
2022 年 3月 31 日 

LINE 証券株式会社 

 

LINE 証券プライバシーポリシーの一部改定について 

 

今回、皆さまに安心してサービスをご利用いただくため、2022年 4月 1 日に施行予定の改正個人情

報保護法などの状況を踏まえ、当社におけるお客様情報の取り扱いを明確化しユーザーの皆さまにご理

解いただくことを目的として、LINE 証券プライバシーポリシーを改定したことをご案内いたします。 

 

記 

 

1.改訂日 

2022 年 3月 31 日 

 

2.改定内容 

改定の概要は以下のとおりです。 

⚫ 不適正利用の禁止 

⚫ 利用目的の明確化 

⚫ 業務提携先からの個人関連情報の取得 

⚫ 越境移転にかかる情報提供の充実 

⚫ 保有個人データの公表事項（安全管理措置、住所・代表者名等）の追加 

⚫ その他文言の明確化 

 

３．ご留意事項 

改定後のお知らせとなります。 

 

4.対象書面 

⚫ LINE 証券プライバシーポリシー 

 

書面の変更についての詳細につきましては、次ページ以降の新旧対照表、および新規追加書面をご参照

ください。 

改定後の書面は、改訂日以降、ご利用ガイドよりご覧ください。 

以上
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LINE証券プライバシーポリシー 新旧対照表 

2022年3月31日改正 

旧 新 

1.お客様情報の取得 

当社は、本サービスにおいて、次に掲げる

方法でお客様情報を取得いたします。 

(1) ＜省略＞ 

(2).本サービスの利用に関連して収集する

方法 

Cookie情報、お客様による本サービスの

利用状況（アクセスログ等を含みます）、

ご利用の端末情報、位置情報、お客様の通

信に関する情報（IPアドレス、ブラウザ情

報、ブラウザ言語等を含みます） 

 

(3).業務提携先等から間接的に収集する方

法 

お客様への本サービスの提供等に付随し

て業務提携先等から当社に提供される個

人情報を含む一切の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様からのお電話については、情報の正

確性と本サービスの向上を目的として、通

話を録音することがあります。 

 

2.お客様情報の利用目的 

1.お客様情報の取得 

当社は、本サービスにおいて、次に掲げる

方法でお客様情報を取得いたします。 

(1) ＜省略＞ 

(2).本サービスの利用に関連して収集する

方法 

Cookie情報、お客様による本サービスの

利用状況（アクセスログ等を含みます）、

ご利用の端末情報、行動履歴、位置情報、

お客様の通信に関する情報（IPアドレス、

ブラウザ情報、ブラウザ言語等を含みま

す） 

(3).業務提携先等から間接的に収集する方

法 

お客様への本サービスの提供等に付随し

て業務提携先等から当社に提供される個

人情報を含む一切の情報 

業務提携先等からの広告配信、広告の効果

測定、統計情報の作成・提供などに利用す

るために、業務提携先等からお客様に関す

る識別子（内部識別子、広告識別子等）、

一方向暗号化（ハッシュ化）されたメール

アドレスや電話番号、ご利用の端末情報、

行動履歴、位置情報、お客様の通信に関す

る情報（IPアドレス、ブラウザ情報、ブラ

ウザ言語等を含みます）等の情報を取得す

ることがあります。 

お客様からのお電話については、情報の正

確性と本サービスの向上を目的として、通

話を録音することがあります。 

 

2.お客様情報の利用目的 
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当社は、取得したお客様情報を以下の目的

で利用いたします。 

なお、個人番号については、法令で定めら

れた範囲内でのみ取扱います。 

 

 

 

 

 

(1)(2)＜略＞ 

(3) パーソナライズ、広告配信のため 

・本サービスに関する情報等又は当社以外

の事業者が広告主となる広告情報等を告

知するため 

 

 

 

・お客様用にカスタマイズされた本サービ

スを提供するため 

 

 

 

