
 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年３月 

日本貿易振興機構 



保有個人情報ファイルの名称
報道機関からのお問い合わせリスト

個人情報ファイル簿の利用目的
広報課内での問い合わせ記録の情報共有のため

記録項目

受付日、受付対応、媒体、社名、部署/番組名、取材者名、連絡
先、取材内容、対応者、対応日時、取材内容の活用方法等、掲載
実績

ジェトロ広報課に問い合わせをした報道機関

先方による開示

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

総務部 広報課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
海外情報ファイル「お問合せ」データベース

個人情報ファイル簿の利用目的
お問い合わせの内容および回答の記録

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、問い合わせの内容、回答

ジェトロ海外情報ファイル等による問い合わせ利用者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

海外調査部 海外調査計画課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
日系企業調査（アジア・大洋州）ファイル

個人情報ファイル簿の利用目的
アジア・オセアニア進出日系企業実態調査の実施

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、役職、
回答履歴、回答内容

アジア・オセアニア（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシ
ア、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオス、インド、
パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、オーストラリア、ニュー
ジーランド）進出日系企業調査登録き

各海外事務所が現地関係者からの提供により収集

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

海外調査部 アジア大洋州課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
会員管理システム

個人情報ファイル簿の利用目的
①会費請求及びそれに必要なデータの管理
②サービス提供に必
要な情報の管理（資料・案内状の送付先等）

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、請求金額、口数、追加IDの有無、入会年月日、入会理
由・きっかけ、退会年月日、退会理由、資本金、従業員数、設立年
月、取引銀行、関心区分（業種、取扱商品）、関心地域

現在の会員及び退会済みの会員

利用者による申し込み

株式会社新聞センター

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
会員コール・面談記録（会員・非会員）

個人情報ファイル簿の利用目的
会員サービスの向上

記録項目

会員名、カナ会員名、対応部署名、対応者名、所在地(都府県）、
所在地（市区）、業種、資本金、会員区分、会員No.、入会日、会期
開始日、リスト種別、担当事務所、デスク担当者、発信日、企業情
報（概要）、サービス評価、デスク担当者所感氏名（ヒアリングした
関心等含む）

2012年以降コンタクトをした会員企業および、非会員企業

電話、メール、面談

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
代表電話対応記録

個人情報ファイル簿の利用目的
総合案内での電話対応の記録

記録項目

入電日時、入電者名、入電者所属先、電話番号、入電内容、応対
内容

代表電話への入電者

入電を通じて聞き取り

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易実務オンライン講座受講者管理システム保存データ（JMS、
Attain2）

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易実務オンライン講座受講者へのフォローアップのため。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職

貿易実務オンライン講座の既受講者、申込者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易実務オンライン講座受講者関連情報（JMS)

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易実務オンライン講座申し込み情報管理のため。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、アンケート回答

貿易実務オンライン講座の既受講者、申込者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易実務オンライン講座受講記録（Attain2)

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易実務オンライン講座受講者の受講成績管理のため。

記録項目

氏名、メールアドレス、会社名、部署名

貿易実務オンライン講座の既受講者、一部申込者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易実務オンライン講座受講者過去アンケート

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易実務オンライン講座受講者の受講後アンケート結果の集計
のため。

記録項目

氏名、住所（都道府県のみ）、会社名

貿易実務オンライン講座の既受講者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易実務オンライン講座プロモーションリストおよび申込者情報
（セールスフォースDB)

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易実務オンライン講座プロモーション（資料送付、メール配信
等）のため。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、業種、対応日、対応状況、担当者名

貿易実務オンライン講座の資料請求者および営業先

資料請求者による申し込み及び勧誘活動により収集

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
ビジネスサポートサービス（BSS）データベース

個人情報ファイル簿の利用目的
本部他部署および貿易情報センターで受け付けたサービス申込
の海外事務所への連絡、記録管理、集計

記録項目

申込者氏名、企業名、所属先、役職、電話番号、eメール、調査希
望内容、訪問希望事務所、アポイント取得希望企業

BSS申込者

申込者記載情報、電話での申込者への聞き取り情報

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 お客様サポート課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
貿易投資相談案件データベース(TIC)

個人情報ファイル簿の利用目的
貿易投資相談実績の把握、回答共有化による相談レベルの向
上、省力化、データ集計による外部ニーズの分析ため

記録項目

案件ID、質問タイトル、質問内容、回答内容、添付ファイル、初回
受付部署、受付日、自由使用欄、氏名、Eメール、法人名、部署
名、郵便番号、住所、電話番号、携帯番号、ジェトロ会員であるか
どうか、中国会員であるかどうか、農水会員であるかどうか、業
種、企業規模、メモ、案件業種、事業分類項目、商品、相談目的、
対象地域・国、公開制限の有無、回答部署、相談担当者、登録
日、最終更新日、入力担当者

