団体名称

対象事業者とする者の
事業分野

法人番号

所在地

苦情処理相談窓口の
電話番号

個人情報保護指針の名称

2011105005410 東京都新宿区西新宿１丁目２５番１号 新宿センタービル32F 03-3342-5821

警備業における個人情報の保護に関するガイド
ライン

一般社団法人 全日本指定自動車教習所
指定自動車教習所業
協会連合会

4011105000351 東京都千代田区九段南2-3-9 サン九段ビル4階

03-3556-0070

指定自動車教習所業における個人情報保護に
関する指針

日本証券業協会

証券業

6010005003974 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル

03-3667-8427

個人情報の保護に関する指針

一般社団法人 生命保険協会

保険業

7010005003222 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル３階

03-3286-2648

生命保険業における個人情報の保護のための
取扱指針

一般社団法人 日本損害保険協会

保険業

2010005018514 東京都千代田区神田淡路町2-9

03-3255-1470

損害保険会社に係る個人情報保護指針

一般社団法人 外国損害保険協会

保険業

4010405005218 東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴木ビル7階

03-5425-7963

損害保険会社に係る個人情報保護指針

全国銀行個人情報保護協議会

銀行業

1700150001032 東京都千代田区丸の内1－3－1 銀行会館

03-5222-1700

個人情報保護指針

一般社団法人 信託協会

信託業

8010005017642 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル１階

0120-817335
03-6206-3988

個人情報の保護と利用に関する指針

一般社団法人 投資信託協会

投資信託委託業及び投資法
人資産運用業

5010005003026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル6階

03-5614-8440

個人情報の保護に関する指針

一般社団法人 日本投資顧問業協会

投資運用業及び投資助言・
代理業

5010005004049 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

03-3663-0505

個人情報の保護に関する取扱指針

日本貸金業協会

貸金業

5010405007114 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階・3階

0570-051-051

個人情報保護指針

一般社団法人 金融先物取引業協会

金融先物取引業

6010005018873 東京都千代田区神田小川町1-3 NBF 小川町ビルディング

03-5280-0881

個人情報の保護に関する指針

一般財団法人 放送セキュリティセンター

放送

8010005017378 東京都千代田区平河町2-9-2 エスパリエ平河町ビル

03-5213-4714

受信者情報取扱事業における個人情報保護
指針

一般財団法人 日本データ通信協会

電気通信事業

6013305001870 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル7階

03-5907-3803

電気通信事業における個人情報保護指針

1010405009403 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル内

03-5860-7565

JIPDEC 個人情報保護指針

03-5843-6494

製薬企業における個人情報の適正な取扱いの
ためのガイドライン

一般社団法人 全国警備業協会

警備業

一般財団法人 日本情報経済社会推進協
全般
会
日本製薬団体連合会

製薬業

東京都中央区日本橋本町3丁目7-2 MFPR日本橋本町ビル

団体名称

対象事業者とする者の
事業分野

法人番号

所在地

苦情処理相談窓口の
電話番号

個人情報保護指針の名称

公益社団法人 全日本病院協会

医療

9010005003096 東京都千代田区猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル

03-5283-7441

全日本病院協会における個人情報保護指針

特定非営利活動法人 医療ネットワーク支
援センター

医療・介護

2013405000693 東京都新宿区西新宿6-15-1-412

03-6911-0585

個人情報の適正な取扱い確保のための指針

03-4405-5178

国際情報セキュリティーマネジメント研究所におけ
る個人情報保護指針

一般社団法人 国際情報セキュリティーマネ
医療
ジメント研究所

2020005012433

神奈川県横浜市西区北幸１丁目２番地１３号横浜西共同ビ
ル５Ｆ

特定非営利活動法人 日本手技療法協会 手技療法

6010505001445 東京都千代田区神田淡路町1-1-1 KA111ビル７階

03-5296-5011

個人情報の保護に関する法律についての柔道
整復・はり・きゅう・あんまマッサージ指圧・整体・カ
イロプラティックス・リラクゼーション事業者等を対
象とするガイドライン

