
ニュースリリース                    2007年 3月 12日 

大日本印刷株式会社 

 

個人情報の流出に関するお詫びとお知らせ 

 

去る 2 月 20 日、当社がダイレクトメール（DM）などの印刷物作成のために得

意先からお預かりした個人情報の一部が、当社の業務委託先の元社員（容疑者）

により不正に持ち出され、インターネット通販詐欺グループに売り渡されていた

ことを公表いたしました。その後捜査当局の協力をいただき、社内調査をすすめ

てまいりましたところ、同人によって、すでに公表した以外の個人情報も持ち出

されていたことが新たに判明いたしました。 

今回の社内調査および得意先における確認の結果、持ち出されたことが明らか

になった個人情報の総数は8,637,405件、その所有会社数は43社です。 

 

 今回新たに個人情報の流出が明らかになったデータの中には、得意先が過去に

個人情報の流出を公表している事案のデータと一致するものが含まれておりまし

た。これらの事案については、すでにそれぞれの得意先により安全対策が完了し

ております。これに加えて第三者に渡った可能性は確認されておりません。 

 

個人情報の持ち出しの対象となった皆様をはじめ、関係する多くの方々に多大

なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを、ここに謹んで深くお詫び申し上

げます。対象となった方々については、得意先と連携しながら、誠意をもって対

応させていただきます。 

 

1.経 緯 

2006年 7月 31日 

・前回公表したインターネット通販詐欺事件が発生したことに関し、捜査当

局より極秘裡の捜査協力要請を受ける。 

・社内に調査委員会を設置し、調査を開始。 

2007年 2月 1日 

・容疑者が逮捕され、当社が業務委託している会社の元社員であることが判

明。容疑者は、2001年 5月から2006年 3月まで主に販促用DMを取り扱う

当社電算処理室内（東京都新宿区榎町）で勤務しており、データを不正に

記憶媒体に書き出し、密かに持ち出していた模様。 

2月 20日 

・同容疑者が、15万件の個人情報を不正に持ち出していたことを公表。 

2月 26日 

・当社として全容を解明する必要があると考え、捜査当局に対し、押収した

データを貸し出していただくよう要請してきた結果、26日までに、同容疑
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者宅からの押収物のうち、全ての個人情報のデータのコピーについて受領

が完了した。その内容の分析・調査を開始。 

3月1日～11日 

・当社の調査結果を基に、情報が持ち出されたと推定される全ての得意先に

対し、押収物に含まれていたデータが、当該得意先のものであるか否かの

ご確認を依頼。11日までに得意先による確認が完了した。 

 

2.当社調査および得意先での確認の結果 

 捜査当局とも連携し、当社内での分析・調査を徹底して行った後、全ての得意

先による確認を経て、流出した個人情報の内容を特定し、その結果を別紙の通り

まとめました。 

今回持ち出されたデータは 2001 年～2004 年に集中しており、その件数は全

8,637,405 件中 7,976,790 件（92％）となっております。なお、容疑者によっ

て持ち出されたデータは、捜査の過程ですべて押収されております。 

 

万一、今後新たに個人情報の流出が発見された場合は、速やかに調査を行い、

ご報告申し上げます。 

 

3.情報管理体制について 

(1)これまでの情報管理体制強化策 

情報管理につきましては、以下のような対策を実施し、万全を期してまいり

ました。 

・委託先との個人情報に関する契約締結（2000年 8月～） 

・個人情報保護に関するマネジメントシステムを構築し、プライバシーマー

クを取得（2000年 9月～） 

・電算処理室に監視カメラを設置し、不正な行為を牽制（2003年 1月～） 

・電算処理室での生体認証による入退室管理を強化し、部外者の侵入を防止

（2004年 9月～） 

・ポケットのない作業服着用によるデータ等の持ち出し防止 

（2004年 10月～） 

・アクセスログの取得（2004年 12月～） 

 

(2)個人情報流出の原因 

上記のように管理体制を強化してまいりましたが、今回のような、悪意を持

った内部者による不正な記憶媒体へのデータ書き出し行為を防止する上で、

結果として管理に不十分な面がありました。 
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(3)情報管理体制の強化策 