3.機微(センシティブ)情報の取り扱い 

当社は、機微（センシティブ）情報（※）

については、次に掲げる場合を除くほか、

取得、利用又は第三者に提供（外国にある

第三者に対する提供を含みます。以下同

じ）することはございません。 

（※）機微（センシティブ）情報とは、要

配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門

地、本籍地、保健医療及び性生活に関する

情報（本人、国の機関、地方公共団体等に

より公開されているもの、又は、本人を目

視し、若しくは撮影することにより取得す

るその外形上明らかなものを除きます）を

いいます。 

当社は、取得したお客様情報を以下の目的

で利用いたします。 

なお、個人番号については、法令で定めら

れた範囲内でのみ取扱います。 

また、当社が取得したお客様情報は、お客

様から同意を得た範囲又は法令で認めら

れる場合を除き、利用目的の範囲を超えて

取り扱いません。目的外利用を行わないた

めの適切な措置を講じます。 

(1)(2)＜略＞ 

(3) パーソナライズ、広告配信のため 

お客様の取引履歴や行動履歴、LINE株

式会社及びLINE金融グループ会社から取

得した情報等を分析して、お客様のニーズ

にあった本サービスに関する情報等又は

当社以外の事業者が広告主となる広告情

報等を告知するため 

お客様の取引履歴や行動履歴、LINE株

式会社及びLINE金融グループ会社から取

得した情報等を分析して、お客様用にカス

タマイズされた本サービスを提供するた

め 

3.機微(センシティブ)情報の取り扱い 

当社は、機微（センシティブ）情報（※）

については、次に掲げる場合を除くほか、

取得、利用又は第三者に提供（外国にある

第三者に対する提供を含みます。以下同

じ）することはございません。 

（※）機微（センシティブ）情報とは、要

配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門

地、本籍地、保健医療及び性生活に関する

情報（本人、国の機関、地方公共団体、学

術研究機関等により公開されているもの、

又は、本人を目視し、若しくは撮影するこ

とにより取得するその外形上明らかなも

のを除きます）をいいます。 
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(1)〜(8)＜略＞ 

 

4.お客様情報の提供 

当社は、お客様情報を、次に掲げる場合を

除いて第三者に提供することはございま

せん。 

(1)〜(5)＜略＞ 

(6)合併、会社分割、営業譲渡その他の事

由によってお客様の個人情報の提供を含

む当社の事業の承継が行われる場合 

(7)(8)＜略＞ 

 

5.お客様情報の預託 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内に

おいて、お客様から取得した個人情報の全

部又は一部を国内及び国外の業務委託先

に預託することがございます。その際、業

務委託先としての適格性を十分審査する

とともに、契約にあたって守秘義務及び監

督に関する事項等を規定し、情報が適正に

管理される体制作りを行います。 

当社が個人情報を業務委託先に取り扱わ

せる業務には以下のようなものがありま

す。 

・お客様の口座開設、口座管理の事務処理

に係る業務 

・お客様にお送りするための書面の印刷も

しくは発送業務 

・情報システムの運用・保守に関する業務 

 

 

 

 

 

6.お客様情報の共同利用 

当社は、次に掲げるとおりお客様の個人情

(1)〜(8)＜略＞ 

 

4.お客様情報の提供 

当社は、お客様情報を、次に掲げる場合を

除いて第三者に提供することはございま

せん。 

(1)〜(5)＜略＞ 

(6)合併、会社分割、営業譲渡その他の事

由によってお客様情報の提供を含む当社

の事業の承継が行われる場合 

(7)(8)＜略＞ 

 

5.お客様情報の預託 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内に

おいて、お客様情報の全部又は一部を国内

及び国外の業務委託先に預託することが

ございます。その際、業務委託先としての

適格性を十分審査するとともに、契約にあ

たって守秘義務及び監督に関する事項等

を規定し、当該委託先がOECDプライバシ

ーガイドライン8原則に対応する措置を講

じ、情報が適正に管理される体制作りを行

います。 

当社が個人情報を業務委託先に取り扱わ

せる業務には以下のようなものがありま

す。 

・お客様の口座開設、口座管理の事務処理

に係る業務 

・お客様にお送りするための書面の印刷も

しくは発送業務 

・情報システムの運用・保守に関する業務 

国外の業務委託先についての詳細は下記

7.(2)をご確認ください。 

 

6.お客様情報の共同利用 

当社は、次に掲げるとおりお客様情報を共
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報を共同利用いたします。 

