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個人情報の取扱いに関する公表事項の改定に関わる改定前後対照表（太字および傍線部分は改定部分） 

 

改定前 改定後 

 

5. 個人情報の第三者への提供について 

当社は、お客さまと生計を同一にしている方(以下「同居の親族等」といいます。)

からのお客さまと当社との契約内容や電力ご使用状況等に関する問い合わせがあっ

た場合、以下の事項を確認の上、当該同居の親族等に対し、お客さまと当社との契

約内容や電力ご使用状況等の個人情報を提供するものとし、お客さまはこの点に同

意していただきます。 

 

 

 

6. 個人情報の共同利用について 

 

04.需要抑制契約者 

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(https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html)をご参

照ください）。 

 

 

(エ) 共同利用の管理責任者 

01. 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、離島供給または

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) 

02. 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送配電事業

者 

03. ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者 

 

 

5. 個人情報の第三者への提供について 

当社は、お客さまと生計を同一にしている方(以下、「同居の親族等」という。)から

のお客さまと当社との契約内容や電力ご使用状況等に関する問い合わせがあった場

合、以下の事項を確認の上、当該同居の親族等に対し、お客さまと当社との契約内

容や電力ご使用状況等の個人情報を提供するものとし、お客さまはこの点に同意し

ていただきます。 

 

 

 

6. 個人情報の共同利用について 

 

04.需要抑制契約者 

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む)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(https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html)をご参照くだ

さい）。 

 

 

(エ) 共同利用の管理責任者 

04. 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(ただし、離島供給また

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) 

05. 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送配電事業

者 

06. ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者 
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なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)業務提携先との共同利用 

(ア) 共同利用の範囲 

当社は以下の者（以下、「事業提携先」という）との間で、お客さまおよび従業員の

個人情報を共同利用することがあります。 

・シャープエネルギーソリューション株式会社 

 

(イ) 共同利用の管理責任者 

丸紅新電力株式会社 

 

(ウ) 共同利用の目的 

01. 業務提携先が実施するエネルギーソリューション事業、スマートホーム事業ま

たはその他事業を提供するため 

02. 業務提携先が新製品やサービス等を開発、展開するにあたっての参考情報とし

て利用するため  

03. お客さまにご要望頂いた資料やご購入頂いた製品をお届けするため 

04. お客さまにご購入頂いた製品の今後の開発の参考とするアンケートを送付する

ため 

 

(エ) 共同利用する情報項目 

01. 基本情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス 

02. 電力買取契約の有無、発電余剰電力データ、電力買取金額 

 

(5)保険会社等との共同利用 

(ア) 共同利用の範囲 

当社は以下の者（以下、「保険会社」という）との間で、お客さまの個人情報を共同

利用することがあります。 

01. 三井住友海上火災保険株式会社（以下、「保険会社」という） 

02. 丸紅セーフネット株式会社 

 

(イ) 共同利用の管理責任者 

丸紅新電力株式会社 

 

(ウ) 共同利用の目的 
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11. Cookieポリシー 

(1)Cookieおよび類似技術について 

ネットサービスでは自動的に情報を取得することがあります 

 

丸紅新電力の Webサイトや各種ネットサービスでは、ログなどに記録されたお客さ

まの皆さまのアクセス情報を、IPアドレス、Cookie、Webビーコンなどを手がかり

にして自動的に取得することがあります。 

 

●Cookieについて 

丸紅新電力の各サイトは、アクセス情報の取得のために Cookieを使用することが

あります。Cookieは、サイトがお客さまのブラウザに送信する小規模の情報で、

お客さまのディスクにファイルとして格納されることがあります。Cookieの使用

により、サイトはお客さまがどのページを訪れたかなどを記録できます。また、会

員制のサイトなどでは、Cookieとお客さまが登録された情報を組み合わせてサー

ビスを提供する場合があります。 

 

Cookieの利用で入手した情報を統計的に処理した集約情報を公表することがあり

ます。これには、個々のお客さまを識別できる情報は含みません。 

 

●Webビーコンについて 

丸紅新電力の Webサイトや HTML形式のメールマガジンの一部では、Webビーコン

と呼ばれる技術を Cookieと組み合わせるなどして Web サイトのアクセス状況など

を取得することがあります。 

 

