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1． 概要 

1.1. www.sunbears.com、eu.sunbears.com、そしてサブドメインを含みますが、これらに限

定されない、SBCC – Sunbears Cloud Campus（当社及びその子会社を併せて「SBCC」と

いいます。）の提供するウェブサイト、アプリケーション及びサービス（以下「当サイト」

といいます。）へようこそ。 

1.2 このポリシーは、個人のプライバシーを維持しながら、訪問者に質の高い情報とリソー

スを提供するという当社の目標に基づいています。このポリシーに関するご意見は、privacy 

@ sunbears.comまでお送りください。 

1.3 当サイトにアクセスするか、当社に登録するか、連絡することにより、お客様は本ポリ

シーの条件の下でのお客様の情報（個人データを含む）の収集、使用、および移転について

理解し、同意することを意味します。このポリシーに同意しない場合、またはこのポリシー

に拘束されたくない場合は、当サイトを使用しないでください。 

1.4 「個人データ」とは、お客様を直接的または間接的に特定できる情報、例えばお客様の

電子メールアドレス、名前、配送先住所、請求先住所、電話番号、財務情報、ユーザー名、

あらゆる形式の識別番号、または、お客様の身体的、生理学的、精神的、経済的、文化的、

社会的なアイデンティティに特有の要素を１つ以上含むものです。 

1.5 EU一般データ保護規則 2016/679（GDPR）の目的のため、データ管理者は、日本の東京

に主たる事業所を持つエフビートライアングル株式会社です。 

2. お客様から収集するデータ 

2.1 お客様が当サイトにアクセスすると、当社は以下に説明する「アクセス情報」、「連絡先

情報」および「第三者情報」と呼ばれる異なる種類の情報を収集します。 当社が収集する情

報の一部は、お客様に関する個人データであり、かかる個人データに関して当社には一定の

義務が課されます。 

3. アクセス情報 

3.1当社は、地理的な場所、IPアドレス、オペレーティングシステムとブラウザーの種類、

デバイスの種類、帯域幅などを含む、お客様のコンピューターに関する情報をシステム管理

のために収集し、集計情報を広告主へ報告する場合があります。当社は、個人を特定するた

めに使用できない、当サイトのユーザーのブラウジング行動及びパターンに関する匿名の統

計データのみを共有します。 



3.2 当社はまた、トラフィックデータ、位置データ、ウェブログおよびその他の通信データ、

当サイトでの滞在時間、閲覧ページ数、参照ウェブページ、アクセスするリソース、アクセ

スした日時などを含みますが、これらに限られない、当サイトへの訪問の詳細を保持する場

合があります。 この情報が、直接的に、または他の情報と組み合わせて間接的に、お客様を

特定できる限り、それは個人情報であり、このプライバシーポリシーの対象となります。 

3.3 当サイトは、改善されたブラウジングエクスペリエンスを提供し、当サイトを改善し、

ターゲティング広告を提供するために、クッキー、ウェブビーコン、およびその他の技術を

使用します。当社は、見られた広告の種類、広告が配信された回数、広告が配信されたペー

ジなどを含みますが、これらに限られない広告情報を収集する場合があります。当サイトに

最初にアクセスすると、場所に応じて、クッキーおよび類似の技術が使用されていることを

通知するメッセージが表示される場合があります。”同意する”をクリックするか、メッセー
ジを閉じるか、サイトを閲覧し続けることにより、お客様はクッキーポリシーに従ったクッ