今回の事態発生を受け、全社的に情報管理体制の総点検を実施いたしました。

現在、以下の強化策を講じ、再発防止に全力を挙げて取り組んでおります。 

 

  ①データ記憶媒体取扱者の極少化と社員限定 

データ記憶媒体に書き出す作業員を現状より更に少数化するとともに、当

社および子会社社員に限定しました。また、記憶媒体への書き出しログの

チェック頻度を高めるなど、その管理をより強化しました。 

 

②記憶媒体への書き出し場所の分離 

データを取り扱うセキュリティエリア内において、データ記憶媒体に書き

出す専用の場所を他と分離し、他の場所での書き出しは一切できない環境

を構築します。 

 

③再発防止策の徹底、教育 

 再発防止策を教育プログラムに加え、全社に徹底を図っております。 

 

過去に当社の得意先において個人情報の流出が問題となった時点で、原因を

究明する機会がありながら、その機会を活かせず、容疑者によるその後の不正

行為を許してしまったことについては、重大な問題と認識しております。 

今回ご迷惑をおかけいたしました皆様をはじめ、関係の方々には誠に申し訳

なく重ねてお詫び申し上げます。今後とも個人情報のセキュリティの確保に関

しましては、細心の注意を払い、信頼回復に努めてまいる所存でございます。

なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 本件に関する関係の皆様からのお問合せ先 

 フリーダイヤル ０１２０－２２４－０５７ 

     受付時間 午前９時～午後８時（土日・祭日も受付） 

 

 報道機関からのお問い合わせ窓口 

  大日本印刷株式会社  広報室 

   TEL．０３－５２２５－８２２０ 
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《別紙》 

 

 

個人情報流出の対象となった会社一覧 

（会社名50音順） 

 

 

各社にて個別に対応される予定ですが、当リリースへの掲載を希望された企業は

以下の通りです。 

 

 
○ アメリカンホーム保険会社様 

 

お客様からのお問合せ先 

0120-091-024 （フリーダイヤル） 

（受付時間：午前９時から午後５時まで 土・日・祝日を除く。 

3月17、18、21日についてはお問合せを承ります。） 

報道関係者お問合せ先 03-5611-0411 

ホームページアドレス http://www.americanhome.co.jp/ 

  

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 1,504,857人分 （2007年3月12日時点） 

  ・内容 

氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、保険証券番号、保険料（掛金）

などの項目の全部もしくは一部に加え、のべ111,759人分については保

険料支払いに用いるクレジットカード番号 

（決済口座番号、クレジットカードの有効期限に関する情報につきまして

は含まれていません。） 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 

 

 

○ イオン株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 0120-716-622 （受付時間：午前９時から午後９時まで） 

ホームページアドレス http://www.aeon.info/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 581,293件 （205,141世帯） 

  ・時期 2003年7月までに「げんきキッズ共和国」に入会されたお客さまの一部 

  ・内容 郵便番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 
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○ ＮＥＣビッグローブ株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 
「BIGLOBEカスタマーサポート」特別対応窓口（2007年3月12日開設）

0120-77-0962 （通話料無料）（応対時間：午前９時から午後９時まで） 

ホームページアドレス http://support.biglobe.ne.jp/report20070312/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

（１） ・件数 68,306件 

（１） ・時期 2002年11月 

（１） ・内容 郵便番号、住所、氏名 

 

（２） ・件数 75,039件 

（１） ・時期 2002年11月 

（１） ・内容 
郵便番号、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、メールアドレス、 

ユーザーID、契約コース名、利用状況 

 

（３） ・件数 71,142件 

（１） ・時期 2003年5月 

（１） ・内容 郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、ユーザーID 

 

・上記の 3 種類の情報／件数で、銀行口座、クレジットカード番号などの信用情報は一切

含まれておりません。また、持ち出した本人以外の第三者に渡ったという報告も受けて

おりません。 

 

 

○ ＮＴＴファイナンス株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 
「コールセンター」 0120-030740 

（受付時間：午前９時から午後５時まで） 

ホームページアドレス http://www.ntt-finance.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   総件数 ： 640,225件 

