
個人情報保護方針について
PRIVACY POLICY 

東京造形美術株式会社(以下「当社」)は、個人情報を適正に取り扱い、その保護を
図ることが重要な社会的責務であると考え、この責務を果たすために、個人情報を

以下の方針に従って適切に取り扱ってまいります。

１. 当社は、個人情報の取扱いについて定めた法令、関係省庁のガイドライン等を
遵守いたします。

２. 個人情報の取得、利用について当社が取得する個人情報は、適法かつ公正な
手段および手続きによることとし、また、取得した個人情報は、当社の業務を適
切かつ円滑に運営するために必要な範囲内にて利用いたします。

３. 個人情報の安全性、正確性の確保について当社は個人情報の漏洩、滅失、
毀損または不正アクセス等を防止するために必要な措置を講じ、個人情報の
適切な管理を行います。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、当

社の保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

４. 第三者への開示、提供について当社は、ご本人の同意がある場合や法令等
で開示・提供が認められている場合を除き個人情報を第三者に対する開示ま
たは提供いたしません。

５.  個人情報の開示、訂正等について個人情報について開示を希望される場合に
は、当社はご本人からのお申し出であることを確認したうえで、法令等に基づき、

速やかに開示するよう努めます。ただし、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は開示できないことがあります。また、当
社が保有している個人情報の内容が事実と相違している場合等においては、

ご本人からのお申し出に基づき、当社の業務運営上必要な範囲内において訂

正、削除等の対応をさせていただきます。

６.  社内体制の整備について当社は、個人情報の取扱いについて定められた法令、
関係省庁のガイドライン等を遵守するため、個人情報を管理する責任者を設置
および、定期的な社内の管理状況の確認ならびに役員、社員、嘱託等を対象に

社内教育を実施いたします。

７.  当社は法令の改正等に伴い、上記の取り組みを必要に応じて見直し、その改善
に努めます。

以上
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TZB Ltd. properly handles individual informaEon and aFempts to protect the 
individual informaEon. Our company considers that it is highly important social 
obligaEon. To fulfill this obligaEon, individual informaEon is appropriately 
taken care of according to the following policies. 

1. TZB observes the law that provides handling of individual informaEon and 
guideline of related ministries. 

2. The individual informaEon we acquire and use is complied with legal and fair 
procedure. We will use the acquired informaEon within the necessary range 
so that we can manage our business appropriately and smoothly. 

3. We will take necessary measures to avoid leakage, loss, damage or unlawful 
computer access of the individual informaEon in order to assure security and 
accuracy. We also endeavor to keep the individual informaEon to be accurate 
and updated within the range so that we can achieve our purpose. 

4. We will not disclose or give out the individual informaEon to anyone except 
we have his/her agreement or approval to disclose by law. 

5. We will take acEon to disclose or revise the individual informaEon when we 
confirm his/her request. However, there is a case in which we cannot disclose 
the individual informaEon when third party’ s life, body and property are 
endangered. We can also take acEon to revise and delete the individual 
informaEon within the necessary range in business management when the 
individual informaEon we hold is different based on his/her offer.

6. Our company will give company training to the director, the employee, and 
the non-regular employee to observe the established law about the 
handling of individual informaEon and the guideline of related ministries. 

7. Our company reviews the above-menEoned approach if necessary for the 
improvement along with the revision of the law. 
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