個人情報保護方針
KCCS モバイルエンジニアリング（株）
（KCME）は、個人情報を適切に保護し、社内外の脅威からこれを守る
ことが社会的責務と考え、次の取り組みを推進します。
1.

2.
3.
4.
5.

KCME は、全国で展開する通信エンジニアリング関連事業および ICT 関連事業において適切な個人情報の
収集、利用、提供および預託について定めた社内規定を遵守します。なお、特定された利用目的の達成に必
要な範囲を超えた個人情報の取り扱いは行いません。
KCME は、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。
KCME は、個人情報の重要性を常に認識し、個人情報の漏えい、滅失または、き損の予防ならびに是正に関
する措置を講じます。
KCME は、個人情報に関する窓口を設置し、本人からの苦情および相談への対応を行います。
KCME は、個人情報について適切に監視するとともに、従業員の教育を行います。また、個人情報保護に関
する取り組みを継続的に見直し、改善に努めます。

KCCS モバイルエンジニアリング（株）
代表取締役社長 金 炯培

プライバシーステートメント
このプライバシーステートメントは「KCME の Web サイト」の 利用者に対するプライバシー保護のために行っ
ている内容を開示しています。
個人情報保護に関する公表事項
KCCS モバイルエンジニアリング（株）
（KCME）は、
「個人情報の保護に関する法律」
（平成 15 年法律第 57 号。
以下「個人情報保護法」といいます）および JISQ15001：2006 に基づき、以下の事項を「公表」いたします。
「本人が容易に知り得る状態に置いている」ことおよび「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回
答する場合を含みます。
）
」に置くことを義務付けられている事項を含みます。
1.

個人情報の利用目的の特定について
KCME は、個人情報を取り扱うに当って、その利用目的をできる限り特定します。
なお、2011 年 4 月 1 日より以前に取得いたしました個人情報につきましては、KCME は、以下に記載する
利用目的の範囲内において適正に取得し、利用しております。
2. 対象とする個人情報の利用目的
(1) KCME は、個人情報の重要性を常に認識し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざ
んおよび漏えいなどの予防ならびに是正に関する教育などの適切な措置を講じます。
 KCME の製品・サービスの開発、製品・サービス品質の評価・改善のため
 KCME の製品、サービスに関する案内および情報提供のため。
 KCME のイベント、キャンペーンおよびセミナーの企画、実施およびこれらに関する案内、情報提供
のため。
 契約または取り引きの履行のため。
 お客様からのお問い合わせ、ご相談に対応するため。
 KCME の製品、サービスに関するアフターサービスを実施するため。
 アンケート調査を実施するため。
 個人情報の集計および分析などを行い、個人が識別できないように加工した統計資料を作成し、KCME
のサービスの向上および開発などを行うため。
 個人情報の利用に関する同意を求める目的でお客様に電子メールなどを送付するため。
 その他任意にお客様の同意を得たうえで個人情報を開示または利用するため。