貿易投資相談の利用者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 貿易投資相談課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
番組・映像素材提供先リスト

個人情報ファイル簿の利用目的
番組・映像素材の提供先記録簿（出演者、番組実費提供先、映像
素材提供先、二次利用者（ジェトロ含む））（１申請を１件とするカウ
ント）

記録項目

１．申請者データ（企業・団体名、部署名、担当者名、住所、電話
/FAX、E-mailアドレス）
２．利用内容（利用を希望する素材映像の
内容（お探しの映像内容）、用途、使用期間・頻度）

番組・映像素材希望の依頼者

依頼者からの申請書

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 オンライン情報課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
輸出商談会等参加企業DB

個人情報ファイル簿の利用目的
展示会、商談会、ミッション等に参加した企業の管理データ

記録項目

企業情報（企業名、業種、中小企業該当の有無、郵便番号、住
所、電話番号、FAX番号、従業員数、資本金、売上高、添付資料、
備考）、接触情報（接触日、接触方法、要旨、詳細、先方担当者氏
名、先方担当者部署名、ジェトロ担当者、添付資料、備考）、事業
情報、成果成約情報

ジェトロ事業参加者、接触をおこなった企業

事業参加時の申込書、アンケート等

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 オンライン情報課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
顧客システム

個人情報ファイル簿の利用目的
顧客情報（基礎的情報、DM配信可否、ジェトロのサービス利用履
歴等)を全社的に共有し、点から面への支援を実現するため。ま
た、蓄積された顧客データを分析し情報提供を行う。

記録項目

氏名、氏名（カナ）、法人名、法人名（カナ）、法人格、法人格位
置、業種、中小企業該当の有無、役職名、部署名、メールアドレ
ス、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、郵便番号、住所、関心
国・地域、関心分野、関心ビジネス、関心事業種別、配信方法、備
考　

セミナー・展示会、各種サービスの利用者

・ジェトロウェブサイトの「イベント参加申込み」もしくは「お客様情
報登録」ページからのお客様自身による登録
・お客様からの申込
書によるジェトロ職員の代行登録

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 オンライン情報課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
トレード・タイアップ・プロモーション・プログラム（TTPP)システム

個人情報ファイル簿の利用目的
TTPPサイトのサービス提供に必要な顧客情報の管理

記録項目

<必須項目>氏名/郵便番号/住所/電話番号/メールアドレス/ジェ
トロからのメール受信言語/業種/事業紹介/法人社名/法人本社
　住所/代表者氏名/代表者役職/担当者名/設立年月/売上高/
従業員数/主な取引銀行/法人本社の紹介
<任意項目>TEL番号
(代表)/FAX番号(代表)/ユーザー間での対応言語/ホームページ
URL/決算年月/資本金/株式公開区分/担当者の画像/法人本社
の画像

TTPPユーザー登録

ユーザーのパソコン操作による登録

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

お客様サポート部 オンライン情報課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC)入居者管理ファイル

個人情報ファイル簿の利用目的
①入居者の管理
②入居者のデータ保管
③過去の入居者の傾向
分析

記録項目

企業名、代表者名、所在地、電話・FAX番号、URL、入居者個人
名、メールアドレス、部署名、役職、入居期間、入居中の活動報
告、退去後の連絡先、満足度、ご意見、デポジット等出納データ、
パスポート情報

対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC)の入居者

企業からの入居申込みおよび退去時アンケート

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

対日投資部 対日投資課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
対日投資関心企業データベース

個人情報ファイル簿の利用目的
対日投資・対日アクセス案件企業の企業情報、対日進出計画、支
援進捗状況、自治体関連情報の記録・管理。また、海外事務所職
員との情報共有。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、会社概要、対日投資計画、支援内容

対日投資関心企業担当者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

対日投資部 外国企業誘致課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
対日投資関心企業案件ボックス＆ファイル

個人情報ファイル簿の利用目的
案件担当者の拠点設立に係るヒアリング情報（登記、税務、
VISA、労務、人事、リクルーティング等）、及び対日投資進出に係
る支援を行う際の参考資料。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職、会社概要、対日投資計画、支援内容、企業の連絡文書

対日投資関心企業担当者

連絡文書、面談

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

対日投資部 外国企業誘致課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
対日投資・ビジネスサポートセンター（IBSC）窓口対応履歴リスト

個人情報ファイル簿の利用目的
相談者の記録を保存し、コンサルティング業務効率化を図るた
め。来訪者のフォローアップのため。

記録項目

相談日、会社名、Website、国籍、問い合わせ概要、質問、回答、
相談者、相談目的

対日投資ビジネスサポートセンターへの相談者

相談者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

対日投資部 外国企業誘致課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
新輸出大国コンソーシアム会員企業リスト