当社が、お客さまに提供する太陽光発電設備点検サービスに関して保険会社と締結

をしている保険契約に基づく保険料の支払いを保険会社に行い、保険会社から保険

金の支払いを受けるために必要な情報として利用するため 

 

(エ) 共同利用する情報項目 

01. 基本情報:氏名  

02. 発電設備住所、契約開始日、太陽光パネル設備設置日、太陽光用パワーコンディ

ショナ設置日、太陽光発電システム用接続箱設置日、当社が提供する太陽光発

電システム点検サービスに関する報告資料 

 

11. Cookieポリシー 

(1)Cookieおよび類似技術について 

ネットサービスでは自動的に情報を取得することがあります 

 

当社の Web サイトや各種ネットサービスでは、ログなどに記録されたお客さまの皆

さまのアクセス情報を、IP アドレス、Cookie、Web ビーコンなどを手がかりにして

自動的に取得することがあります。 

 

●Cookieについて 

当社の各サイトは、アクセス情報の取得のために Cookie を使用することがありま

す。Cookieは、サイトがお客さまのブラウザに送信する小規模の情報で、お客さま

のディスクにファイルとして格納されることがあります。Cookieの使用により、サ

イトはお客さまがどのページを訪れたかなどを記録できます。また、会員制のサイ

トなどでは、Cookieとお客さまが登録された情報を組み合わせてサービスを提供す

る場合があります。 

 

Cookieの利用で入手した情報を統計的に処理した集約情報を公表することがありま

す。これには、個々のお客さまを識別できる情報は含みません。 

 

●Webビーコンについて 

当社の Webサイトや HTML形式のメールマガジンの一部では、Webビーコンと呼ばれ

る技術を Cookie と組み合わせるなどして Web サイトのアクセス状況などを取得す

ることがあります。 
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取得するアクセス情報は、Webページや Web記事の閲覧履歴、各ページの滞在時

間、ブラウザや OSの種類やバージョン、画面サイズ、リファラー、マウスの軌跡

などです。取得した情報は主に、サーバーで発生した問題の原因究明やアクセス状

況を把握して利用するなどサイトやサービスをよりよく管理することに利用しま

す。 

丸紅新電力 Webサイトでの個人情報の収集においては、ＳＳＬ技術を用い、暗号化

して個人情報を安全に送信していただくことができるようにしております。 

 

具体的に丸紅新電力は、主に下記の目的でアクセス情報を利用します。 

 

01.お客さまが会員制サービスを利用される際、毎回パスワードを入力しなくても

すむようにするため 

02.Webサイトや電子メールなどの内容をお客さまがより満足いただけるよう改良

したり、個々のお客さまに合わせてカスタマイズしたりするため 

03.お客さまの関心事に合わせてサービスを提供するため 

04.お客さまに同じ広告を何度もお見せしないように制御したり、有益と思われる

情報をお見せするよう調節したりするため 

 

(2)第三者からの Cookie・Webビーコンの提供について 

丸紅新電力では、サイト管理、アクセス状況の計測のため、第三者企業の計測シス

テムを利用しています。具体的には、 Google Inc.の Google  Analyticsおよびデ

ジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の Audience Oneを利用して

おります。これに付随して生成されるテキストファイル「Cookie」を通じて分析を

行うことがありますが、この際、IPアドレス等のユーザ様情報の一部が、Google 

Inc.およびデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社に収集される可

能性があります。お客さまは、丸紅新電力 Webサイトを利用することで、上記方法

および目的において Google Inc.およびデジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社が行うこうしたデータ処理につき許可を与えたものとみなします。 

 

また、同様に丸紅新電力の Web サイトやメールマガジンに掲載される広告には、

一部、第三者企業の広告配信サーバーを利用しているものがあります。 

 