記
【KCME が提供する製品・サービス内容】
① 通信エンジニアリング関連事業
通信設備建設工事、無線機器据付・調整・試験、無線基地局装置保守・移動体交換システム運用、エリ
ア設計/オプティマイゼーション、ブロードバンドオペレーター向けサービス、ワイヤレス通信品質最適
化サービス
② ICT 関連事業
企業情報通信ネットワークの設計・構築・保守、その活用に向けた多様なソリューションの提供、モバ
イルツールを活用したビジネスソリューションの開発・提供
(2) KCME は、前項に示した KCME の事業を遂行するために必要なお取り引き先（購買先や業務の委託先な
ど）の個人情報を業務上の連絡のために利用します。
(3) KCME は、KCME における従業員の雇用および人事管理のために、当社の従業員に関する個人情報を収
集し利用します。
(4) 上記利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を収集し、または利用することはありません。
(5) ご本人より KCME へ個人情報を与えることは任意です。ただし、個人情報を与えられなかった場合、ご
本人に（2）および（4）に定める利用目的による対応ができなくなります。
3. 個人情報の｢第三者提供｣について
KCME は、ご本人より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、あらかじめ同意を得ることなく第三
者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
とき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。
(4) 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、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の
あるとき。
(5) 個人を特定または識別できない状態にしているとき。
(6) 利用目的の達成のために、必要な範囲で業務委託先に提供するとき。
(7) KCME のグループ会社、またはその他のビジネスパートナーに利用目的の範囲内で個人情報を提供する
とき。
4. 従業員の個人情報利用について
(1) KCME は、個人情報の重要性を常に認識し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざ
んおよび漏えいなどの予防ならびに是正に関する教育などの適切な措置を講じます。
(2) 利用目的と主な内容（以下、上段が利用目的、下段が主な内容）
① 給与及び賞与・社会保険の計算、支払、控除（就業管理を含む）
賃金規程に定める給与、賞与に関する事項の実施およびその支給・控除、就業管理、健康保険・厚生年
金保険・労働保険などの各種社会保険の手続き、源泉徴収事務など
② 人事労務管理
規程に定める人事に関する事項の実施、昇給、賞与、昇格などの人事考課、人事諸施策の企画立案など
③ 社員名簿など、各種業務の遂行にあたり必要となる管理用資料の作成
各種行事の運営のための管理資料、社員名簿の作成、その他業務の遂行のために必要となる管理資料の
作成など
④ 適正な組織の運営
組織体制・人員体制の管理および企画立案など
⑤ 個々人の能力開発
各種研修の実施管理および企画立案など
⑥ 採用選考および配属先の決定
入社予定者の採用選考、配属先の決定など
⑦ 福利厚生の提供

5.

6.

7.

8.

9.

各種福利厚生制度の実施管理、企画立案および給与控除の実施など
⑧ 健康管理
従業員の心身の健康維持・増進のための諸政策の実施管理、企画立案および就業上の措置などの安全配
慮義務の履行など
⑨ 退職金の計算、支払い
退職金の計算・支払いなど
⑩ その他労働協約、法律などにより要求される諸手続き
法令や労働協約に定める事項の履行・遵守、社内システムの運用・権限管理、官公庁やお客様などから
のお問い合わせへの対応、その他会社諸規程に定める事項の遂行にあたり個人情報に関する法令および
社内規則に反しない目的など
(3) 共同して利用する者の範囲について
京セラグループ各社間で利用目的の範囲内で共同利用することがあります。
 京セラグループとは、京セラ（株）の子会社、関連会社とそれらの子会社をいいます。
個人情報をご本人から直接書面で取得する場合以外の方法で取得した場合の措置
KCME は、ご本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合（直接書面取得）は、その都度、利用
目的を明示しますが、以下の直接書面取得以外での方法で取得する個人情報については、それぞれ記載の利
用目的の範囲内で取り扱います 。
(1) 個人情報と利用目的（以下、上段が個人情報、下段が利用目的）
① 移動体無線基地局その他通信設備の建設・設置場所（候補地を含む）の土地等保有者にかかる個人情報
移動体無線基地局その他通信設備の建設・設置およびその後の保守の目的のみに利用する。
② 業務委託先より業務の委託に伴い提供される個人情報
業務委託先から委託された業務の目的のみに利用する。
③ ご本人以外から提供される従業員にかかる個人情報
別途従業員と同意する。
「開示などの求め」に応じる手続きについて
KCME は、ご本人に有益と思われる KCME のサービス、または提携先の商品、サービスなどの情報の提供、
その他採用を含めご本人との連絡を、電子メール、Web、郵便などにより送信もしくは送付し、または電話
させていただく場合があります。
この場合、ご本人のご希望により、KCME が別途定める方法にてお申し出いただくことにより、これらの取
り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。このために、保有個人データの本人またはその
代理人からの開示・変更など・利用停止などの求めに対応させていただいております。適切な開示のために、
KCME から提供を受けられましたサービスについて、具体的な内容をお申し出いただきますようお願いいた
します。
なお、保有個人データの本人であることが確認できない場合には、開示・変更など・利用停止などの求めに
応じないことがあります。
お問い合わせ先
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16（三田 43MT ビル）
KCCS モバイルエンジニアリング（株）
管理本部 総務・人事部長
今鉾 健人
電話番号：03-3455-4110（代表）
本個人情報保護方針、公表事項の内容は、必要に応じて変更することがあります
個人情報のご本人には、その都度、ご連絡はいたしかねますので、ご利用の際は、本ページについて常に最
新の内容をご参照ください。
制定・改訂履歴 公表事項
制定：2011 年 4 月 1 日

