
 
 

個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー） 

 ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド 

 ジェイ・エル・キュー・エルエルシー 

 ゴールドマン・サックス・クレディット・パートナーズ合同会社 

 合同会社ジュピター・インベストメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー） 

ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド 

個人情報保護関連法令の遵守 

当社は、取得した個人情報を、個人情報（特定個人情報を含む）の保護に関する関連諸法、個

人情報保護委員会及び事務所管大臣のガイドラインに従って取り扱います。 

個人情報および保有個人データの利用目的 

当社は以下の事業内容および目的で個人情報または保有個人データを利用することがあります。

なお、個人番号については法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。 

事業内容： 

 

 持株会社としての子会社の事業活動の支配・管理 

 上記に付帯又は関連する業務 

 

 

利用目的： 

 子会社の事業活動の支配・管理 

 当社及び子会社の管理（経理、財務、法務等） 

 上記に付帯又は関連する事項 

当社および関連会社間の個人データの共同利用 

当社が取り扱う個人データ（対象者の氏名、住所、財産状況等）を、ゴールドマン・サックス

証券株式会社、ゴールドマン・サックス・ジャパン・サービス株式会社、ゴールドマン・サッ

クス・ジャパン・ホールディングス有限会社、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ

ント株式会社、ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限会社、株式会社港債権回

収、ゴールドマン・サックス・エナジー・ジャパン合同会社、ジェイ・エル・キュー・エルエ

ルシー及び［別紙］記載の海外の関連会社と共同して利用することがあります。その利用目的

は上記に定める通りです。共同して利用する上記個人データの管理について責任を有する者は、

当社とします。 

なお、各関連会社のプライバシーポリシーを含む詳細は、それぞれのウェブサイトをご参照下

さい。 

第三者に対する個人データの提供  

当社は、あからじめ本人の同意を得た場合及び法令に定める場合を除き、第三者に対して個人

データを提供することはいたしません。また、当社は個人データを有償で第三者に譲渡するこ

とはありません。 

https://www.goldmansachs.com/japan/privacy-and-security/Affliate2018.pdf


 
 

個人番号については、法令で許可された場合を除き、第三者に提供することはありません。 

個人データの安全性および正確性の確保 

 

当社は、個人データの安全性および正確性を確保するために、各種の組織的安全管理措置、人

的安全管理措置、および技術的安全管理措置を導入しています。 

 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の変更 

本ポリシーは、個人情報の収集および利用に関する当社の業務の変更を反映するために適宜変

更することがあります。改訂されたポリシーは、当社のウェブサイトに掲載された段階で、直

ちに有効となります。 

 

開示等のご請求手続き 

当社が保有するご本人の個人的なデータが、保有個人データに該当する場合、以下の方法によ

り一定の請求ができます。なお、個人番号の保有の有無についての開示のお申し出があった場

合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 

 (1) 保有個人データ開示の手続き 

保有個人データの開示を請求できます。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上でかかる

データを書面により開示します。ただし、開示ができない場合があります。そのような場合は、

当社は開示ができない理由を書面にてお知らせいたします。いずれの場合も開示手数料として

1,000円（消費税別）を申し受けます。 

  

(2) 保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止のための手続き 

保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止を請求することができま

す。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上で、適切な手続きを行います。ただし、ご請

求に応じられない場合があります。そのような場合は、当社はかかる請求に応じられない理由

を書面にてお知らせいたします。 

 連絡先: 

上記(1)および(2)に規定した請求を行う場合、または当社の保有個人データに関してご質問・

ご意見・苦情等は下記の窓口まで郵送にてお申し出ください。 

 

東京都港区六本木六丁目 10番 1号 六本木ヒルズ森タワー 

ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド東京支店 

コンプライアンス担当者 

  



 
 

