
個人情報の取扱いについて

名古屋スバル自動車株式会社（以下「当社」といいます。）は、個人情報の保護に関する法律（以下

「法」といいます。）に則り、お客様の個人情報を以下のとおり取り扱います。

この「個人情報の取扱いについて」は、当社によるお客様の個人情報の取扱いのすべてに適用されます。

ただし、当社が、個人情報の取扱いについて別途個別のポリシーを作成している場合は、当該ポリシー

が優先して適用されます。

なお、この「個人情報の取扱いについて」で使用されている用語の定義は、特に定義のない限り法に準

拠するものとします。

1  ．当社が取得する個人情報  

(1) 本個人情報の項目

当社は、以下の各号に定める個人情報（以下「本個人情報」といいます。）を、利用目的の達成に必要

な範囲内において、お客様ご本人又は第三者から、適切に取得します。

① お客様に関する情報

お客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、ユーザー ID、性別、アンケートの

ご回答、各種のお問合せ・ご要望・ご相談・苦情・ご相談の内容, カタログ請求履歴・状況、

キャンペーン応募履歴・状況、イベント参加履歴・状況、オンラインショップ購入履歴・状況、

マイスバル加入履歴・状況、メルマガ購読履歴・状況等、お客様に関する情報及びその分析結果

が含まれます。

② 契約内容に関する情報

ユーザー ID、パスワード、利用できるサービスの範囲、サービスの利用状況及び契約期間等、お

客様の契約内容に関する情報及びその分析結果が含まれます。

③ 車両に関する情報

車名、車台番号、自動車登録番号、登録年月日及び車載機の種類、走行距離情報、車両検査情報、

修理・整備内容等、車両に関する情報及びその分析結果が含まれます。

④ 外部サービスに関する情報

SNS等のユーザー ID、ユーザー名、プロフィール画像、プロフィールURL、フォロー数・フォ

ロワー数、関心のあるカテゴリ、使用言語、居住国等、外部サービスに関する情報及びその分析

結果が含まれます。

⑤ ウェブ上の行動履歴に関する情報

お客様のウェブサイトの利用状況（アクセス状況、トラフィック、ルーティング等）、閲覧履歴

等、ウェブ上の行動履歴に関する情報及びその分析結果が含まれます。当社のクッキーポリシー

はこちらからご確認いただけます。【https://www.nagoya-subaru.co.jp/cookiepolicy/】

なお、本個人情報を取得するにあたって、法令上ご本人様の同意が必要な場合には、当社は、適切な手

段によりご本人様の同意を得た上で当該本個人情報を取得します。

https://www.nagoya-subaru.co.jp/cookiepolicy/


(2) 本個人情報の取扱方法
当社は、本個人情報と第三者から取得したお客様に関する情報を組み合わせて利用することがあります。

この第三者から取得したお客様に関する情報には、それ自体で特定の個人を識別できない情報が含まれ

ますが、本個人情報と組み合わせて利用する場合には、お客様の同意を得た上で個人情報ないし個人

データとして取得し取り扱います。このような情報の詳細につきましては、クッキーポリシーをご確認

ください。【https://www.nagoya-subaru.co.jp/cookiepolicy/】

2  ．  利用目的  

本個人情報の利用目的

当社は、本個人情報を、以下の利用目的（以下「本利用目的」といいます。）で取り扱います。

① 当社において取り扱う商品・サービスの提供及びその提供に係る対価・料金を請求するため（当

社において取り扱う商品・サービスの提供に際して与信判断・与信管理を行うことを含みます）

② 当社において取り扱う商品・サービス又は各種イベント・キャンペーンの開催などについて、口

頭、書面及び電子的・電磁的媒体の手渡し・送付、郵便、電話、ファクシミリ、電子メールなど

の方法によりご案内（賞品等を送付する場合を含みます。）、ご提案するため

③ 当社において取り扱う商品・サービスなどの品質改善、市場分析、企画・開発、販売施策の立案

又は顧客満足度向上策の検討のため、及びこれらの各目的のために口頭、手渡し、郵便、ファク

シミリ、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施するため

④ お客様又は第三者への車両状態情報の統計処理・分析を通じた情報提供サービス（交通情報な

ど）を提供するため

⑤ 当社及び広告配信事業者等が、お客様の興味・関心等に合致した広告（ターゲティング広告）を

配信し、配信された広告がお客様の興味・関心等に合致している程度を確認するため

⑥ 当社又は第三者がクッキー等によって取得した情報と組み合わせ、マーケティングを行うため

⑦ 自動車事故防止のための研究開発のため

⑧ リコール、改善対策、サービスキャンペーンなどを実施するため

⑨ 各種のお問合せ・ご要望・ご相談・苦情にお応えするため

⑩ 当社が受託する業務を履行するため

⑪ 法令、条例及びその他の規則などを遵守するため

⑫ 当社において取り扱う商品・サービスの違法又は不当な利用を防止するなどの措置を講じるため

⑬ 当社の販売特約店・代理店、子会社・関係会社及びこれらの提携先並びに当社の提携先などに本

個人情報を提供するため。

なお、法 23 条 2項の規定に基づく第三者提供を行う場合には、同項の定める手続を適切に行いま

す。

⑭ SUBARUグループ（株式会社 SUBARU（以下「SUBARU」といいます。）及びその子会社、

SUBARU 海外拠点（北米、欧州、アジア）、関係会社及び国内 SUBARU 販売会社をいいます。

（なお、現時点で SUBARUグループに属する企業は、SUBARUのウェブサイト（https://