個人情報の取り扱い基準
以下は当サイトご利用のお客様向けに記述したプライバシー取り扱い基準の一般項目です。
KCCS モバイルエンジニアリング（株）(KCME）は、お客様の個人情報を尊重し、これを保護するために、当
サイトをご利用いただく際の個人情報の取り扱い基準を以下のとおり定めています。
1.

個人情報の収集について
当サイトの通常のご利用において、お客様は個人情報（住所、氏名、電子メールアドレス、電話番号など）
を開示する必要はありませんが、お問い合わせなどのサービスをご利用いただく場合、個人情報のご提供を
お願いすることがあります。
お客様に個人情報のご提供をお願いする場合、当サイトでは事前に使用目的をお伝えします。個人情報のご
提供はお客様の任意となります。また、KCME はご提供いただく個人情報を適切に管理するとともに、お客
様の同意なしにご提供いただく情報を改変することはありません。
当サイトのお問い合わせフォームは、当社が GMO グローバルサイン株式会社による SSL 認証「企業認証
SSL」を取得しているサーバを利用しており、お問い合わせ・お申し込みなど、オンライン上で入力・送信
されるお客様の個人情報は SSL 暗号化通信により保護されます。

2.

3.

4.

5.

6.

7.

個人情報の開示について
KCME は、お客様からご提供いただいた個人情報を、お客様のご承諾なしに、業務委託会社および協力企業
以外の第三者に開示することはありません。
お客様からご提供いただいた個人情報をこれらの会社などへ開示する場合は、特段の事情のない限り、契約
による義務付けによって、お客様の個人情報の適切な管理、保護を図ります。
クッキー（Cookies）の使用について
当サイトでは、利用実態の把握を目的とした統計データの収集手段として自社および第三者が発行するクッ
キー（Cookies）を使用する場合があります。
クッキーはアクセスされたお客様の PC を識別するために Web サーバが発行する小さなテキストファイルで
す。ブラウザの標準機能としてお客様の PC のハードディスクに記録されますが、この技術により得られる
データには個人の身元が特定できるような情報は一切含まれません。
お客様は、ご使用のブラウザの設定によりクッキーの受け取りを拒否することが可能です。当サイトのサー
ビスはクッキーを受け付けなくてもご利用いただけます。
アクセス情報の収集について
当サイトでは、アクセスされたお客様の情報をアクセスログとして記録しております。
記録された情報には、アクセスされた方の IP アドレス、アクセス日時、直前のページの情報、ブラウザや
システムの設定に関する情報の一部などが含まれますが、個人の身元が特定できるような情報は一切含まれ
ません。得られたデータは、利用状況に関する分析やサイトの改善などの目的に利用させていただきます。
セキュリティについて
KCME は、当サイトをご利用になるお客様の個人情報入力環境、管理環境において、第三者への漏えいがな
いよう、セキュリティ対策を施した環境で厳重に管理します。
（場合により機密性の高い情報のご提供をお願いする場合もありますが、その際には情報の暗号化などによ
り、情報の保護に努めます。
）
個人情報のお問い合わせについて
KCME はお客様がご提供された個人情報の正確性、最新性を維持するように努めています。
お客様の個人情報に不正確な点があり、修正を希望される場合にはお客様に対する当サイト各窓口までご連
絡いただければ、合理的な範囲で速やかに対応します。
更新について
KCME は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守するとともに、上記各項における取り組みを継続
的に見直し、その改善に努めます。

