
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

一般社団法人 全国警備業協会 警備業 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
協会連合会

指定自動車教習所業 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指針

日本証券業協会 証券業 6010005003974 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 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
東京都千代田区大手町２丁目６－１朝日生命大手町
ビル

03-6202-2564 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 放送分野の個人情報保護に関する認定団体指針

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

一般財団法人 日本情報経済社会推進協
会

全般 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

一般社団法人 モバイル・コンテンツ・
フォーラム

モバイルコンテンツ関連事
業

9011005002757 東京都渋谷区東3-22-8 サワダビル4F 03-5468-5091 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

日本製薬団体連合会 製薬業 東京都中央区日本橋本町3-4-18 03-3270-1810 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

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　個人情報保護指針

認定個人情報保護団体一覧（平成30年7月24日現在）

http://www.ajssa.or.jp/
http://www.zensiren.or.jp/
http://www.zensiren.or.jp/
http://www.jsda.or.jp/
http://www.seiho.or.jp/
http://www.sonpo.or.jp/
http://www.fnlia.gr.jp/
http://www.abpdpc.gr.jp/
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/
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http://www.j-fsa.or.jp/
http://www.ffaj.or.jp/index.html
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http://www.sarc.or.jp/
http://www.dekyo.or.jp/
https://www.jipdec.or.jp/
https://www.jipdec.or.jp/
https://www.mcf.or.jp/
https://www.mcf.or.jp/
http://www.fpmaj.gr.jp/
http://www.ajha.or.jp/
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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 医療ネットワーク支援センター個人情報保護指針

特定非営利活動法人　検定協議会 医療・介護・福祉 9140005004494
兵庫県神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウィング神
戸ビル9階

078-393-5117 医療・福祉・介護サービス事業者に係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
マネジメント研究所

医療 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

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

特定非営利活動法人 日本手技療法協会

手技療法（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
ゼーション等）

6010505001445 東京都千代田区神田淡路町1-1-1 KA111ビル７階 03-5296-5011 個人情報保護指針

一般社団法人 日本個人情報管理協会 経済産業分野 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
ス工業会

印刷・グラフィックサービ
ス工業

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における　個人情報保護指針

一般社団法人 日本専門店協会 小売業 7010405010421 東京都中野区中央2-2-8　ＳＴＮビル3階 03-5937-5682 個人情報保護指針

特定非営利活動法人 日本個人・医療情
報管理協会

経済産業分野 6010405008581 東京都文京区本郷2-3-15元町館2階 03-5615-8180 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・コンサルタント・相談員協会

経済産業分野 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

日本個人情報保護協会 経済産業分野 長野県長野市若里7-7-2 オフィスリンク内 026-267-6077 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 結婚情報サービス業 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
ス協議会

結婚情報サービス業 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) 結婚情報サービス業 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

ナノライセンス結婚専科システム協議会 結婚情報サービス業
京都府京都市下京区高辻通り新町西入ル堀之内町
272-7 京都3号館ビル

075-361-8858 個人情報保護指針

大阪毎日新聞販売店事業協同組合 新聞販売業 2120005006730 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル内 06-6346-8160 個人情報保護指針

ＪＥＣＩＡ 個人情報保護協会 葬祭業 東京都新宿区四谷4-3-20 いちご四谷4丁目ビル2階 03-5379-8101 個人情報保護法指針（ガイドライン）

http://www.medical-bank.org/
http://www.medical-bank.org/
http://kentei.npo-npo.com/index.html
https://www.i3sm.or.jp/
https://www.i3sm.or.jp/
http://www.e-shugi.jp/
http://www.japico.or.jp/
http://www.all-japan-gift.or.jp/
http://www.j-credit.or.jp/
http://www.tokyographics.or.jp/
http://www.tokyographics.or.jp/
http://www.jsa-net.or.jp/
https://japhic.or.jp/
https://japhic.or.jp/
http://www.nacs.or.jp/
http://www.nacs.or.jp/
http://jpp-m.com/index.html
http://www.mcsa.or.jp/
http://www.jmic.gr.jp/
http://www.jmic.gr.jp/
http://www.ibjapan.com/
http://nlb-conference.sakura.ne.jp/
http://www.jecia.co.jp/jpipa/
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全国こころの会葬祭事業協同組合 葬祭業 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保護のための取扱い指針

一般社団法人　ビジネスコンプライアン
ス

経済産業分野 3010005023018
東京都中央区日本橋１丁目６－７日本橋関谷ビル６
階

03-4405-5484 個人情報保護指針

一般社団法人　医療データベース協会 経済産業分野 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

一般社団法人　中小企業個人情報セキュ
リティー推進協会

経済産業分野 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 全国自動車標板協議会
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

公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅管理業 8010005018789
東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル
17階

FAX:03-6265-
1556

info@jpm.jp
賃貸住宅管理業における個人情報保護に関するガイドライン

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

http://www.kokoro-net.co.jp/
http://www.amdj.org/
https://www.sp2.or.jp/
https://www.sp2.or.jp/
http://www.n-p.or.jp/
http://www.jpm.jp/
http://www.jadma.org/
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