www.subaru.co.jp/outline/office.html）をご参照ください。）における以上の各事項及びそれらに関

連する業務のため

https://www.subaru.co.jp/outline/office.html
https://www.subaru.co.jp/outline/office.html
https://www.nagoya-subaru.co.jp/cookiepolicy/


【当社と取引のある保険会社】

なお、当社と取引のある保険会社は、以下のとおりです。車両の購入等にあたり、お客様が自動車

保険にご加入される際には、別途保険会社が定めるプライバシーポリシー等が適用となります。詳細

につきましては、各社ホームページ等をご参照ください。

・損害保険ジャパン株式会社（https://www.sompo-japan.co.jp/）

・三井住友海上火災保険株式会社(https://www.ms-ins.com/)

・東京海上日動火災保険株式会社(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)

3．第三者提供

当社は、以下のとおり本個人情報を第三者（外国における第三者を含みます。）に提供します。

(1) SUBARUグループへの提供

提供先：SUBARUグループ 

利用目的：本利用目的

提供内容：本個人情報

(2) 委託先企業への提供

提供先：当社の委託先企業（当社において取り扱う商品・サービスに関する業務の全部又は一部を

受託する事業者）

利用目的：本利用目的

提供内容：本個人情報

(3) 提携先企業への提供

提供先：SUBARUグループと連携して商品・サービスを提供する提携先の事業者

利用目的：SUBARUグループと連携する商品・サービスの提供、利用料金の請求、アンケート調査、

キャンペーンの実施、サービス品質の評価・改善

提供内容：本個人情報

(4) 特定の個人を識別できない情報の第三者提供

当社は、それ自体では特定の個人が識別できないように加工したお客様の情報を、第三者に提供す

る場合があります。この場合、当社は、当該情報を受領する第三者に対して、特定の個人の識別に

つながる取扱いの禁止等、当社が定める契約条項を遵守させます。

なお、お客様に別途ご同意いただいた場合、上記にかかわらず、ご同意いただいた内容に基づき、本個

人情報の第三者提供を行うことがあります。

4  ．  共同利用  

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
https://www.ms-ins.com/
https://www.sompo-japan.co.jp/


当社は、以下のとおり個人データを共同利用いたします。

【共同利用する個人データの項目】

・ お客様に関する情報

お客様の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、ユーザー ID、性別、アンケート

のご回答、各種のお問合せ・ご要望・ご相談・苦情・相談の内容, カタログ請求履歴・状況、

キャンペーン応募履歴・状況、イベント参加履歴・状況、オンラインショップ購入履歴・状況、

マイスバル加入履歴・状況、メルマガ購読履歴・状況等、お客様に関する情報及びその分析結

果

・ 契約内容に関する情報

ユーザー ID、パスワード、利用できるサービスの範囲、サービスの利用状況及び契約期間等、

お客様の契約内容に関する情報及びその分析結果

・ 車両に関する情報

車名、車台番号、自動車登録番号、登録年月日及び車載機の種類、走行距離情報、車両検査情

報、修理・整備内容等、車両に関する情報及びその分析結果

・ 外部サービスに関する情報

SNS等のユーザー ID、ユーザー名、プロフィール画像、プロフィールURL、フォロー数・フォ

ロワー数、関心のあるカテゴリ、使用言語、居住国等、外部サービスに関する情報及びその分

析結果

・ ウェブ上の行動履歴に関する情報

お客様のウェブサイトの利用状況（アクセス状況、トラフィック、ルーティング等）、閲覧履

歴等、ウェブ上の行動履歴に関する情報及びその分析結果

【共同して利用する者の範囲】

SUBARUグループ

【利用する者の利用目的】

本利用目的

【個人データの管理について責任を有する者】

SUBARU

5  ．利用目的の通知のご請求について  

当社は、お客様がご本人様の個人情報（保有個人データを意味するものとし、6、7、8において同様と

します。）に係る利用目的の通知を希望される場合は、以下所定の手続により、ご請求について対応い

たします。

(1) 下記 8に記載の当社におけるお問合せ及び苦情対応の窓口（以下「当社相談窓口」といいます。）

にご連絡下さい。その際、「保有個人データ利用目的通知請求書」をご提出いただく場合がありま

す。



(2) 法 27 条 2項の規定に従い、以下の場合はご請求に応じない場合があります。

① 当社が利用目的を通知・公表するなどしたことにより、利用目的が明らかな場合

② 利用目的をご本人に通知することによりご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益

を害するおそれがあると当社が判断した場合

③ 利用目的をご本人に通知することにより当社の権利又は正当な利益を害するおそれがあると当社

が判断した場合

④ 国の機関又は地方公共団体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、利用目的をご本人に通知す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