KCME の個人情報データベースは、オフラインで知り得た個人情報およびその他の情報、第三者から得た個人情

報およびその他の情報で補足されません。
当サイトは定期的に更新され、その際にプライバシーステートメントを変更する場合があります。プライバシー
ステートメントに重要な変更がある場合には、当サイト上で告知いたします。
サイトでお預かりした個人情報の取り扱いが、当初の利用目的以外で取り扱われているような場合は、個人情報
に関するお問い合わせ窓口にご連絡をいただければ、利用を停止いたします。

開示対象個人情報に関する事項
（お客様の個人情報に関する照会・訂正・削除などについて）
「日本工業規格 JISQ15001」個人情報保護マネジメントシステムの要求事項 3.4.4.3 に基づき、以下に KCCS モ
バイルエンジニアリング（株）
（KCME）の開示対象個人情報に関する事項を「公表」いたします。
1. 事業者の氏名または名称
KCCS モバイルエンジニアリング株式会社
2. お問い合わせ先
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16（三田 43MT ビル）
KCCS モバイルエンジニアリング（株）
管理本部 総務・人事部長
今鉾 健人
電話番号：03-3455-4110（代表）
3. 開示対象個人情報および利用目的
(1) 採用応募者の個人情報
電子メール、郵送メールなどにより、採用・セミナー情報の就職関連情報をご案内するため
採用選考管理のため
資料の送付、セミナーの開催案内、面接日など、採用応募者との連絡のため
(2) 社員（従業者）の個人情報
人事・総務・庶務などの管理のため
教育・セミナーの受講記録の管理のため
(3) KCME の各種製品・サービスにおけるお申し込み情報およびユーザ情報
① 各種製品・サービスの開発および、品質の評価・改善のため
② 各種製品・サービスに関するご案内および、情報提供のため
③ アフターサービスを実施するため
(4) KCME 開催の各種イベント・セミナーの参加者情報および、受講記録
イベント、キャンペーンおよびセミナーの企画、実施およびこれらに関する案内、情報提供のため
(5) 移動体無線基地局建設・設置場所の土地・建物等保有者の個人情報
土地・建物等利用契約の履行のため
基地局建設・設置及び保守のため
(6) お問い合わせ情報
各種お問い合わせ、ご相談に対応するため
4. 開示対象個人情報の取り扱いに関する苦情のお申し出先
個人情報相談窓口（本文書末の請求書宛先に同じ）
5. 開示などのお求め、苦情、お問い合わせにおける窓口について（法第 29 条、法第 31 条)
(1) 照会（開示）ご請求の場合
お客様の個人情報に関しての照会（開示）をご請求される場合は、「個人情報 照会請求書」に必要事項
をご記入のうえ、ご本人・代理人を確認することができる書類（下記のいずれか 1 つ）を同封し、KCME
個人情報保護管理者宛てへご郵送いただきますようお願いいたします。
→個人情報照会請求書 （88KB） を使用してください。
(2) その他のご請求の場合
お客様の個人情報に関しての追加・訂正・削除、利用目的の通知、利用停止・消去・第三者提供への禁止

をご請求される場合は、
「利用目的の通知、訂正等、利用停止等請求書」に必要事項をご記入のうえ、ご
本人・代理人を確認することができる書類（下記のいずれか 1 つ）を同封し、KCME 個人情報保護管理
者宛てへご郵送いただきますようお願いいたします。
→利用目的の通知、訂正等、利用停止等請求書（83KB） を使用してください。




ご本人の確認・代理人の確認
ご請求される際には、お客様ご本人であることを確認するために、次の書類のいずれか 1 種類を請求書
に同封していただきますようお願いいたします。
 運転免許証（写）
 健康保険証（写）
 写真付き住民基本台帳カード(写）
 パスポート（写）
 外国人登録証明書（写）
 年金手帳（写）
代理人の場合は、ご請求されるご本人からの委任状（ご本人の実印を押印）および印鑑証明書の原
本を追加して同封ください。
ご請求に当って
ご請求にかかる諸費用については、お客様ご本人がご負担いただきますようお願いいたします。
ご請求に際して提供いただいた個人情報については、ご請求への回答にのみ利用し、利用後遅滞なく消
去いたします。
ご本人の確認・代理人の確認のために同封いただいた書類については、返却いたしませんので、あらか
じめご了承くださいますようお願いいたします。