個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー） 

ジェイ・エル・キュー・エルエルシー 

個人情報保護関連法令の遵守 

当社は、取得した個人情報を、個人情報（特定個人情報を含む）の保護に関する関連諸法、個

人情報保護委員会及び事務所管大臣のガイドラインに従って取り扱います。 

個人情報および保有個人データの利用目的 

当社は以下の事業内容および目的で個人情報または保有個人データを利用することがあります。

なお、個人番号については法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。 

事業内容： 

 金融商品、有価証券、出資持分、その他の権利・利益等への投資業務 

 債権への投資業務並びに債権売買の媒介、取次ぎ及び代理業務 

 不動産、不動産信託受益権、不動産の什器備品等の売買、賃貸借及び管理業務 

 金銭貸付業務 

 上記各業務に関するコンサルタント、バックオフィスサービスその他のサービス提供業務 

 上記に付帯又は関連する業務 

利用目的： 

 取得予定の各種資産の価値、リスク等の査定 

 各種資産の取得、管理及び処分 

 取得後の資産情報の文書化 

 犯罪による収益の移転防止に関する法律により融資の申請者の本人確認が義務付けられて

いる借入人への貸付 

 与信判断及び与信後の管理 

 当社および関連会社が管理する資産に関連した外部レンダー又は投資家へのレポート 

 当社自身の管理（経理、財務、法務等） 

 コンサルタント、バックオフィスサービスその他のサービスの提供 

 上記に付帯又は関連する事項 

  

当社および関連会社間の個人データの共同利用 

当社が取り扱う個人データ（対象者の氏名、住所、財産状況等）をゴールドマン・サックス・

リアルティ・ジャパン有限会社、株式会社港債権回収、ゴールドマン・サックス・ジャパン・

ホールディングス有限会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、ゴールドマン・サック

ス・アセット・マネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・ジャパン・サービス株式会



 
 

社、ゴールドマン・サックス・エナジー・ジャパン合同会社、Goldman, Sachs & Co.、

Goldman Sachs International、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、Goldman Sachs Australia 

Pty Ltd、Goldman Sachs (Singapore) Pte.、Goldman Sachs Services Private Limited、

Goldman Sachs Realty Management, LLC、Goldman Sachs Services LLC、Beijing Goldman 

Sachs Consulting Co., Ltd.、Goldman Sachs (India) Securities Private Limited、

Goldman Sachs Realty Management GmbH、Goldman Sachs Realty Management Europe GmbH、

Goldman Sachs Services Limited と共同して利用することがあります。その利用目的は上記

に定める通りです。共同して利用する上記個人データの管理について責任を有する者は、当社

とします。 

なお、各関連会社のプライバシーポリシーを含む詳細は、それぞれのウェブサイトをご参照下

さい。 

  

第三者に対する個人データの提供 

  

当社は、あからじめ本人の同意を得た場合及び法令に定める場合を除き、第三者に対して個人

データを提供することはいたしません。また、当社は個人データを有償で第三者に譲渡するこ

とはありません。 

個人番号については、法令で許可された場合を除き、第三者に提供することはありません。 

  

個人データの安全性および正確性の確保 

 

当社は、個人データの安全性および正確性を確保するために、各種の組織的安全管理措置、人

的安全管理措置、および技術的安全管理措置を導入しています。 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の変更 

本ポリシーは、個人情報の収集および利用に関する当社の業務の変更を反映するために適宜変

更することがあります。改訂されたポリシーは、当社のウェブサイトに掲載された段階で、直

ちに有効となります。 

 

開示等のご請求手続き 

当社が保有するご本人の個人的なデータが、保有個人データに該当する場合、以下の方法によ

り一定の請求ができます。なお、個人番号の保有の有無についての開示のお申し出があった場

合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 

  



 
 

(1) 保有個人データ開示の手続き 

保有個人データの開示を請求できます。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上でかかる

データを書面により開示します。ただし、開示ができない場合があります。そのような場合は、

当社は開示ができない理由を書面にてお知らせいたします。いずれの場合も開示手数料として

1,000円（消費税別）を申し受けます。 

  

(2) 保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止のための手続き 

保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止を請求することができま

す。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上で、適切な手続きを行います。ただし、ご請

求に応じられない場合があります。そのような場合は、当社はかかる請求に応じられない理由

を書面にてお知らせいたします。 

  

連絡先: 

上記(1)および(2)に規定した請求を行う場合、または当社の保有個人データに関してご質問・

ご意見・苦情等は下記の窓口まで郵送または電子メールにてお申し出ください。 

 