LINE株式会社及びLINE金融グループ会社

における共同利用 

【共同して利用されるお客様情報】 

・上記1.において当社が取得するとしてい

るお客様情報（ただし、機微（センシティ

ブ）情報は除きます） 

 

【共同して利用する者の範囲】 

・LINE株式会社及びLINE金融グループ会

社 

＜以下略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.お客様情報の保管・移転 

 

当社は、お客様の個人情報を日本に所在す

るデータセンターに保管しています。 

 

 

 

 

 

 

 

また、上記4.〜6.に記載のお客様の個人情

報の取り扱いにおいて、主に以下のような

ケースで、当該データセンターに保管され

ているお客様の個人情報に対し、国外から

同利用いたします。 

LINE株式会社及びLINE金融グループ会社

における共同利用 

【共同して利用されるお客様情報】 

上記1.において当社が取得するとして

いるお客様情報（ただし、機微（センシテ

ィブ）情報は除きます） 

 

【共同して利用する者の範囲】 

LINE株式会社及びLINE金融グループ会

社 

当社は、上記の共同利用先との間の契約に

おいて守秘義務やデータ保護に関する事

項を規定するなどし、当該共同利用先が

OECDプライバシーガイドライン8原則

に対応する措置を講じ、お客様情報が適正

に管理される体制作りを行います。 

国外の共同利用先についての詳細は下記

7.(2)をご確認ください。 

＜以下略＞ 

 

7.お客様情報の保管・移転 

(1) お客様情報の保管 

当社は、お客様の個人情報を日本に所在す

るデータセンターに保管するとともに、日

本及び米国に所在する外部事業者のクラ

ウドサービス、SaaS等を利用しておりま

す。日本以外の国または地域でお客様情報

を取扱う場合、当該国または地域の制度を

把握した上、適切な安全管理措置を講じて

おります。 

(2) 国外へのお客様情報の移転 

上記4.〜6.に記載のお客様の個人情報の

取り扱いにおいて、以下のようなケース

で、当該データセンターに保管されている

お客様情報に対し、国外からアクセスが生
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お客様の個人情報へのアクセスが生じる

場合がありますが、このような場合におい

ても、当社は当該アクセスを行う企業に対

して委託契約等で適切なセキュリティ管

理を義務付け、管理監督するなどの対応を

行うほか、個人情報へのアクセス経路にお

いて適切な暗号化措置を講じるなど、当社

のセキュリティ基準に則った適切な個人

情報の保護が図られるよう必要な措置を

講じます。  

 

■システムの開発や運用 

 

LINE株式会社及びLINE金融グループ会社

のサービスなどの開発・運用に関する業務

のために、韓国に所在する企業（グループ

会社や当該企業の委託先等を含みます。）

にお客様の個人情報を移転することがあ

ります。当該業務の実施に必要な範囲で、

それらの企業の従業員がお客様の個人情

報にアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

■キャンペーンに伴うインセンティブの

付与 

 

当社が実施するキャンペーン等で、インセ

ンティブとして、国外の会社が発行する暗

号資産に関連する権利を付与することが

あります。このようなインセンティブを付

与する場合、付与に必要な範囲で、シンガ

ポールに所在する当該暗号資産を発行す

じ、お客様情報が国外の企業に移転される

場合があります。 

このような場合においても、当社は当該移

転先に対して委託契約等で適切なセキュ

リティ管理を義務付け、管理監督するなど

の対応を行うほか、お客様情報へのアクセ

ス経路において適切な暗号化措置を講じ

るなど、当社のセキュリティ基準に則った

適切なお客様情報の保護が図られるよう

必要な措置を講じます。  

 

■システムの開発や運用（業務委託先） 

 

LINE株式会社及びLINE金融グループ会社

のサービスなどの開発・運用に関する業務

のために、韓国に所在する企業（グループ

会社や当該企業の委託先等を含みます。）

がお客様情報にアクセスすることがあり

ます。当該業務の実施に必要な範囲で、そ

れらの企業の従業員がお客様情報にアク

セスします。 

お客様の登録情報、お客様の取引に関する

情報、お客様の本サービスの利用に関連す

る情報の移転先： 

・LINE Biz Plus Corporation（韓国） 

・LINE Plus Corporation（韓国） 

 

■キャンペーンに伴うインセンティブの

付与（共同利用先） 

 