（１） ・件数 439,222件 

（１） ・時期 2002年1月頃 

（１） ・内容 住所、氏名、電話番号 

 

（２） ・件数 201,003件 

（１） ・時期 2002年1月頃 

（１） ・内容 住所、氏名、電話番号、クレジットカード番号 

  

・同社における調査の結果、本件に起因したクレジットカードの不正使用被害は発生して

おりません。 
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○ カルピス株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 専用ダイヤル 0120-494-165 

    

不正持ち出し情報の詳細   総件数 ： 195,552件 （重複して応募されたお客様は調整済みです） 

（１） 2002年 『「アミールS」つづけて実感キャンペーン』告知用のダイレクトメール宛先者名簿 

（１） ・件数 78,163件 

（１） ・時期 2001年12月 

（１） ・内容 郵便番号、住所、氏名、フリガナ、年齢、性別 

 

（２） 2003年 『「アミール S」7年目ご愛飲感謝キャンペーン』告知用のダイレクトメール宛先者名簿

（１） ・件数 189,315件 

（１） ・時期 2003年5月 

（１） ・内容 郵便番号、住所、氏名、フリガナ、年齢、性別 

 

・持ち出された上記の個人情報については、捜査の過程で全て押収されており、捜査当局

によれば、容疑者以外の第三者には不正持ち出ししていないとのことです。 

 

 

○ 近畿日本ツーリスト株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 フリーダイヤル 0120-006-140 

ホームページアドレス http://www.knt.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 65,043件 （当時首都圏在住の方） 

  ・時期 2002年4月 

  ・内容 

・ すべての方に記載されている内容 

： 郵便番号、住所、氏名、自宅電話番号 

・ 一部の方に記載されている内容 

： 生年月日、勤務先、勤務先住所、勤務先電話番号 

・ 「2002年（平成14年）旅のカタログ新聞 首都圏営業本部版・初夏号」

の発送のお客様に限定されています。 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 

 

 

○ ＫＤＤＩ株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 
「auお客様センター」 （受付時間：午前９時から午後８時まで） 

au電話から：（局番なし）157 ／ 一般電話から：0077-7-111 

ホームページアドレス http://www.kddi.com 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 113,696件 

  ・時期 2002年1月頃 

  ・内容 住所、氏名 

 

・当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用されるなどの二次被害は

確認されておりません。 
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○ 株式会社京葉銀行様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 フリーダイヤル 0120-890-258 

ホームページアドレス http://www.keiyobank.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 56,478件 

  ・時期 2003年 9月頃 

  ・内容 
お客様氏名、住所、郵便番号、電話番号、性別、生年月日、店番号、 

CIF（お客様番号） 

  

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 

 

 

○ 株式会社ジャックス様 

 

・本年2月20日公表のとおり、既に該当のお客様（15万名様）に書面によりご案内が完了

しております。 

 

 

○ ソネットエンタテインメント株式会社様 

 

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 59,026件 

  ・時期 2002年7月頃 

  ・内容 
住所、氏名のみ 

カード番号などの信用情報は含みません。 

 

・実害の報告はありません。 

 

 

○ 千葉トヨタ自動車株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 フリーダイヤル 0120-46-2002 

ホームページアドレス http://www.chibatoyota.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 22,788件 

  ・時期 2002年11月 

  ・内容 

郵便番号、住所、氏名 

2002年11月に「クリスマスフェア」ＤＭをお送りしたお客様に限定されて

います。 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 
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○ 株式会社ディーシーカード様 

 

お客様からのお問合せ先 
0120-563-170 （フリーダイヤル） 

（受付時間 : 月～金 9：00～20：00、土･日･祝日 10：00～18：00） 

報道関係者お問合せ先 03-5489-6007 

ホームページアドレス http://www.dccard.co.jp/ 

  

不正持ち出し（流出）情報の詳細 

  ・件数 （時期） 31,845件 （平成13年 ７月） 

  ・件数 （時期） 305,635件 （平成13年10月） 

  ・内容 
カード番号、氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号 

※なお、有効期限や取引金額等は含まれておりません。 

 