ジェイ・エル・キュー・エルエルシー 

東京都港区六本木六丁目 10番 1号 六本木ヒルズ森タワー 

コンプライアンス担当 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー） 

ゴールドマン・サックス・クレディット・パートナーズ合同会社 

合同会社ジュピター・インベストメント 

個人情報保護関連法令等の遵守 

当社は、取得した個人情報を、個人情報（特定個人情報を含む）の保護に関する関連諸法、個

人情報保護委員会及び事務所管大臣のガイドラインに従って取り扱います。 

個人情報および保有個人データの利用目的 

当社は以下の事業内容および目的で個人情報または保有個人データを利用することがあります。

なお、個人番号については法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。 

事業内容： 

 金融商品、有価証券、出資持分、その他の権利・利益等への投資業務 

 債権への投資業務並びに債権売買の媒介、取次ぎ及び代理業務 

 不動産、不動産信託受益権、不動産の什器備品等の売買、賃貸借及び管理業務 

 金銭貸付業務 

 上記に付帯又は関連する業務 

利用目的： 

 取得予定の各種資産の価値、リスク等の査定 

 各種資産の取得、管理及び処分 

 取得後の資産情報の文書化 

 犯罪による収益の移転防止に関する法律により融資の申請者の本人確認が義務付けられて

いる借入人への貸付 

 与信判断及び与信後の管理 

 当社および関連会社が管理する資産に関連した外部レンダー又は投資家へのレポート 

 当社自身の管理（経理、財務、法務等） 

 上記に付帯又は関連する事項 

  

当社および関連会社間の個人データの共同利用 

当社が取り扱う個人データ（対象者の氏名、住所、財産状況等）をゴールドマン・サックス・

リアルティ・ジャパン有限会社、株式会社港債権回収、ゴールドマン・サックス・ジャパン・

ホールディングス有限会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、ゴールドマン・サック

ス・アセット・マネジメント株式会社、ゴールドマン・サックス・ジャパン・サービス株式会



 
 

社、ゴールドマン・サックス・エナジー・ジャパン合同会社、ジェイ・エル・キュー・エルエ

ルシー、Goldman, Sachs & Co.、Goldman Sachs International、Goldman Sachs (Asia) 

L.L.C.、Goldman Sachs Australia Pty Ltd、Goldman Sachs (Singapore) Pte.、Goldman 

Sachs Services Private Limited、Goldman Sachs Realty Management, LLC、Goldman Sachs 

Services LLC、Beijing Goldman Sachs Consulting Co., Ltd.、Goldman Sachs (India) 

Securities Private Limited、Goldman Sachs Realty Management GmbH、Goldman Sachs 

Realty Management Europe GmbH、Goldman Sachs Services Limited と共同して利用すること

があります。その利用目的は上記に定める通りです。共同して利用する上記個人データの管理

について責任を有する者は、当社とします。 

なお、各関連会社のプライバシーポリシーを含む詳細は、それぞれのウェブサイトをご参照下

さい。 

  

第三者に対する個人データの提供 

  

当社は、あからじめ本人の同意を得た場合及び法令に定める場合を除き、第三者に対して個人

データを提供することはいたしません。また、当社は個人データを有償で第三者に譲渡するこ

とはありません。 

個人番号については、法令で許可された場合を除き、第三者に提供することはありません。 

  

個人データの安全性および正確性の確保 

 

当社は、個人データの安全性および正確性を確保するために、各種の組織的安全管理措置、人

的安全管理措置、および技術的安全管理措置を導入しています。 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の変更 

本ポリシーは、個人情報の収集および利用に関する当社の業務の変更を反映するために適宜変

更することがあります。改訂されたポリシーは、当社のウェブサイトに掲載された段階で、直

ちに有効となります。 

 

開示等のご請求手続き 

当社が保有するご本人の個人的なデータが、保有個人データに該当する場合、以下の方法によ

り一定の請求ができます。なお、個人番号の保有の有無についての開示のお申し出があった場

合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 

  



 
 

(1) 保有個人データ開示の手続き 

保有個人データの開示を請求できます。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上でかかる

データを書面により開示します。ただし、開示ができない場合があります。そのような場合は、

当社は開示ができない理由を書面にてお知らせいたします。いずれの場合も開示手数料として

1,000円（消費税別）を申し受けます。 

  

(2) 保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止のための手続き 

保有個人データの訂正、追加、削除、利用および第三者への提供停止を請求することができま

す。当社は、ご本人に関する本人確認を行った上で、適切な手続きを行います。ただし、ご請

求に応じられない場合があります。そのような場合は、当社はかかる請求に応じられない理由

を書面にてお知らせいたします。 

  

連絡先: 

上記(1)および(2)に規定した請求を行う場合、または当社の保有個人データに関してご質問・

ご意見・苦情等は下記の窓口まで郵送または電子メールにてお申し出ください。 

 

ゴールドマン・サックス・クレディット・パートナーズ合同会社 

合同会社ジュピター・インベストメント 

東京都港区六本木六丁目 10番 1号 六本木ヒルズ森タワー 

コンプライアンス担当 

  

 

 