キーの使用を理解し、同意することを意味します。 

4. 連絡先情報 

4.1 当サイトを通じて、またはその他の方法（たとえば、リンクをクリックして電子メール

を送信するか、電話または書面）で当社に連絡する場合、お客様は、当社に保存されること

になる、名前、連絡先、住所など、お客様に関する一定の個人情報を提供する場合がありま

す。 

4.2 お客様はまた、当サイト上のフォームに記入することにより、お客様に関する情報を当

社に提供する場合があります。この情報には、当サイトを使用するために登録する場合、当

社サービスに申し込む場合、当サイトの掲示板やその他のソーシャルメディア機能へ参加す

る場合、コンテスト、プロモーション、アンケートへ参加する場合、および当サイトに関す

る問題を報告する場合に、お客様が提供する個人データが含まれます。お客様が当社に提供

する個人データには、お客様のお名前、住所、電子メールアドレスと電話番号、クレジット

カード情報、自己紹介文、および写真が含まれる場合があります。 

4.3 お客様は、ソーシャルメディアのプロフィールを使用してアカウントを作成し、当社の

サービスを利用することが出来ます。このオプションを選択された場合は、当社は自動的に

お客様のソーシャルメディアアカウントからお客様の個人データを収集いたします。収集す

る個人データは、そのような個人データを共有するためのソーシャルメディアのプライバシ

ー設定によって決まり、名前、プロフィール写真、年齢、性別、言語、国、その他の公開情

報が含まれる場合があります。 

5. 第三者の情報 

5.1当社が運営する他のウェブサイトまたは当社が提供するその他のサービスのいずれかを

使用する場合にも、当社はお客様に関する情報を受け取る場合があります。また、当社は、

第三者（たとえば、ビジネスパートナー、技術、支払いおよび配信サービスの下請業者、検

索情報プロバイダー、信用照会機関、広告ネットワーク、広告取引所、データ管理プラット

フォーム、コンテンツ推奨プラットフォーム、分析業者などを含みます）と緊密に連携し、

それらの第三者からお客様に関する情報を受け取ることがあります。その性質に応じて、第



三者からの情報は、「アクセス情報」または「連絡先情報」のいずれかになります。当社は

必要に応じて、第三者から個人データが受信された場所を通知するための合理的な措置を講

じます。 

6. 個人データの使用方法 

6.1 当社は使用時に有効なプライバシーポリシーの条件に従って、個人データを使用します。

以下の場合、お客様の個人データを処理します。 

6.1.1 いつでも取り消すことができる同意をした場合； 

6.1.2 お客様が当事者である契約の履行または要求したサービスの実行に必要な場合; 

