パートナーはお客様の情報にアクセスできる場

合があります。 従い、お客様は本契約により、当該パートナーとの情報共有に同意するものと

します。 パートナーには、パートナー契約の目的のために必要最小限のデータのみを提供しま

す。 

4.2. サードパーティーサイト 

Mitsui & Co. Markets Ltd.は、他のウェブサイトにおける個人情報の取扱いについて責任を負う

ことはできませんので、ご了承ください。 当社は、個人情報を収集する全ウェブサイトのプラ

イバシーを認識し、読むことをお勧めします。 
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4.3. 支払いプロバイダー 

Payment Card Industry Security Standards Councilの勧告に従い、お客様のカード情報は

Transport Layer encryption - TLS 1.2およびアプリケーション層でアルゴリズムAES、鍵長

256bitで保護されています。 

4.4. 国際送金 

1. 当社は世界中で事業を展開しているため、お客様のデータを、お客様が所在する国以外の国を

含む、様々な国の取引先（パートナー、関連会社など）に転送する場合があります。 当社は、

それぞれに適切なレベルの個人データ保護を確保するために、適用法によって当社に課される

ものを含め、必要な全措置を講じています。 ただし、当社がお客様のデータを転送する国は、

お客様の管轄区域と同じデータ保護法を有していない可能性があることをご考慮ください。 

2. 当社は、世界的な事業展開を円滑に行うため、お客様が所在する国以外に拠点を置く当社のパ

ートナーやサービスプロバイダーとお客様の業務を移転、保存、処理する場合があります。 こ

れらの国の法律は、お客様の居住国に適用される法律と異なる場合があります。 当社が、お客

様の個人データをお客様が所在する国以外に移転、保管、処理する場合、当社は適切な保護水

準を確保するための適切なセーフガードを実施することを保証します。 関連する保護措置の詳

細については、ご要望に応じて、当社から入手することができます。 

5. お客様の同意 

1. 個人情報を含む情報を送信することによって、お客様は明示的かつ自発的に本プライバシーポ

リシーの条件を受け入れたものとみなされます。 お客様は、アカウント設定の変更またはアカ

ウントの閉鎖により、お客様の同意およびお客様の情報の使用を撤回する権利を有しますが、

お客様の同意の撤回は遡及されないものとします。 

2. また当社は、お客様の個人情報を、金銭、その他の価値ある対価と引き換えに、第三者に販

売、貸与または開示することはなく、お客様がオプトアウト権を行使する明確な方法を提供

し、本ポリシーの適切な変更を導入しない限り、当社の事業にそのような慣行を取り入れない

ものとします。 

3. お客様は、お客様の指示の遂行または当社のサービスの提供を含め、 本プライバシーポリシー

の第4.1項に記載されているとおり、お客様の個人データを第三者に譲渡することに同意しま

す。その目的は、法律により強制されない限り、または当社の利用規約の執行または当社、も

しくはそのユーザーまたは公衆の権利、もしくは財産を守るために必要な、お客様の離脱を パ

ートナーに通知するためです。 当社は、当社のサービス利用に関する集計データを、独自の裁

量で適切と判断する目的のために、第三者に提供することがあります。 

4. 当社は、お客様がアカウント設定で選択した設定に従い、お客様が選択した個人データをお客

様のプロフィールページ等に表示します。 この個人データは、他のクライアントに公開される

ことがあります。 

マーケティングメール 

1. お客様がEメールアドレスを提供し、本プライバシーポリシーに同意した場合、当社のパート

ナーおよび当社は、当社が提供する製品に関するEメールをお客様に送信することがありま

す。 お客様は、いつでも当社からのEメールの受信を拒否することができます。 お客様が複数

のEメールアドレスに関してオプトアウトを希望する場合は、Eメールアドレス毎に個別リク

エストを提供する必要があります。 当社から送信される全Eメールには、適切な配信停止方法

が記載されています。 当社からの全Eメールマーケティングメッセージをオプトアウトするた

めには、各Eメールに記載されている指示に従ってください。 
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2. お客様が電話番号を提供し、本プライバシーポリシーに同意した場合、当社のパートナーおよ

