
個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 

 

株式会社イーネットワークシステムズ（以下「当社」といいます。）は、適切な個人情報の

取扱いのために、以下の事項を実施します。 

 

1. お客様情報の保護についての考え方 

当社は、当社の業務を円滑に行うため、お客様の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス

等の情報を収集・利用させていただいております。 当社は、これらのお客様の個人情報（以

下「お客様情報」といいます。）の適正な保護を重大な責務と認識し、この責務を果たすた

めに、個人情報保護方針を定め、本方針の下でお客様情報を取扱います。 

 

2. 法令の遵守について 

お客様の個人情報の取扱いに関する日本の法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守

します。 

 

3. 個人情報の適正な取得・保有・利用について 

個人情報の取得にあたっては、適法かつ公正な手段及び手続きによるものとし、取得した個

人情報は、当社の業務運営上必要な範囲内で利用させていただきます。ご本人から書面等で

直接お預かりする個人情報については、お預かりする時点で明示し同意をいただいた利用

目的の範囲内で利用させていただきます。 それ以外の方法で取得した個人情報についても、

次に掲げる事業活動における利用目的の範囲内でのみ保有し利用いたします。 

 

【事業活動】 

 

・エネルギーの安定供給及びその普及拡大 

・エネルギー供給設備・消費機器の保安業務 

・エネルギー供給設備工事 

・漏洩等異常自動通報や供給遠隔遮断等の、エネルギー供給事業に関連するサービスの提供 

・太陽光、風力、水力等の自然エネルギーを利用した発電システム・発電装置の研究開発、

設計製作、販売、メンテナンス及び電力の販売 

・ガス販売 

・電気通信事業 

・コンピュータシステムの企画、設計、開発、制作、販売業 

・各種情報処理システムのソフトウェアの企画、設計、開発、販売 

・WEBサイト及びWEBコンテンツに関する企画、デザイン、開発、制作、管理及び運営

ならびに受託、コンサルティング 



・インターネットを利用した各種情報提供サービス業 

・各種イベントの企画、運営、管理 

・その他、前各号に附帯関連する一切の事業 

 

【利用目的】 

 

・お客様の電気の利用状況（スマートメーターで 30分ごとに計測された電力使用量情報を

含みます。）、料金、その他重要な情報を、郵便、電話、電子メール、お客様個人用 Web ペ

ージ等の手段によりお客様にお知らせするため 

・当社または当社の取次事業者、業務委託先、業務提携先等において取扱う商品、サービス

のご案内及びご提供のため 

・電力の小売に関するサービス提供を行うために必要な範囲において、当社の業務委託先ま

たは業務提携先等と、お客様の契約情報、電気の利用状況、料金、その他重要な情報を共

有するため 

・当社の業務委託先または業務提携先等において取扱う商品・サービス等あるいは各種イベ

ント・キャンペーン等の開催について、郵便、電話、電子メール、お客様個人用 Web ペ

ージ等の手段によりご案内するため 

・商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査等を実施するため 

・受託事業、ASP事業のため 

・当社ならびに当社の取次事業者、業務委託先、業務提携先等のサービス改善や新サービス

の開発に役立てるため 

・個人情報を集計・分析し、個人を識別することが出来ない統計データの作成、市場調査や

データ分析、新商品開発のため 

 

なお、当社は上記の業務を円滑に進めるため、口座振替先の金融機関、情報処理会社、協力

会社（メーカーサービス店、工事会社、運輸会社、保安会社等）に業務の一部を委託するこ

とがあります。 その際、当社からの業務委託先に、必要な範囲で個人情報を提供すること

があります。 その場合、当社は業務委託先との間で個人情報取扱いに関する契約を結ぶ等、

適切な監督を行います。 

 

4. 個人情報の第三者提供について 

次のいずれかに該当する場合を除いて、個人情報を第三者に提供することはありません。 

 

