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であって

します。
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シーポ
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1. 

庁ガイドラインその他関連する法令等を遵守します。

2. 本ポリシーは、本サービスの利⽤に関し適⽤されます。

が、当社の運営するウェブサイト及びアプリケーション上に掲載す

るプライバシーポリシーその他の個⼈情報保護方針または本サービ

スに関する利⽤規約等において、利⽤者情報の取扱いについて規定

する場合、当該規定も適⽤され、当該規定が本ポリシーと抵触する

場合には、本ポリシーが優先されます。

3. 提携パートナーにより提供される提携サービスその他当社以外の第

三者が提供するサービス（以下「外部サービス」といいます）につ

いては、

における利⽤者情報の取扱いについては、外部サービスを提供する

事業者が定めるプライバシーポリシー等をご参照ください。
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利⽤者情報のうち「個⼈情報」とは、個⼈情報保護法にいう「個⼈情

報」を指すものとし、⽣存する個⼈に関する情報であって、

に含まれる⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、連絡先その他の記述

により特定の個⼈を識別できる情報を指します。利⽤者情報のうち「履

歴情報および特性情

⽤いただいたソフトウェアやご購入いただいたサービス

ご利⽤の方法、ご利⽤環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザー

の匿名

報などを指します。
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1. 

報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間

でなされたユーザーの個⼈

を当社の提携先（情報提供元、広告主、広告配信先などを含
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境（携帯端末を通じてご利⽤の場合の当該端末の通信状態、利⽤に

際しての各種設定情報なども含みます）、

報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報

を、ユーザーが当社や提携先のサービスを利⽤しまたはページを閲

覧する際に収集します。
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覧する際に収集します。

4 条 利⽤する目的

 当社は、利⽤者情報を、以下の各号に定める目的のために利⽤

します。 

1. 本サービスの提供にあたり必要な情報を利⽤する目的

2. ユーザーに⾃分の登録情報の閲覧や修正、利⽤状況の閲覧を⾏っ

ていただくために、ユーザーに関する情報を表示する目的

3. ユーザーにお知らせや連絡をする目的

4. ユーザーに

5. ユーザーの本⼈確認を⾏う目的

6. ユーザーに代⾦を請求する目的

7. ユーザーが簡便にデータを入⼒できるようにするために、当社に

登録されている情報を入⼒画⾯に表示させる目的
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9.

10.

11.

2.

利用目的

(1) 

きない形式に加工した統計データを作成するた

め

(2) 

示のため

8. ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

ものも含みます）に転送する目的

9. 代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

に個⼈を特定する目的

10. ユーザーからのお問い合わせに対応する目的

11. 上記の利⽤目的に付随する目的

2. 当社は、前項に定め

報を利⽤します。

【表】 

利用目的 

(1) 当社のサービスに関連して、個人を識別で

きない形式に加工した統計データを作成するた

め 

(2) 当社または第三者の広告の配信または表

示のため 

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

ものも含みます）に転送する目的

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

に個⼈を特定する目的

ユーザーからのお問い合わせに対応する目的

上記の利⽤目的に付随する目的

当社は、前項に定め

報を利⽤します。

 

当社のサービスに関連して、個人を識別で

きない形式に加工した統計データを作成するた

当社または第三者の広告の配信または表

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

ものも含みます）に転送する目的

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

に個⼈を特定する目的 

ユーザーからのお問い合わせに対応する目的

上記の利⽤目的に付随する目的

当社は、前項に定めるほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

報を利⽤します。 

当社のサービスに関連して、個人を識別で

きない形式に加工した統計データを作成するた

当社または第三者の広告の配信または表

 

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

ものも含みます）に転送する目的 

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

ユーザーからのお問い合わせに対応する目的

上記の利⽤目的に付随する目的 

るほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

当社のサービスに関連して、個人を識別で

きない形式に加工した統計データを作成するた

当社または第三者の広告の配信または表

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

 