び当社は、当社が提供する製品に関して、お客様にテキストを送信したり、電話をかけたりす

ることがあります。 お客様は、当社からのメールや電話の受信をいつでも停止できるよう、当

社へEメールを送信してください。 

6. あなたの法的権利 

適用される法律に従い、お客様は以下の権利を有する場合があります： 

1. お客様に関する個人情報へのアクセス ； 

2. お客様の個人情報が不正確、不完全、または古い場合、訂正を要求する ； 

3.  個人データの削除、匿名化、またはブロッキングを要求する； 

4.  お客様の個人データの処理に対する制限または反対の要求； 

5. お客様の個人データの処理に対する同意を撤回すること ；  

6. データポータビリティを要求 し、当社に提供された個人情報の電子コピーを受け取ること； 

7.  お客様の個人情報を共有する第三者について知らされる； 

8. データ主体の権利に影響を与える可能性がある場合、自動処理にのみ基づいて

行われた決定の見直しを要求する こと。 
 

7. セキュリティ 

7.1. 記録の保持 

1. 当社は、データセキュリティ目的の法的義務を果たすため、および、以下を含むがこれに限定

されない目的のために適切かつ必要であると当社が考える際に、お客様の個人データを保持し

使用するよう要請される場合があります。 

a. 適用される法令に基づく当社の要求事項を遵守していること； 

b. 裁判所やその他の公的機関、政府機関からの要請に応じること； 

c. コンプライアンスとアンチ・マネー・ローンダリングプロセスを通じたモニタリン

グ 

2. 当社は、お客様の情報を必要な期間を超えて保存することはありません。 多くの場合、情報は

相当期間保存されなければなりません。 保存期間は、収集情報の種類と収集目的を考慮し、状

況に応じた要件と、古くなった未使用の情報を、合理的な時期に破棄する必要性に留意して決

定されます。 適用される規則に基づき、当社は、個人データ、取引情報、口座開設および確認

書類、通信、その他お客様に関連するものを含む記録を、お客様と当社間の契約終了後、最大

7年間保管します。 いずれにしろ、適用される時効法に則り、お客様の情報を最小限期間保持

します。 

7.2. セキュリティ対策 

1. 当社は、お客様の個人情報の安全性を確保するために必要な措置を講じるとともに、正確性の

確保に努めています。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、紛失、破壊、改ざん、不正アクセス、不正開示から保護するた

め、細心の注意を払って行動します。 そして当社は、それらから保護するためのセキュリティ

手順を開発し、維持します。 
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3. 個人データへのアクセスは、当社の従業員および業務を遂行するために、個人データを受け取

る必要がある正規のサービスプロバイダーに限定されています。 

4. 当社は、あらゆる方法でお客様の情報を保護していますが、インターネット使用が完全に安全

ではないことを認識してください。従い、インターネット使用によりお客様から、またはお客

様へ転送される個人データのセキュリティ、または完全性に関していかなる保証も提供するこ

とはできないものとします。 

8. 一般 

8.1. プライバシーポリシーの変更 

このプライバシーポリシーは変更されることがありますので、頻繁にご確認ください。 変更さ

れた場合は、お客様にご認識いただくため、本書の冒頭の”最終改訂日”または”発行日”を変更

させていただきます。 新たなポリシーは画面上に表示されることがあり、サービス、製品、ま

たはウェブサイトの使用を継続するためには、それを読むことが要求される場合があります。 

お客様が当社製品およびサービスを継続的に使用された場合、本ポリシーの変更または改訂を

承諾されたものとみなします。 

  

8.2. 適用法令の遵守 

当社は、2021年データ保護法案、およびその他の現在または将来の適用可能な地域および州の

プライバシー、およびデータ保護に関する法律、および規制が発効した場合は、それらを含

め、お客様の個人データを保護するために設計された適用可能なプライバシーおよびデータ保

護の法律、および規制を遵守することをお約束します。 

8.3. 質問、問題、苦情 

1. このプライバシーポリシーに関するご質問、問題、苦情に関しては、

office@mitsuimarkets.comまでご連絡ください。 
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