(1) ご本人の同意がある場合。 

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、緊急を要する等、ご本

人の同意を得ることが困難である場合。 



(3) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

(4) 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを委託しまたは業務提携先

等に情報共有・情報提供する場合 

例：お客様の与信判断及び契約後のお取引の参考にする場合。 

(5) 電気のご利用者様とご契約者様が異なる場合（電気のご利用者様には電気使用量等のご

利用情報を提供させていただきます。） 

(6) その他法令等に基づき第三者に対する開示または提供が認められる場合。 

 

5. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の求めについて 

当社が保有している個人情報に関する開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消

去及び第三者への提供の停止等（以下「開示等」といいます。）をご希望される場合、お客

様がご本人であることを当社の定める書面の提出により確認させていただき、速やかに開

示に応じます。その請求手続き方法は、次の通りです。 

 

(1) 「開示等の求め」の窓口 

ご請求は下記の窓口にて受付いたします。 

お客様相談窓口（業務部） 

電話 ０１２０-４９１-７１０ 

（月～金９：００～１８：００、但し土日祝祭日・年末年始を除きます。） 

所在地 東京都新宿区西新宿８－１４－２４ 西新宿ＫＦビル２Ｆ 

(2) 手続き等 

上記のお求めに対し、所定の事項をご記入のうえ、本人であることを証明する書類( 運

転免許証等の写し) を提出していただきます。また、代理人が「開示等の求め」を行う

場合は上記にお問い合わせください。 

(3) 手数料 

１項目あたり２２０円（税込み） 

(4) 開示等の請求に関して取得した個人情報の取扱い 

開示等の請求に必要な範囲で取り扱います。提出いただいた書類は回答が終了した後、

期限を定め廃棄処理させていただきます。 

(5) 開示等の請求にお答えできない場合 

次のいずれかに該当する場合には、開示等のお求めにお答えできないことがあります。 

その場合は理由を回答いたします。 

イ) 請求書に記載された住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登

録住所が一致しない等、ご本人の確認ができない場合 



ロ) 代理人による請求に際して、代理人のご本人確認ができない場合、または代理権が

確認できない場合 

ハ) 当社の定める手続きに従って開示のお申し出をいただけない場合 

ニ) 開示の求めの対象が開示対象の個人情報に該当しない場合 

ホ) ご本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある

場合 

ヘ) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

ト) 他の法令に違反することとなる場合 

 

6. 的確管理・監査について 

取得したお客様の個人情報は、当社事業所において厳正な管理のもとで安全に蓄積・保管・

廃棄をし、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等に対する防止措置を講じます。 ま

た、不備が生じた場合、異常や危険な兆候が発見された場合は、速やかに是正措置を講じま

す。 併せて当社は、個人情報の取り扱いに関して、定期的に社内監査を行い、常に継続的

改善に努めます。 

 

7. 個人情報保護管理責任者 

業務部 小林 展也 

 

令和元年 11月 1日 

 

株式会社イーネットワークシステムズ 

 

代表取締役 及川 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電気小売事業における個人情報の共同利用について 

 

株式会社イーネットワークシステムズ 

 

＜共同利用する者の範囲＞ 

株式会社イーネットワークシステムズは以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利 

用することがあります※１。 

・小売電気事業者※２ 

・一般電気事業者※３ 

・電力広域的運営推進機関 

・需要抑制契約者※４ 

 

＜共同利用の目的＞ 

① 託送供給契約又は発電量調整供給契約（以下「託送供給等契約」といいます。）の締結、

変更又は解約のため 

② 小売供給契約又は電気受給契約（以下「小売供給等契約」といいます。）の廃止取次※

５のため 

③ 供給（受電）地点に関する情報の確認のため 

④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送

供給等契約に基づく一般電気事業者の業務遂行のため 

⑤ ネガワット取引に関する業務遂行のため 

 

＜共同利用する情報項目＞ 

① 基本情報：氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号 

② 供給（受電）地点に関する情報：託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、

離島供給約款対象、供給（受電）地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送

電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系

統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法 

③ ネガワット取引に関する情報：発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン 

 