6.1.3 法律で義務付けられている場合； 

6.1.4 お客様の重要な利益または他人の重要な利益を保護するために必要な場合; ま

たは 

6.1.5 合法的な商業上の利益のために必要な場合。ただし、お客様の権利と利益がそれ

らの利益を上回る場合を除きます。 

6.2 お客様の「アクセス情報」は、要求されたウェブページをコンピューターまたは携帯デ

バイスにルーティングして表示するために使用されます。これにより、当社はお客様に当サ

イトへのアクセスを提供することが出来ます。当社は、正当な商業的利益に従って、当サイ

トを管理するため、及びトラブルシューティング、データ分析、サイト分析、テスト、調査、

統計および調査目的を含む内部操作のため、当サイトを改善するため、コンテンツがお客様

及びお客様のデバイスにとって最も効果的な方法で提供されることを確実にするため、当サ

イトの安全性を確保する取り組みの一環として、お客様が選択された場合には、当社サービ

スのインタラクティブ機能に参加することを可能にするため、当社がお客様および他者に提

供する広告の有効性を評価または理解するため、お客様に関連する広告を配信するため、お

よび、お客様が同意した場合に、お客様に関心のある商品またはサービスについて提案や推

奨を行うため、この情報を使用します。 

6.3 お客様の「連絡先情報」により、当社はお客様にサービスを提供したり、お客様のニー

ズに合わせて特別に調整した情報を提供したり、メッセージや問い合わせをより適切な別の

団体に転送したりすることができます。そのため、例えば、お客様が当社に送信したお問い

合わせに応答するために、当社または当社が選択したパートナーがお客様に連絡できるよう

になる場合があります。また、収集した情報を使用および分析して、ビジネス、顧客サービ

ス、およびサイトとサービスの機能を一般的に管理、サポート、改善、開発できるようにし

ます。当社は、お客様の同意なしに、マーケティング目的でお客様の個人データを共有する

ことはありません。 

6.4 当社が受領する「第三者情報」は、アクセス情報および/または連絡先情報と組み合わさ

れます。この個人データと結合された個人データは、（受領する個人データの種類に応じて）

上記の目的で使用します。 

6.5 当社は、お客様が当社に提供した個人データを使用して、メール、電話、郵便および/ま

たはファックスでお客様に連絡し、当サイトの重要な変更または開発について時折通知しま

す。お客様が適切な形式で同意された場合には、当社はお客様の個人データを使用して、お

客様の関心がありそうな当社または当社が選択したパートナーが提供する他の商品およびサ



ービスについて、メール、電話、郵便および/またはファックスでお知らせする場合がありま

す。 

6.6 マーケティング目的での個人データの使用に同意し、当社の商品やサービス、またはお

客様が興味を持っていると思われる第三者の商品やサービスに関する情報を提供するように

お客様にお願いします。選択した第三者または当社からの連絡を取り消す場合は、受信した

すべてのメールの「登録解除」をクリックしてください。 

6.7 お客様のオプトイン同意により、選択された第三者がお客様の個人データを使用するこ

とを許可し、お客様が興味を持ちそうな商品やサービスに関する情報を提供することもあり

ます。当社または当該第三者は、これらについてメールで連絡する場合があります。当サイ

トの特定の部分にアクセスできるようにするパスワードが与えられた場合（またはお客様が

選択した場合）、お客様には、このパスワードを秘密にする責任があります。お客様はパス

ワードを誰とも共有してはいけません。 

7. お客様の個人データの開示 

7.1 必要に応じて、このプライバシーポリシーに記載されている目的でお客様の個人データ

を以下の者と共有します： 

7.1.1 当社グループのメンバー。これは当社の子会社、当社の最終持株会社およびその

子会社を意味します； 

7.1.2 当社がそれらの者またはお客様と締結した契約の履行を支援するために個人デー

タへのアクセスを必要とするビジネスパートナー、サプライヤー、および下請業者； 

7.1.3 特定の状況で当社に代わって機能を実行する信頼できる第三者企業および個人。

これらの機能には、クラウドストレージプロバイダー、電子メールサービス、マーケ

ティング支援とデータ分析の提供、トランザクションの処理、注文の履行、顧客サー

ビスと信用照会の提供が含まれます。これらのエージェントは、機能を実行するため

に必要な個人データにアクセスできますが、他の目的に使用することはできません； 

そして 

7.1.4当サイトの改善と最適化を支援する分析および検索エンジンプロバイダー 

7.2 欧州連合または欧州経済地域「EEA」からの個人データの場合： 

7.2.1 お客様の個人データは十分なセキュリティ保証を提供し、適用法および本プライ

バシーポリシーの順守へのコミットメントを示す信頼できる第三者にのみ転送されま

す。 

7.2.2 欧州法の下で適切な保護を確保することなく、EEAから発信された個人データ

を EU以外の第三者に転送することはありません。 

7.2.3 第三者への転送が適切なレベルの保護を確保していると EU委員会によって認識

されていない国にある場合、法的強制力のある救済策を確実に利用できるようにする

ためと、お客様の個人データを保護するために、EU委員会によって承認された標準

の契約条項を実施するなどの適切な措置を講じます。 

7.3 また、お客様の個人データを第三者に開示する場合があります： 