個人情報ファイル簿の利用目的
新輸出大国コンソーシアム事業運営の為

記録項目

申込日、コンソーシアムID、受付機関、受付機関連絡先、担当コン
シェルジュ所属部署、担当コンシェルジュ氏名、担当コンシェル
ジュ電話番号、担当コンシェルジュFAX番号、担当コンシェルジュ
Email、企業名、代表者氏名、郵便番号、住所、担当者部署名、担
当者役職名、担当者氏名、担当者電話番号、担当者Email、業種
（大分類）、業種（小分類）、事業内容、WEBサイトURL、資本金、
従業員数、直近売上高、設立年月日、希望する海外展開形態、過
去5年以内の輸出・海外進出経験、産業財産権の取得状況、対象
国

新輸出大国コンソーシアム会員登録企業

企業からの利用申込書（エントリーシート）

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

ビジネス展開支援部 新興国進出支援課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
新輸出大国コンソーシアム支援機関リスト

個人情報ファイル簿の利用目的
新輸出大国コンソーシアム事業運営の為

記録項目

区分、商号、サービス対象地区、都道府県、 機関名、ふりがな、 
郵便番号、住所、担当部署名、電話番号、FAX番号、担当者役
職、 担当者氏名、担当者メールアドレス、URL

新輸出大国コンソーシアム参加支援機関

支援機関からの参加申請書

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

ビジネス展開支援部 新興国進出支援課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
見本市・展示会データベース（J-messe）利用者ファイル

個人情報ファイル簿の利用目的
データベースに登録されている見本市情報の照会のため。

記録項目

氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会
社名、部署名、性別、ホームページ

見本市・展示会データベース（J-messe）利用者

利用者による申し込み

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

展示事業部 展示事業課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
アジア経済研究所出版物著作権利用許諾データベース

個人情報ファイル簿の利用目的
ウェブサイト「アジ研出版物アーカイブ」、「アジア動向データベー
ス」への論文データ掲載可否を確認するため。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職名、執筆論文名、ウェブサイト掲載の可否

アジア経済研究所出版物の執筆者

許諾依頼状への回答を郵送

無

無

非該当（対象外）

研究企画部 研究企画課

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-2

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

アジア経済研究所　図書館 研究情報整備課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
アジア経済研究所出版物著作権利用許諾書（単行書）

個人情報ファイル簿の利用目的
ウェブサイト「アジ研出版物アーカイブ」（有料出版物）への論文
データ掲載可否を確認するため。

記録項目

氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、会社名、部署
名、役職名、執筆論文名、ウェブサイト掲載の可否

アジア経済研究所出版物の執筆者

許諾依頼状への回答を郵送

無

無

非該当（対象外）

研究企画部 研究企画課

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-2

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

アジア経済研究所　図書館 研究情報整備課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
図書館情報システム

個人情報ファイル簿の利用目的
図書館利用者の把握（利用者の記録、閲覧サービス及びライブラ
リー運営事務のため）、図書館資料の新着情報をお知らせする
サービス

記録項目

氏名、住所、電話番号、会社名、メールアドレス、会員区分、申込
日

図書館利用者

利用者による申込み

無

無

非該当（対象外）

研究企画部 研究企画課

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-2

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

アジア経済研究所　図書館 研究情報整備課個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
対日投資案件候補企業データベース

個人情報ファイル簿の利用目的
対日投資案件企業および候補企業の情報管理のため

記録項目

会社情報（住所、電話番号、設立年、業種、規模）、担当者（氏
名、電話番号、Eメールアドレス、勤務先住所、役職）、今までのコ
ンタクト内容）

対日投資関心企業担当者

面談・電話・インクワイアリー

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

サンフランシスコ事務所個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報



保有個人情報ファイルの名称
【C2-2】セミナー参加者リスト、アンケート集計

個人情報ファイル簿の利用目的
企業戦略セミナー参加者、アンケート集計記録

記録項目

氏名、勤務先、メールアドレス、アンケート回答

過去3年分のセミナー出席者の氏名、勤務先、メールアドレス

セミナーでのアンケート回答

無

無

非該当（対象外）

総務部 総務課

東京都港区赤坂1丁目12-32

記録範囲

記録情報の収集方法

非識別加工情報の提案募集

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又
はこれに基づく命令の規定による特別の
手続き

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

独立行政法人の名称

個人情報ファイルの種別

独立行政法人 日本貿易振興機構

法第２条第４項第１号

（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル)令第４条第３項に該当するファイル

有 無

シカゴ事務所個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

法第２条第４項第２号

(名称）

(所在地）

含まない要配慮個人情報
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