ANAプライバシーポリシー
個人情報の取得

【基本方針】

お客様の個人情報の取得は、適正かつ公正な手段によって行います。

ANAは、安心と信頼を基礎に

世界をつなぐ心の翼で
夢にあふれる未来に貢献します
というグループ経営理念のもと、航空運送事業に
おいて安全 ･ 快適なサービスを提供するよう心がけて
おります。
ＡＮＡの事業においては、お客様の個人情報は、お
客様に十分ご満足いただけるサービスを提供する
ために欠くことのできないものであり、お客様からお
預かりした大変大切なものであると考え、その取扱
いにつきましては細心の注意を払っております。ＡＮＡ
を安心・信頼してご利用いただくために、役員および
従業者には個人情報に関する法令および社内規程
につき十分な教育を行うとともに、安全対策等社内
体制を整え、お客様の個人情報の適正な管理に努
め、
また適切に使用させていただくための最大限の
努力をいたします。
2013 年 4月1日
全日本空輸株式会社

個 人 情 報 の 取り 扱 い

第三者への開示･提供
ＡＮＡは、以下のいずれかに該当する場合を除き､お客様の個人情
報を第三者へ開示または提供しません。なお、共同利用の場合およ
び業務委託先への提供の場合は第三者への開示または提供にあ
たりません。
［１］お客様ご本人の同意がある場合
［２］法令に基づき開示、提供を求められた場合
［３］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、
お
客様の同意を得ることが困難である場合
［４］国または地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する
必要がある場合であって、
お客様の同意を得ることにより当該事務
の遂行に支障が出るおそれがある場合
［５］情報提供にあたりあらかじめ①第三者への提供を利用目的とするこ
と、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供
の手段または方法、④本人の求めに応じて当該本人が識別される
個人データの第三者への提供を停止すること、の情報を本人に通
知し、
または本人が容易に知りうる状態に置いておくとともに、本人
の求めに応じて第三者への提供を停止する場合
［６］統計的なデータなど本人を識別できない状態で開示・提供する場合
［７］ 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由による事業の承継に
伴って、提供する場合

共同利用
当社は、以下によってお客様の個人情報を共同利用いたします。

適用範囲
プライバシーポリシーは、
お客様がＡＮＡのサービス・商品をご利用され
るときに適用されます。

個人情報の利用目的
お客様の個人情報は、以下の目的で取得し､利用します。
［１］航空運送サービスにおける予約、航空券販売、
チェックイン、空港
ハンドリング、機内サービス
［２］連帯運送、共同引受、
コードシェア、相次運送および受託運送にお
ける予約､航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング
［３］ＡＮＡマイレージクラブにおけるサービスの提供
［４］ＡＮＡが取扱うその他のサービス･商品の案内､提供および管理
［５］上記［１］〜［４］に付帯・関連するすべての業務
［６］ＡＮＡのサービス･商品等に関するアンケートの実施
［７］新たなサービス･商品の開発
［８］ 各種イベント、
キャンペーンの案内、運営、管理および各種情報の
提供
［９］ＡＮＡのサービス･商品提供に関する連絡
［10］ＡＮＡグループ会社・提携先企業等が取扱うサービス・商品、各種イ
ベント、
キャンペーンの案内、運営、管理および各種情報の提供
［11］問合せ、依頼等への対応

共同して
ANAホ−ルディングス
利用する
株式会社
者の範囲

株式会社エアージャパン
ANAウィングス株式会社

利用する （1）新たなサ−ビス・商品 航空運送サービスの提供
者の
等の開発のため
利用目的 （2）ダイレクトメールの発送
等、商品・サービスに関
するご案内のため
（3）ANAグループ各社の
提供する商品･サービ
スについて、お客様か
らお問い合せ、ご利用
申込、その他お申し出
があった場合に担当会
社へ伝達・引き継ぎを
行うため
（4）その他お客様等とのお
取引を適切かつ円滑に
履行するため
共同して
利用する
個人情報
の項目

ＡＮＡセ−ルス株式会社
各社（※1）
ツア−・ホテル等旅行サー
ビスの提供およびこれらに
付随する業務を行うのに
必要な情報の提供

ＡＭＣお客様番号、お客様の氏名、住所、電話番号､FAX ＡＭＣお客様番号、お客
番号、
Ｅメールアドレス、勤務先（会社名、所属部課、 様の氏名、住所、電話番
役職、住所、電話番号、FAX 番号）、送付先、会員 号､ FAX番号、
Ｅメールア
カ−ド種別、会員サービス資格、所属地区、マイル実績、 ドレス、勤務先（会社名、
クレジットカード番号、クレジットカード有効期限 、車 所属部課、役職、住所、
椅子などの手配の要否、航空便予解約情報、搭乗 電話番号、FAX 番号）、
実績など
送付先、会員カ−ド種別、
会員サービス資格、所属
地区、マイル実績、クレジ
ットカード番号、クレジット
カード有効期限、車椅子
などの手配の要否など

個人情報
の管理に
ついて
責任を有
する者

ＡＮＡ

※１ ＡＮＡセールス株式会社各社
ＡＮＡセールス株式会社・全日空国際旅行社（中国）有限公司（北京）
・全日空国際旅行社（中国）
有限公司 上海分公司・ANA Sales Americas・ANA Sales Europe Ltd.