一般社団法人 日本個人情報管理協会

全般

8010005015695 東京都港区高輪2-15-8 グレイスビル泉岳寺前

03-4415-2031

個人情報保護指針

一般社団法人 全日本ギフト用品協会

ギフト用品に関する事業

7010505000058 東京都台東区寿3-15-10 ペンギンビル3階

03-3847-0691

個人情報の保護に関する法律についてのギフト
分野を対象とするガイドライン

一般社団法人 日本クレジット協会

クレジット事業

1010005014126 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル 6階 03-5645-3360

個人情報保護指針

公益社団法人 東京グラフィックサービス工業
印刷・グラフィックサービス工業
会

4010005004504 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16

03-3667-3771

印刷・グラフィックサービス工業個人情報保護ガイ
ドライン

一般社団法人 日本専門店協会

7010405010421 東京都中野区中央2-2-8 TSNビル３Ｆ

03-5937-5682

専門店における個人情報保護法ガイドライン

一般社団法人ＪＡＰＨＩＣマーク認証機
全般
構

7010005033087 東京都中央区日本橋2丁目1番17号

03-6280-4859

個人情報保護指針

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・
全般
コンサルタント・相談員協会

6013205001715 東京都渋谷区渋谷1－17－14 全国婦人会館２階

03-6434-1125

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コン
サルタント協会における個人情報保護ガイドライ
ン

一般社団法人 結婚相談業サポート協会

2011105005071 東京都新宿区新宿5丁目18-20 ルックハイツ新宿1105

03-6233-2915

結婚相談業サポート協会における個人情報保
護指針

一般社団法人 日本結婚相手紹介サービ
結婚情報サービス業
ス協議会

8010005025595 東京都文京区本郷3-32-6 ハイヴ本郷401

03-5689-8769

日本結婚相手紹介サービス協議会における個
人情報保護指針

株式会社ＩＢＪ(日本結婚相談所連盟)

9010001107009 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト12階

03-5324-5658

個人情報保護指針

小売業

結婚情報サービス業

結婚情報サービス業

団体名称

対象事業者とする者の
事業分野

法人番号

所在地

個人情報保護指針の名称

06-6346-8160

個人情報保護指針

03-5379-8101

個人情報の保護に関する法律についての葬祭
事業者を対象とする指針

8010505000750 東京都台東区松が谷4-28-3

03-5828-3855

全国こころの会における個人情報の保護に関す
る法律についてのガイドライン

医療

1010405012877 東京都港区芝大門２丁目５番５号

03-6894-5429

医療データベース協会の会員における個人情報
の適正な取扱いのための指針

自動車登録番号標交付代行
業

2010005018646 東京都文京区本郷2-15-13 お茶の水ウイングビル4階

03-3813-5911

交付代行者等個人情報保護指針

一般社団法人 中小企業個人情報セキュリ
全般
ティー推進協会

3160005010307 東京都新宿区市谷田町1丁目19番地2

03-4405-5180

中小企業個人情報セキュリティー推進協会にお
ける個人情報保護指針

一般社団法人 モバイル・コンテンツ・フォーラ
モバイルコンテンツ関連事業
ム

9011005002757 東京都渋谷区東恵比寿４-４-５ 第３伊藤ビル６０３

03-5449-6409

モバイルコンテンツ関連事業における個人情報保
護指針

公益社団法人 日本通信販売協会

通信販売業

9010005018680 東京都中央区日本橋小舟町３－２リブラビル２階

03-5651-1122

個人情報保護指針

一般社団法人 日本情報システム・ユー
ザー協会

全般

3010005018612 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４番３号

03-3249-4103

個人情報保護指針

工業会 日本万引防止システム協会

セキュリティシステム業

9700150096387 東京都新宿区四谷１－６－１ YOTSUYA TOWER ７階

03-3355-2322

JEAS個人情報保護指針

特定非営利活動法人 全国万引犯罪防
止機構

全般

6011105002957 東京都千代田区神田駿河台１丁目２番地 書店会館４階

03-5244-5612

個人情報保護指針

一般社団法人 遺伝情報取扱協会

個人遺伝情報を用いた事業

3011005008025

大阪毎日新聞販売店事業協同組合

新聞販売業

ＪＥＣＩＡ 個人情報保護協会

葬祭業

全国こころの会葬祭事業協同組合

葬祭業

一般社団法人 医療データベース協会
一般社団法人 全国自動車標板協議会

2120005006730 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル内

苦情処理相談窓口の
電話番号

東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル6階

東京都渋谷区恵比寿４丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタ
03-6261-7697
ワー26階