と当社が判断した場合

6  ．開示のご請求について  

当社は、お客様がご本人様の個人情報（保有個人データ）の開示を希望される場合は、以下所定の手続

により、ご請求について対応いたします。

(1) 下記 8に記載の当社相談窓口に下記の書類をご提出下さい。

① 保有個人データ開示請求書

② ご本人を確認するための書類

１) 郵送でご請求の場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、

特別永住者証明書又はそれとみなされる外国人登録証明書のコピー＋住民票（取得後 1 ヶ月以

内のもの）の写し（コピー可）

２) メールでご請求の場合

上記書類のコピー＋住民票（取得後 1 ヶ月以内のもの）の写し（コピー可）の添付

※個人番号が記載された住民票の写しは送付しないでください。

※運転免許証の裏面に住所変更等記載がある場合は裏面コピーも送付してください。 

③ 代理人によるご請求の場合は、①、②の書類に加え、下記の書類をご提出下さい。

１) 代理人の地位を証明する書類（ご本人の委任状）

２) 代理人を確認するための書類（下記いずれか（郵送の場合はコピー））

運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、

特別永住者証明書又はそれとみなされる外国人登録証明書

(2) 法 28 条 2項の規定に従い、以下の場合はご請求に応じない場合があります。

① 開示することにより、ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれが

あると当社が判断した場合

② 開示することにより、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と当社が判断

した場合

③ 開示することにより他の法令に違反することとなる場合

(3) 開示請求 1 件につき、1,100 円（消費税込）を開示手数料として申し受けます。詳細については、当

社窓口にてご案内します。なお、所定の期間内に必要書類の提示や開示手数料のお支払がない場合

は、ご請求がなかったものとして対応致します。



7  ．訂正等のご請求について  

当社は、お客様がご本人様の個人情報（保有個人データ）の訂正等（訂正・追加・削除、利用停止・消

去、第三者への提供の停止）を希望される場合は、以下所定の手続により、ご請求について対応いたし

ます。

(1) 下記 8に記載の当社相談窓口に下記の書類をご提出下さい。

① 保有個人データ訂正等請求書

② ご本人を確認するための書類

１) 郵送でご請求の場合

運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、

特別永住者証明書又はそれとみなされる外国人登録証明書のコピー＋住民票（取得後 1 ヶ月以

内のもの）の写し（コピー可）

２) メールでご請求の場合

上記書類のコピー＋住民票（取得後 1 ヶ月以内のもの）の写し（コピー可）の添付

※個人番号が記載された住民票の写しは送付しないでください。

※運転免許証の裏面に住所変更等記載がある場合は裏面コピーも送付してください。 

③ 代理人によるご請求の場合は、①、②の書類に加え、下記の書類をご提出下さい。

１) 代理人の地位を証明する書類（ご本人の委任状）

２) 代理人を確認するための書類（下記いずれか（郵送の場合はコピー））

運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、

特別永住者証明書又はそれとみなされる外国人登録証明書

(2) 訂正、追加、削除に係る請求内容が客観的な事実に反していると当社が判断した場合、当該請求に

応じません。

(3) 利用停止・消去、第三者への提供の停止を請求された場合であっても、個人情報の不正な取得、当

社の利用目的に定めていない利用、ご本人の同意のない第三者提供等の法が定める事由がなく、そ

の請求理由が正当と認められない場合、当該請求に応じられないことがあります。また、請求に応

じることが困難である場合には、法に基づき、必要な代替措置を講じた上で、請求に応じないこと

があります。

8  ．個人情報の取扱いに関するお問合せ等窓口  

当社における個人情報の取扱いに関するお問合せ及び苦情対応の窓口は、下記【総務部】とし

ます。

＜ご連絡先＞名古屋スバル自動車株式会社　統括管理本部　総務部

電話番号：０５２－９０１－８６１１

（内容確認のために必要な場合は、録音させて頂きます。予めご了承下さい。）

受付時間　１０:００~１８:００（火曜日(最終週は営業の日もあります)・水曜日定休）



郵送の場合：名古屋スバル自動車株式会社　統括管理本部　総務部

〒４６２－００１７　名古屋市北区落合町２３３番地

以上