業務の委託

［2］開示に際して提出する書面

ＡＮＡは、業務の一部を委託し､業務委託先に対して必要な範囲で
個人情報を提供することがあります。この場合、
これらの業務委託
先との間で取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行い
ます。

個 人 情 報 の 管 理につ い て
お客様の個人情報は、適切な管理を行うとともに、漏洩、滅失、改ざ
ん等の防止のために最大限の注意を払っています。お客様の個人
情報の保護と適切な取扱いに関して、役員および従業者に対し社
内教育を行います。また､利用目的に応じて個人情報の保存期間を
別途定め、当該期間経過後はこれを適切な方法で廃棄いたします。

開示、訂正、削除、追加、利用停止、消去について
ANAの保有個人データについて、お客様ご自身より所定の方法に
て①開示、②訂正、削除、追加、
または③利用停止、消去のご請求
を頂いた場合は、請求者がご本人であることを確認させていただい
た上で、合理的な期間および範囲で以下の対応をいたします。
ただし、
ご本人または第三者の生命、健康、財産等を害するおそれが
ある場合、ANAの業務の実施に著しい支障を生じる場合、
あるいは
その他法令に違反することになる場合は、
その全部または一部のご
請求に応じられないことがございます。
①開示について回答いたします。
②訂正、削除、追加について、
ご請求内容を調査の上、必要に応じ
内容の訂正等を行います。
③利用停止または消去を行います。ただし、利用停止や消去によ
り、不本意ながらご要望に沿ったサービスの提供ができなくなるこ
とがございますので、
あらかじめご了承の上ご請求ください。

開 示 等 の 請 求 方 法 およびお 問 い 合 わ せ
ANAの保有個人データに関する前項のご請求およびその他の個人
情報に関するお問い合わせは、以下の方法で行います。
なお、通常のサービス範囲内のANAの予約確認、搭乗確認は、ANA
SKY WEB（www.ana.co.jp）もしくはANA 予約センターにて無料で
受付けておりますのでこちらをご利用ください。また、住所変更やANA
マイレージクラブからの退会（クレジットカードや一部提携カードを除く）等、
ANAマイレージクラブの情報の変更についてもANA SKY WEB
（www.ana.co.jp）または、ANAマイレージクラブ・サービスセンターで
受付していますのでこちらもご利用ください。ただし、いずれの場合も
本人確認ができない場合はお断りしておりますので予めご了承ください。

「開示等の依頼」をされる場合には、次の請求用紙（Ａ）に所定の事
項を全てご記入の上、本人確認のための書類（Ｂ）のコピーを同封の
上ご郵送ください。ご記入がない事項があった場合は、開示のご請求
に対応できませんので予めご了承ください。
なお、
（Ａ）の請求用紙は、
ＡＮＡＳＫＹ ＷＥＢ
（www.ana.co.jp）から
ダウンロ−ドするか、ＡＮＡ空港カウンタ−にてお申し出ください。
（Ａ）当社所定の申請書
・ＡＮＡ「保有個人デ−タ」開示請求書
・ＡＮＡ「保有個人デ−タ」変更等請求書
・ＡＮＡ「保有個人デ−タ」利用停止等請求書
・ＡＮＡ「保有個人デ−タ」利用目的の通知請求書
（Ｂ）本人もしくは、代理人確認のための書類
＜本人の場合＞
①運転免許証、パスポ−ト、健康保険の被保険者証、顔写真付き
住民基本台帳カード、年金手帳、身体障害者手帳、在留カ−ド
または特別永住者証明書、印鑑登録証明書、個人番号カード（表
面のみ）のいずれか 2 点のコピー
＜代理人の場合＞
①委任状
（法定代理人の場合は、法定代理人であることが証明できる書類）
②代理人の本人確認のための証明書類（代理人の運転免許証、
パスポート、健康保険の被保険者証、顔写真付き住民基本台帳
カード、年金手帳、身体障害者手帳、在留カ−ドまたは特別永住
者証明書、印鑑登録証明書、個人番号カード（表面のみ）のいず
れか 2点のコピー）

［3］手数料
開示等の求めに対し、
１件につき５００円（税込）
を手数料としてお支払
いいただきます。
なお、各国の法令により、取扱いが異なる場合がございます。

プライバシーポリシー の 適 用と変 更
このプライバシーポリシーでは、
ＡＮＡにおけるお客様の個人情報の
お取扱いについてご説明しており、
ＡＮＡのサービス・商品をご利用の
お客様は、
このプライバシーポリシーの内容を十分ご理解いただきご
同意いただいたものとみなします。
なお、
ＡＮＡは、
このプライバシーポリシーをいつでも変更することができ
るものとします。

［1］受付窓口
開示、訂正、削除、追加、利用停止・消去および利用目的の通知の
依頼は、所定の請求用紙に必要書類を添付の上、下記宛に郵送
により受付をしています。
〒850-0078
長崎県長崎市神ノ島町1-331-90
全日本空輸株式会社 個人情報取扱い担当

行

（2016年4月1日現在）