＜共同利用の管理責任者＞ 

① 基本情報：小売供給等契約を締結している小売電気事業者（但し、離島供給又は最終保

障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者） 

② 供給（受電）地点に関する情報：供給（受電）地点を供給区域とする一般電気事業者 

③ ネガワット取引に関する情報：需要抑制契約者  

 



※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報

を共同利用するものであり、 必ずしも全ての小売電気事業者、一般電気事業者及び需

要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 

※2 小売電気事業者とは、 電気事業法（昭和３９年７月１１日法律第１７０号）第２条の

５第１項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の

登録を受けた事業者（電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）

の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。）をい

います （事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ

をご参照ください）。 

※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式

会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力

送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力

送配電株式会社、九州電力送配電株式会社をいいます。 

※4 需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を

締結している事業者（契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。）

をいいます （事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホーム

ページをご参照ください）。 

※5 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受

けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の

申込みを行うことをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ガス小売事業における個人情報の共同利用について 

 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 

 

株式会社ファミリーネット・ジャパン（以下「当社」といいます。）は、以下のとおり個人 

情報を共同利用することがあります。なお、当社は、ガス小売事業の目的のために必要な 

範囲の事業者に限定してお客様の個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小 

売ガス事業者、一般ガス導管事業者との間でお客様の個人情報を共同利用するものではあ 

りません。 

 

＜共同利用する者の範囲＞ 

当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります※１。  

・ガス小売事業者 ※2 

・一般ガス導管事業者 ※3 

 

＜共同利用の目的＞ 

① 託送供給契約の締結、変更又は解約のため 

② 小売供給契約（最終保障供給に関する契約を含む。）の廃止取次 ※4 及び供給者切替に

伴う消費機器等の保安に関する情報の提供のため 

③ 供給地点に関する情報の確認のため 

④ ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供

給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため 

⑤ 消費機器調査の結果の通知のため ※5 

 

＜共同利用する情報項目＞ 

① 基本情報：氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号 

② 供給地点に関する情報：供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、検針情報、供

給圧力、託送契約異動情報、建物情報 

③ 供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報：ガス事業法 ※6 第 159 条第 4 項

に規定する通知に関する情報 

 

＜共同利用の管理責任者＞ 

① 基本情報：小売供給契約を締結しているガス小売事業者（但し、最終保障供給を受けて

いる需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事

業者）  

② 供給地点に関する情報：供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者（一般ガス導管



事業者が行う特定ガス導管事業の供給地点を含む。） 

③ 供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報：小売供給契約を締結しているガス

小売事業者（但し、最終保障供給を受けている需要者に関する情報については、供給地

点を供給区域とする一般ガス導管事業者） 

 

※1 当社は、共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客

さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般

ガス導管事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 

※2 ガス小売事業者とは、ガス事業法 ※6 第 6 条第 1 項に規定する登録拒否事由に該当

せず、ガス小売事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者（電気事業法等の一部

を改正する等の法律（平成 27 年 6 月 24 日法律第 47 号）の附則により、ガス小売

事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。）をいいます。（事業者の名称、

所 在 地 等 に つ き ま し て は 、 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/liberalization/retail

ers_list/）をご参照ください）。 

※3 一般ガス導管事業者とは、ガス事業法 ※6 第 35 条の許可を受けた事業者（電気事業

法等の一部を改正する等の法律（平成 27 年 6 月 24 日法律第 47 号）の附則により、

一般ガス導管事業者の許可を受けたとみなされた事業者を含みます。）をいいます（事

業者の名称、所在地等につきましては、日本ガス協会のホームページ

（ http://www.gas.or.jp/jigyosya/）をご参照ください）。 

※4 「小売供給契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給契約の申込みを受けた

事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給契約の解約の申込み

を行うことをいいます。 

※5 ガス事業法第 159 条第 4 項の規定により、ガス小売事業者は、そのガス小売事業の

用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者に対し、消費機器調

査の結果を通知します。 

※6 ガス事業法とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成 27 年 6 月 24 日法

律第 47 号）第 5 条による改正後のガス事業法（昭和 29 年 3 月 31 日法律第 51 

号）をいいます。 

 