それら第三者の企業は、より効率的に広告を配信するため、広告効果を測定するた

め、またアクセス状況の計測のため、Cookie・Webビーコンを使用することがあり

取得するアクセス情報は、Webページや Web記事の閲覧履歴、各ページの滞在時間、

ブラウザや OSの種類やバージョン、画面サイズ、リファラー、マウスの軌跡などで

す。取得した情報は主に、サーバーで発生した問題の原因究明やアクセス状況を把

握して利用するなどサイトやサービスをよりよく管理することに利用します。 

 

当社 Web サイトでの個人情報の収集においては、ＳＳＬ技術を用い、暗号化して個

人情報を安全に送信していただくことができるようにしております。 

 

具体的に当社は、主に下記の目的でアクセス情報を利用します。 

 

01. お客さまが会員制サービスを利用される際、毎回パスワードを入力しなくても

すむようにするため 

02. Web サイトや電子メールなどの内容をお客さまがより満足いただけるよう改良

したり、個々のお客さまに合わせてカスタマイズしたりするため 

03. お客さまの関心事に合わせてサービスを提供するため 

04. お客さまに同じ広告を何度もお見せしないように制御したり、有益と思われる

情報をお見せするよう調節したりするため 

 

(2)第三者からの Cookie・Webビーコンの提供について 

当社では、サイト管理、アクセス状況の計測のため、第三者企業の計測システムを

利用しています。具体的には、 Google Inc.の Google  Analyticsおよびデジタル・

アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の Audience Oneを利用しております。

これに付随して生成されるテキストファイル「Cookie」を通じて分析を行うことが

ありますが、この際、IPアドレス等のユーザ様情報の一部が、Google Inc.およびデ

ジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社に収集される可能性がありま

す。お客さまは、当社 Web サイトを利用することで、上記方法および目的において

Google Inc.およびデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が行うこ

うしたデータ処理につき許可を与えたものとみなします。 

 

また、同様に当社の Web サイトやメールマガジンに掲載される広告には、一部、第

三者企業の広告配信サーバーを利用しているものがあります。 

 

それら第三者の企業は、より効率的に広告を配信するため、広告効果を測定するた

め、またアクセス状況の計測のため、Cookie・Webビーコンを使用することがありま
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ます。これらのシステムにおいても、事前調査の上、すべての丸紅新電力の使用基

準を守っていることを確認しています。 

 

Google Analyticsについて 

https://www.google.co.jp/analytics/terms/jp.html 

Audience Oneについて 

https://solutions.dac.co.jp/audienceone 

 

(3)オプトアウト（Cookie機能の停止）について 

お客さまの皆さまはご自身の責任において、Cookieの機能を停止することができ

ます。ただし Cookieの機能を停止しますと、丸紅新電力各サイトのサービス内容

に制限が発生したり、利用できなくなったりする場合があります。また、繰り返し

同じ広告が画面上に現れることがあります。 

※具体的な方法として、ブラウザの設定により、Cookieの受け取りを拒否した

り、Cookieを受け取ったとき警告を表示させたりできます。設定の仕方は、各ブ

ラウザの「ヘルプ」メニューにある「Cookie」などの項目をご確認ください。 

 

制定日：2015年 12月 24日 

改定日：2020年 11月１日 

丸紅新電力株式会社 

個人情報管理責任者 

 

す。これらのシステムにおいても、事前調査の上、すべての当社の使用基準を守っ

ていることを確認しています。 

 

Google Analyticsについて 

https://www.google.co.jp/analytics/terms/jp.html 

Audience Oneについて 

https://solutions.dac.co.jp/audienceone 

 

(3)オプトアウト（Cookie機能の停止）について 

お客さまの皆さまはご自身の責任において、Cookieの機能を停止することができま

す。ただし Cookieの機能を停止しますと、当社各サイトのサービス内容に制限が発

生したり、利用できなくなったりする場合があります。また、繰り返し同じ広告が

画面上に現れることがあります。 

※具体的な方法として、ブラウザの設定により、Cookieの受け取りを拒否したり、

Cookieを受け取ったとき警告を表示させたりできます。設定の仕方は、各ブラウザ

の「ヘルプ」メニューにある「Cookie」などの項目をご確認ください。 

 

制定日：2015年 12月 24日 

改定日：2021年 5月 10日 

丸紅新電力株式会社 

個人情報管理責任者 

 

 

 