7.3.1 法律により義務付けられている場合。 

7.3.2 当社が事業または資産を売却または購入した場合、そのような事業または資産の

見込み売り手または買い手に個人データを開示する場合があります; または 

7.3.3 他の情報を他の企業や組織と交換して、不正行為の防止と信用リスクの削減を図

ります。 

7.4 法律で義務付けられている場合を除き、当社は、お客様の同意なしにお客様から提供さ

れた個人データを共有、販売、または配布することはありません。 

8. 情報提供はお客様の選択です 

8.1 当サイトで情報を提供することは法的に要求されておりません。ただし、上記の特定の

「アクセス情報」がないと、当サイトは機能しません。ブラウザがクッキーを受け入れない

場合でも、当サイトの使用が妨げられることはありませんが、特定の機能が動作しなくなる

可能性があります。 

8.2 サイトで要求される「連絡先情報」について、要求された情報を提供しないと、当サイ

トのその部分に関連する特定の機能またはサービスが利用できない可能性があります。 

9. 個人データの保存期間 

9.1 当社は、当該情報を収集した目的を果たすために必要がある場合に限り、お客様を特定

できる形式でお客様の個人データを保持します。当社は、法的要件、会計要件、または報告

要件を満たすため、紛争を解決するため、または契約と権利を行使するために、必要に応じ

て個人データを保持および使用します。このポリシーに沿って、個人データを安全に削除ま

たは匿名化して、お客様にリンクされないように致します。 

10. 当社のデータセキュリティに関する責任 
10.1 インターネットを介した情報の送信は完全に安全ではありません。当社は、お客様の個

人データを保護し、適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を実施するために最善を

尽くしますが、当社のサイトに送信されるお客様のデータのセキュリティを保証することは

できません。 送信はすべてお客様の責任で行ってください。当社は、情報を受け取ったら、

不正アクセスを防止するために、手順とセキュリティ機能を使用します。不正アクセスを防

止し、データの正確性を維持し、情報を正しく使用するために、エフビートライアングル株

式会社のポリシーおよび業界標準に沿って、オンラインで収集した情報を保護するための適

切な安全対策を講じています。 

10.2 当サイトには、当社のパートナーネットワーク、広告主、およびアフィリエイトのウェ

ブサイトへのリンクが含まれることがあります。これらのウェブサイトのいずれかへのリン

クをたどる場合、これらのウェブサイトには独自のプライバシーポリシーがあり、これらの

ポリシーに対する責任または義務を負わないことに注意してください。これらのウェブサイ

トに個人データを送信する前に、これらのポリシーを確認してください。 

11. お客様のヨーロッパのプライバシー権 



11.1 EEA 内の個人のみ。GDPR の下では、特定の状況において、お客様は以下の権利を保

有します。（a）当社が保有する個人データおよび関連情報へのアクセスをリクエストする

（b）不正確な個人データを不当な遅滞なく修正させる（c）個人情報が欧州法または加盟国

法に基づく法的義務の順守、または法的請求権の確立、行使、または防御のために当社によ

って要求されていない場合、個人データの削除を要求する（d）法的請求権の確立、行使ま

たは防御に処理が必要とされる範囲を除き、個人データの処理を防止または制限する（e）

技術的に可能な場合、第三者への個人データの直接転送を要求する。 

11.2 さらに、お客様には、当社がこのプライバシーポリシーまたは欧州法に基づく義務を当

社が遵守していないと思われる場合、英国情報委員会などの EU データ保護局に苦情を申し

立てる権利があります。 

12. Eメールポリシー 
12.2 当社はお客様の許可なしに商業目的で第三者と、お客様のメールアドレスを共有、売却、

貸し出し、スワップや承認などを致しません。 

13. 16歳以下の子供たち 
13.1 当サイトは 16歳未満の子供を対象としていません。16歳未満のユーザーは、当サイト

に情報を提供することはできません。エフビートライアングル株式会社は、16 歳未満の子供

を対象とした広告や情報収集を意図的に行っていません。お客様が 16 歳未満の場合、当サ

イト上またはその機能を通じて、またはその機能を介して情報を使用または提供したり、当

サイトに登録したり、当サイトでインタラクティブまたはパブリックコメント機能を使用し

たり、お客様の名前、電話番号、メールアドレス、または使用する可能性のあるスクリーン

名またはユーザー名を含む自分に関する情報を当社に提供したりしないでください。保護者

の同意を確認せずに 16 歳未満の子供から個人情報を収集または受信したことが判明した場

合、当社はその情報を削除します。16 歳未満のお子様からの情報や情報についてお知りにな

りたい場合は、privacy@sunbears.comまでご連絡ください。 

14. 一般 
14.1 このポリシーは随時編集する場合があります。 変更については、このポリシーを定期的

に確認してください。 

14.2 当社のプライバシーポリシーおよび運用について他の質問または懸念がある場合は、

privacy@sunbears.comまでご連絡ください。 
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