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

ユーザーからのお問い合わせに対応する目的

るほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

対応する利用者情報の項目

当社のサービスに関連して、個人を識別で

きない形式に加工した統計データを作成するた

・端末情報

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

タ 

・ログ情報

・匿名

当社または第三者の広告の配信または表

・端末情報

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

タ 

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

ユーザーからのお問い合わせに対応する目的 

るほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

対応する利用者情報の項目

・端末情報 

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

・ログ情報 

・匿名 ID およびクッキー情報

・端末情報 

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

るほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

対応する利用者情報の項目

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

およびクッキー情報

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

ユーザーの指示に基づいて他のサービスなど（提携先が提供する

代⾦の⽀払を遅滞したり第三者に損害を発⽣させたりするなど、

本サービスの利⽤規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的

でサービスを利⽤しようとするユーザーの利⽤をお断りするため

るほか、以下の表に定める目的でも利⽤者情

対応する利用者情報の項目 

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー

およびクッキー情報 

・ユーザーが本アプリを利用す

る際に登録または編集したデー
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5-1

にありません。

5-2

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

ご参照下さい。

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

(3) その他マーケティングに利用するため

5 条 通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

1 取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る

にありません。

2 お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

ご参照下さい。

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

その他マーケティングに利用するため

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る

にありません。 

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

ご参照下さい。 

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

その他マーケティングに利用するため

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

 

その他マーケティングに利用するため 

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

・ログ情報

・匿名

・メールアドレス

・生年月日

・その他当社が定める入力フォ

ームにユーザーが入力する情

報 

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

・ログ情報 

・匿名 ID およびクッキー情報

・メールアドレス 

・生年月日 

・その他当社が定める入力フォ

ームにユーザーが入力する情

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法

取得の処理が⾏われる前にお客様の同意を得る利⽤者情報は特

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。

およびクッキー情報

 

・その他当社が定める入力フォ

ームにユーザーが入力する情

通知・公表⼜は同意取得の⽅法、利⽤者関与の⽅法 

利⽤者情報は特

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

いることが判明した場合、下記お問い合わせ窓口へのお客様のお申出

に基づき、利⽤者情報の利⽤の停⽌⼜は消去を⾏います。 

およびクッキー情報 

・その他当社が定める入力フォ

ームにユーザーが入力する情

利⽤者情報は特

お客様は、本アプリの所定の設定を⾏うことにより、利⽤者情報

の全部⼜は⼀部について、その取得⼜は利⽤を中⽌させることができ

ます。なお利⽤者情報の項目によっては、その取得⼜は利⽤が本アプ

リの動作の前提となるため、本アプリのアンインストールを⾏うこと

によってのみこれを中⽌できます。これらの詳細については、下記を

上記のほか、利⽤者情報が本ポリシーに反して取得⼜は取り扱われて

様のお申出
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⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

くなります。

第 6

1. 

み込んでおりません。

2. 

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

3 5-1 のご同意を頂けないこと、⼜は

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

くなります。

6 条 外部送信、第三者提供、情報収集モジュール

 本アプリには外部送信、

み込んでおりません。

 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

1. 個

合であって、本⼈の同意を得ることが困難であるとき

2. 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があるとき

のご同意を頂けないこと、⼜は

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

くなります。 

外部送信、第三者提供、情報収集モジュール

本アプリには外部送信、

み込んでおりません。

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

個⼈の⽣命、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

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があるとき

のご同意を頂けないこと、⼜は

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

外部送信、第三者提供、情報収集モジュール

本アプリには外部送信、

み込んでおりません。 

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

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

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があるとき

 

のご同意を頂けないこと、⼜は

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

外部送信、第三者提供、情報収集モジュール

本アプリには外部送信、第三者提供、

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

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

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があるとき

のご同意を頂けないこと、⼜は 5-2 の規定に基づく利⽤の中

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる

外部送信、第三者提供、情報収集モジュール

第三者提供、情報収集モジュールを組

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

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

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があるとき

の規定に基づく利⽤の中

⽌等がなされたことにより、当社が利⽤者情報を取得⼜は利⽤できな

い場合には、当該利⽤者情報の利⽤が前提となる機能はご利⽤頂けな

外部送信、第三者提供、情報収集モジュールの有無

情報収集モジュールを組

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

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

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があるとき 

の規定に基づく利⽤の中

⼜は利⽤できな

機能はご利⽤頂けな

の有無 

情報収集モジュールを組

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

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 

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

の規定に基づく利⽤の中

⼜は利⽤できな

機能はご利⽤頂けな

情報収集モジュールを組

当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意

を得ることなく、第三者に個⼈情報を提供することはありません。た

だし、個⼈情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。 

⼈の⽣命、身体または財産の保護のために必要がある場

 

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



3. 