当社が実施するキャンペーン等で、インセ

ンティブとして、国外の会社が発行する暗

号資産に関連する権利を付与することが

あります。このようなインセンティブを付

与する場合、付与に必要な範囲で、シンガ

ポールに所在する当該暗号資産を発行す
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るLINE金融グループ会社にお客様の個人

情報を移転することがあります。当該業務

の実施に必要な範囲で、同社の従業員がお

客様の個人情報にアクセスします。 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新設＞旧「8.」以下順次繰り下げる 

 

 

 

 

 

 

 

 

るLINE金融グループ会社がお客様情報に

アクセスすることがあります。当該業務の

実施に必要な範囲で、同社の従業員がお客

様情報にアクセスします。 

お客様の登録情報の移転先： 

・LINE TECH PLUS PTE.LTD.（シンガ

ポール） 

 

■移転先についての情報 

移転先である国・地域の個人情報保護に関

する制度は、各国の個人情報の保護に関す

る制度をご確認ください。 

本サービスを円滑に提供するため、当社の

お客様情報の移転先である委託先、子会

社、関連会社などが追加される可能性があ

ります。お客様情報の移転先が追加された

場合には、本ポリシーでお知らせいたしま

す。 

なお、当社は移転先の第三者との間の契約

においてOECDプライバシーガイドライ

ン8原則に対応する措置を講ずる義務やデ

ータ保護に関する事項を規定し、当該企業

におけるお客様情報の取扱い状況の把握

や監督を行う等、移転先においてお客様情

報が適正に管理される体制作りを行いま

す。 

 

8. 安全管理措置 

当社は、お客様情報を正確かつ最新の状態

で保管・管理するよう努めるとともに、漏

えい等を防止するため、必要かつ適切な安

全管理措置を実施いたします。また、お客

様情報を取扱う従業者や委託先（再委託先

等も含みます。）について、必要かつ適切

な監督を行ってまいります。 

LINEグループが講じている安全管理措置
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8. お客様の権利＜条文略＞ 

 

9.口座を閉鎖された方の情報 

本サービスの口座を閉鎖した場合、お客様

の個人情報は関連法規及び社内規定に従

って適切に処理いたします。 

 

10.Google Analyticsの利用について 

＜条文略＞ 

 

11.他社モジュールの設置について 

＜条文略＞ 

＜新設＞旧「12.」以下順次繰り下げる 

 

 

 

 

 

12.本プライバシーポリシーの改定 

＜条文略＞ 

13.お問い合わせ 

本プライバシーポリシーに関してご不明

な点がある場合、本サービスにおける個人

情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご

相談等があります場合はこちらのフォー

ムよりご連絡ください。 

 

個人情報相談窓口：LINE証券株式会社 問

合せ窓口 

問合せ窓口：

https://line-sec.co.jp/contact 

 

また、当社は、お客様の声も踏まえて、個

については、データセキュリティをご確認

ください。 

 

9. お客様の権利 ＜条文略＞ 

 

10.口座を閉鎖された方の情報 

本サービスの口座を閉鎖した場合、お客様

情報は関連法規及び社内規定に従って適

切に処理いたします。 

 

11.Google Analyticsの利用について 

＜条文略＞ 

 

12.他社モジュールの設置について 

＜条文略＞ 

13.個人情報保護方針 

LINEグループは個人情報保護を経営の最

重要課題と捉え、個人情報保護方針を定め

ております。詳細については、個人情報保

護方針をご確認ください。 

 

14.本プライバシーポリシーの改定 

＜条文略＞ 

15.お問い合わせ 

本プライバシーポリシーに関してご不明

な点がある場合、本サービスにおける個人

情報の取り扱いに関するご質問・苦情・ご

相談等があります場合は、以下の問い合わ

せ窓口よりご連絡ください。 

 

個人情報相談窓口：LINE証券株式会社 問

合せ窓口 

問合せ窓口：

https://line-sec.co.jp/contact 

 

また、当社は、お客様の声も踏まえて、個
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人情報保護に関する管理体制等のプログ

ラムを適宜見直し継続的な改善に取り組

んでまいります。 

14.認定個人情報保護団体 ＜条文略＞ 

 

15.LINE証券プライバシーポリシー追加

項目＜条文略＞ 
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