・流出対象のお客様情報のうち、今回新たに流出が確認されたお客様情報は16,488件であ

り、このうち現在もカードをご利用のお客様は 8,704 件です。それ以外の今回の流出対

象情報については、既に平成16年8月に弊社において「流出可能性のあるお客様情報」

として公表済みです。今日まで特に被害は確認されておりません。 

 

 

○ トヨタカローラ神奈川株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 フリーダイヤル 0120-045711 

ホームページアドレス http://www.toyota-corolla.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 43,953件 

  ・時期 2003年2月 

  ・内容 
2003年3月にDMをお送りしたお客様情報 

（電話番号・生年月日は含まれておりません） 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 

 

 

○ トヨタ自動車株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 「コールセンター」 フリーダイヤル 0120-758-477 

ホームページアドレス http://www.toyota.co.jp/ 

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 273,277件 

  ・時期 
1998年5月と7月、2001年5月と7月にトヨタ車をご購入いただきました

お客様の一部 

  ・内容 
2001年7月、10月にご愛用者アンケート（購入直後、購入3年後のお客

様向け）をお送りしたお客様情報（住所、氏名、郵便番号） 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。 
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○ ニフティ株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 

「お客様情報不正持ち出しお問い合わせ窓口」 

フリーダイヤル：0120-190-205 （受付時間：午前９時から午後９時まで） 

（2007年 3月13日 9時から受付開始） 

特設ページURL http://support.nifty.com/support/cs/topics/detail/070308004585/1.htm

    

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 

33,318件 

（当時、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県の登

録住所で、ダイヤルアップ接続型のサービスをご契約いただいていた＠

nifty会員の一部） 

  ・対象時期 2002年 9月頃 

  ・内容 
氏名、ローマ字氏名、郵便番号、住所、電話番号、生年月日、＠niftyID、

利用コース 

 

・該当するお客様には、書面またはメールにて当社から直接ご連絡させていただきます。 

パスワードやクレジットカード番号などの決済に利用できる情報は含まれておりません。 

 

 

○ 日本ヒューレット・パッカード株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 0120-776-603 （特設コールセンター） 

報道関係者お問合せ先 03-3335-9199 （広報部） 

ホームページアドレス http://www.hp.com/jp/ 

  

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 163,111件 

  ・時期 2005年9月－11月 

  ・内容 お客様向けのダイレクトメール宛名情報 

 

・現在までのところ当該情報がさらに第三者に不正持ち出しされた事実や不正利用される

などの二次被害は確認されておりません。またクレジットカード情報等の信用情報は、

本ダイレクトメール業務では委託先に提供していないため、一切持ち出されておりませ

ん。 

 

 

○ 弥生株式会社様 

 

お客様からのお問合せ先 
「カスタマーセンター」 0120-057-841 

（受付時間：午前９時半から午後５時半まで 土・日・祝日と休業日を除く）

報道関係者お問合せ先 03-5770-0371 

ホームページアドレス http://www.yayoi-kk.co.jp/ 

  

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 164,304件 

  ・時期 2005年10月～12月 

  ・内容 登録名義（会社名または個人名）、登録住所、登録電話番号、担当者名 

 

・今回の発表は、2006年7月25日に公表したお客様情報の不正持ち出しの対象となった情

報と同一の情報を容疑者が持ち出していた事実が判明したことをご報告するもので、新

たな漏えいではありません。 
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○ ＵＦＪニコス株式会社様 

 

報道関係者お問合せ先 03-5296-1128 （広報部） 

ホームページアドレス http://www.ufjnicos.co.jp/ 

  

不正持ち出し情報の詳細   

  ・件数 1,190,336名 （関連信販会社発行分も含む） 

  ・時期 平成13年12月～平成16年3月に預託したものの一部 

  ・内容 

お名前、郵便番号、住所 

ただし、お客様により、カード番号、生年月日、性別、電話番号が含まれ

ている場合があります。 

 

※本件に起因するクレジットカード等の不正使用事故は、確認されておりません。 

※上記の件数の内、NICOSカード会員99,789名様分については、平成16年4月に「お客様

情報が流出した可能性についてのお知らせ」で、既にご報告しております。 

 

 

○ 以上  18社 5,809,224件 

 

 

○ その他 25社 2,828,181件 