ないものとします。

3.

第 7

お客様が本アプリを通じて

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

様の位置情報（位置情報の機能

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、

 前項の定めにかかわらず、次に掲げる

ないものとします。

1. 当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合

2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

供される場合

3. 個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

7 条 取得された情報の公開、共有

お客様が本アプリを通じて

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

様の位置情報（位置情報の機能

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、

前項の定めにかかわらず、次に掲げる

ないものとします。 

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

供される場合

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

取得された情報の公開、共有

お客様が本アプリを通じて

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

様の位置情報（位置情報の機能

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、

前項の定めにかかわらず、次に掲げる

 

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

供される場合 

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

取得された情報の公開、共有

お客様が本アプリを通じて同僚

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

様の位置情報（位置情報の機能

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、

 

前項の定めにかかわらず、次に掲げる

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

取得された情報の公開、共有 

同僚・当社従業員

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

様の位置情報（位置情報の機能を有効にしている場合）、メッセージ

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、

前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当し

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

 

・当社従業員等と通信による連絡及び

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

有効にしている場合）、メッセージ

に含まれるテキスト、写真、動画、音声、URL のリンク等が連絡や情

場合は第三者には該当し

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

取扱いの全部または⼀部を委託する場合 

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

等と通信による連絡及び

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

有効にしている場合）、メッセージ

のリンク等が連絡や情

場合は第三者には該当し

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき

等と通信による連絡及び

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

有効にしている場合）、メッセージ

のリンク等が連絡や情

場合は第三者には該当し

当社が利⽤目的の達成に必要な範囲内において個⼈情報の

合併その他の事由による事業の承継に伴って個⼈情報が提

個⼈情報を特定の者との間で共同して利⽤する場合であって、そ

の旨並びに共同して利⽤される個⼈情報の項目、共同して利⽤す

る者の範囲、利⽤する者の利⽤目的および当該個⼈情報の管理に

ついて責任を有する者の⽒名または名称について、あらかじめ 本

⼈に通知し、または本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき 

等と通信による連絡及び

情報を共有する機能を利⽤した場合には、本アプリにて取得したお客

有効にしている場合）、メッセージ

のリンク等が連絡や情



報の共有をしている同僚

があります。

第 8

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

いいたします。

【お問い合わせ窓口】

ALLASTARSEA

お問い合わせフォーム：

第 9

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、

があります。変更した場合には、本アプリ

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

とします。

2019

 

報の共有をしている同僚

があります。

8 条 お問い合わせ窓口

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

いいたします。

【お問い合わせ窓口】

ALLASTARSEA

お問い合わせフォーム：

9 条 プライバシーポリシーの変更

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、

があります。変更した場合には、本アプリ

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

とします。 

2019 年 8 ⽉

報の共有をしている同僚

があります。 

お問い合わせ窓口

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

いいたします。 

【お問い合わせ窓口】

ALLASTARSEA 

お問い合わせフォーム：

プライバシーポリシーの変更

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、

があります。変更した場合には、本アプリ

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

 

⽉ 23 ⽇ 制定

報の共有をしている同僚・当社従業員

お問い合わせ窓口 

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

【お問い合わせ窓口】 

お問い合わせフォーム：http://www.starsea.asia/visit.html

プライバシーポリシーの変更

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、

があります。変更した場合には、本アプリ

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

制定 

 

・当社従業員等に通知または共有される場合

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

http://www.starsea.asia/visit.html

プライバシーポリシーの変更 

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、

があります。変更した場合には、本アプリ

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

等に通知または共有される場合

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

http://www.starsea.asia/visit.html

 

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

な改善に努めるものとし、必要に応じて、本ポリシーを変更すること

があります。変更した場合には、本アプリに表示する方法でユーザー

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

等に通知または共有される場合

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

http://www.starsea.asia/visit.html

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

本ポリシーを変更すること

に表示する方法でユーザー

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

等に通知または共有される場合

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

http://www.starsea.asia/visit.html 

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

本ポリシーを変更すること

に表示する方法でユーザー

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの

等に通知または共有される場合

本ポリシーに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームまでお願

当社は、利⽤者情報の取扱いに関する運⽤状況を適宜⾒直し、継続的

本ポリシーを変更すること

に表示する方法でユーザー

に通知いたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるよう

な内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るもの


