プライバシーポリシー

株式会社シーズ（以下「当社」とします。）は、以下のとおり個⼈情報保護⽅
針を定め、個⼈情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個⼈情報保護の重要性
の認識と取組みを徹底させることにより、個⼈情報の保護を推進致します。
1.

個⼈情報とは

本プライバシーポリシーにおいて「個⼈情報」とは、当社がインターネットを
通じ、本ウェブサイトにおいてゲストとガイド（以下「皆様」とします。）か
らご提供いただく⽒名、電話番号、電⼦メールアドレス、性別など個⼈を識別
できる情報あるいは 皆様各個⼈に固有の情報を意味します。
2. 個⼈情報の管理
当社は、個⼈情報に関する不正なアクセス、漏えい、滅失、き損等のリスクに
対し社内安全管理措置を規定するとともに、組織的、⼈的、物理的及び技術的
な予防策及び是正策を講じます。
3. 個⼈情報の利⽤⽬的
皆様からお預かりした個⼈情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問
に対する回答として、電⼦メールや資料のご送付に利⽤いたします。
4. 個⼈情報の第三者提供
皆様にご提供いただいた個⼈情報は、次の場合を除き第三者に開⽰いたしませ
ん。
・皆様の同意がある場合
・統計的なデータとして、皆様個⼈を識別できない状態に加⼯した場合
・法令等に基づき、提供に応じなければならない場合

5. 個⼈情報の安全管理
ご提供いただいた個⼈情報は厳重に保管・管理し、第三者の不正なアクセスに
よる個⼈情報の漏洩・流⽤・改ざん等を防⽌するため、万全のセキュリティ対
策を講じるものとします。
6. プライバシーポリシーの変更
当社の事業変更に伴い、プライバシーポリシーが変更される可能性があります。
7. 個⼈情報の開⽰・訂正など
当社は、ご本⼈から⾃⼰の個⼈情報についての開⽰の請求をいただいた際、ご
本⼈であることが確認できない場合には、開⽰に応じません。
8. お問い合せ
当社の個⼈情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
2019 年 9 ⽉ 1 ⽇
不明点があれば、下記のメールもしくは問い合わせフォームからコンタクトく
ださい。
問い合わせ：
https://gooday-japan.net/contact/
mail: gooday_support_japan@gooday-japan.net
責任者

吉村
株式会社シーズ
www.ccc-inc.com
⼤阪市中央区南船場 2-10-30
tel: 06-6251-6700

Privacy Policy

C’s Inc. (hereinafter “we”) has a privacy policy for protecting users’ personal
information. Using mechanisms to execute this policy, we thoroughly protect
users’ personal information and ensure that all employees understand the
importance of personal information protection.

1. Personal information
Personal information is any data that guides and guests (hereinafter “users”)
provide on the “gooday” website that identifies who they are, such as name,
phone number, email address, and gender, as well as any data specific to them
as individuals.

2. Management of personal information
We prescribe in-house security management measures against the risk of things
like unauthorized access to, leakage of, damage to, and loss of personal
information, and we take organizational, human, physical, and technical
measures to prevent and correct these risks.

3. How personal information is used
Personal information about users that we obtain is used in things like emails and
paper documents that we send to users as notifications, answers to questions,
and information about our business.

4. Providing personal information to third parties
Personal information about users that we obtain will not be disclosed to third
parties except in the following cases.
• Users’ agreement has been obtained.

• Information has been compiled for statistical purposes and does not give away
the identity of the user.
• We are legally obligated to provide the information to a third party.

5. Security management of personal information
We take comprehensive security measures to strictly store and manage
personal information that we obtain from users. This is to prevent unauthorized
third-party access that results in things like leakage, misuse, and falsification of
the personal information.

6. Changes in privacy policy
This privacy policy is subject to change due to changes in our business.

7. Disclosure and correction of personal information
We will not disclose information about a person to that person unless he or she
can prove his or her identity.

8. Inquiries
Please use the form below to contact us.
https://gooday-japan.net/contact/
mail: gooday_support_japan@gooday-japan.net
Mika Yoshimura, C’s Inc.
www.ccc-inc.com
September 1, 2019