上記請求書宛先
〒108-0073
東京都港区三田 3-13-16（三田 43MT ビル）
KCCS モバイルエンジニアリング株式会社
管理本部 総務・人事部長 冨水 祐興
電話番号：03-3455-4110（代表）

当サイトについて
当サイトのご利用に先立ち、以下のご利用規約をお読みいただき、これらの規約にご同意された場合のみご利用
下さい。
1.

2.

著作権について
当サイトに掲載されている情報（画像、テキスト、図表など）については、KCCS モバイルエンジニアリン
グ（株）
（KCME）が著作権を保有している、または KCME が使用許諾を得ているものです。
当サイトに掲載されている情報の著作権は、日本国著作権法および各種国際条約によって保護されています。
当サイトに掲載されている情報に関して、私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、
これらの情報を複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、配布、ライセンス、販売、出版などをする
ことは、KCME による事前許可のないかぎり禁じます。また、著作権などに関するあらゆる表示の削除を禁
じます。
当サイトより情報を提供するに当り、KCME はいかなる著作権、特許権、またはその他知的財産権の使用権
または実施権を付与するものではありません。
当サイトで使用されている商標「KCCS モバイルエンジニアリング株式会社」
「KCME」及びそのロゴ、そ
の他 KCME の製品名、サービス名は登録商標を含む KCME の商標です。また、その他の製品名、会社名は
それぞれの所有者の登録商標または商標です。
リンクについて
当サイトよりリンクされている、または当サイトへリンクをしている KCME 以外の第三者のサイトの内容

3.

4.

5.

6.

は、それぞれ第三者の責任で管理されているものです。KCME はリンク先サイトの内容またはご利用に関し
て推奨するものではなく、一切の責任を負いません。それぞれリンク先サイトの利用規約に従ってご利用く
ださい。
ソフトウェアについて
当サイトより提供されるソフトウェアは、当該ソフトウェアに関する権利者の著作物です。ご利用の際は、
当該ソフトウェアと共に提供されるソフトウェアライセンス契約の条件に同意していただくことが必要で
す。
プラグインについて
当サイトでは、一部の配付ドキュメントやインタラクティブコンテンツの閲覧に、以下のプラグインが必要
となる場合があります。必要なプラグインを下記に表示いたします。各社のサイトより最新のバージョンを
ダウンロードしてご利用ください。
Flash
Shockwave
Real
reader
Flash Player
Shockwave Player
RealPlayer
Adobe Reader
免責について
KCME は、当サイトに掲載されている情報に関して細心の注意を払っていますが、正確性を欠く情報が含ま
れている可能性があり、予告無しにそれらを変更、修正する場合があります。
KCME は、当サイトに掲載されている情報に関して正確性、信頼性などを保証するものではなく、一切の責
任を負いません。
KCME は、当サイトの情報に関して明示・黙示を問わず商品性、市場性、特定目的への適合性、適法性、黙
示の保証を含むいかなる種類の保証もいたしません。
KCME は、当サイトのご利用による、ご利用者の直接、間接、付随的、特別、結果的損害、利益の損失、デ
ータの喪失、使用不能などの派生的損害に対して、契約責任・不法行為責任を問わず、一切の責任を負いま
せん。
＊KCME は当サイトの管理を日本国において行っています。当サイト上の情報、サービスなどが他の国、ま
たは地域におけるご利用において適切であるか、または利用可能であるかに関して、KCME は一切の保証
をいたしません。他の国、または地域から当サイトをご利用される方は、自らの責任でご利用いただくこ
とになります。
準拠法について
当サイトのご利用およびご利用規約に関する解釈および適用は、他に別段の定めのない限り、日本国法に準
拠します。また、当サイトの利用に関わるすべての紛争に関しては、他に別段の定めのない限り、KCME 本
社所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

