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1. 前書き 
 

西尾（上海）総合物品租賃有限公司（以下は「西尾会社」また「当社」と

称する）は、機電設備・建材・体育用品・屋外用品・展示会用品・建築機械
設備・オフィ用品・玩具・子供遊楽設備のレンタル・取付工事・技術指導及
びメンテナンスサービス、上記商品の卸売業、輸入出、代理及びその関連サ
ービス、会議サービス、商務情報コンサルティングを従事する会社である。 

西尾会社は、お客様、サプライヤー、サイト訪問者、および他の第三者(以

下統一して「個人情報主体」または「あなた」と称する)のプライバシーおよ

び個人情報を尊重し保護する。本個人情報とデータの使用政策(以下「本政策」

と称する)で、あなたが西尾会社と業務交渉、業務提携を行う、西尾会社の製

品やサービスの調達と使用、西尾会社に製品やサービスの供給、西尾会社の

サイト：www.nishio.com.cn、www.kidsmagic.com.cn（以下統一して「西尾
会社サイト」と称する）のアクセス、西尾会社との他のインタラクションを

行う際、西尾会社がどのようにあなたの個人情報を収集し、どのようにあな

たの個人情報及びその他のデータを処理し、保護することを告知し明確に記

載した。 
 
2. 定義 
 
2.1 本政策中における以下の言葉と表記の意味は、文脈上許す限り以下の通

りである： 
 

“同意” 個人情報とデータ保護法律に基づく、適切に告知された

後、自主的及び自発的に行った、法的拘束力のある意思

表示である、個人情報主体がそれに関連する個人情報を

取り扱うことに同意することを示す。 
 

“西尾会社” 西尾（上海）総合物品租賃有限公司とその子会社、分会

社と代表事務所を指す。 
 

“グループ” 西尾レントオール株式会社（本社）及びその子会社を指

す。 

 

“個人情報” 電子的又はその他の方法で記録され、既に識別され又は

識別しうる自然人にかかる各種の情報を指す。匿名化処

理された後の情報は含まれない。 

 

“個人情報処理者” 本政策の目的の為、個人情報の取扱活動において、取扱

目的及び取扱方法を自主的に決定する組織又は個人を指

す。 
 

http://www.nishio.com.cn/
http://www.kidsmagic.com.cn/
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“個人情報とデー

タ保護法律” 
≪中華人民共和国民法典≫、≪中華人民共和国ネット安

全法≫、≪中華人民共和国データ安全法≫、≪中華人民

共和国個人情報保護法≫及び前述の法律を執行する為、

または前述の法律に基づいて制定されたその他の法律、

法規または規則、および中国に存在する可能性のあるす

べての個人情報およびプライバシーに関連するその他の

適用法律を指す。 

“個人情報主体” 個人情報が指している、個人情報の処理目的を告知され、

かつ同意を表明した人（その健康状態にかかわらず）を

指す。 
 

“中国” 中華人民共和国を指す。本政策の目的を実現する為、香

港特別行政区、アモイ特別行政区、台湾地域を含まない。 

 

“処理” 個人情報とデータの収集、保存、使用、加工、伝送、提

供、公開、削除等を指す。 

 

“センシティブ個

人情報” 
一旦漏洩や不法使用がなされると、自然人の人格の尊厳

を傷つけ、人身、財産の安全を害する恐れがある個人情

報を指す。生物識別、宗教信仰、特定身分、医療健康、

金融口座、行動履歴等の情報及び14歳未満の未成年者の

個人情報が含まれる。 
 

“受託処理者” 個人情報処理者/データ処理者又はその任意の他の受託

処理者が委託した、個人情報処理者/データ処理者又はそ

の任意の他の受託処理者から個人情報とデータを受信す

ることに同意し、かつ、個人情報処理者/データ処理者の

みを代表して、その指示及び書面委託契約の条項に従っ

て当該等の個人情報を処理する任意の第三者を指す。 
 

“データ” いかなる電子的又はその他の方法で情報に対する記録を

指す。 
 

“データ処理者” 本政策の目的の為、データの取扱活動において、取扱目

的及び取扱方法を自主的に決定する組織又は個人を指す 
 

 
2.2 見出しは読みやすいために設けられており、本政策の解釈に影響をあた

えない。 
 
3. 範囲 

 
3.1 本政策は、西尾会社が以下の経路と方式で処理した個人情報とデータに

適用される： 
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3.1.1 当社が運営する西尾会社サイト及び西尾会社が所有または管理するそ

の他のサイト（以下統一して「サイト」と称する）； 
 

3.1.2 当社が提供する、コンピュータおよびモバイルデバイス上で使用される、

またはコンピュータおよびモバイルデバイスを介して使用されるソフ

トウェアアプリケーション(すなわち、アプリケーション)； 

 

3.1.3 当社が管理するソーシャルメディアページ（以下統一して「ソーシャル

メディアページ」と称する）； 

 

3.1.4 当社が発送した、本政策にリンク可能な電子メール、およびあなたは当

社との間のオンラインまたは対面コミュニケーション； 

 

3.1.5 第三者（例えば、ライセンス供与者など）およびその他のソース（例え

ば、公共データライブラリ、マーケティングパートナー、その他の第三

者）；及び 

 

3.1.6 あなたはお客様として当社の製品またはサービスを購入または使用す

る場合；あなたはサプライヤーとして当社の業務、製品またはサービス

を提供する場合；またはその他のオフライン活動（以下統一して「オフ

ライン連携」と称する）。 

 

当社はサイトとソーシャルメディアページを併せてオンラインサービ

ス」と称する、オンラインサービスとオフライン連携を併せて「サービ

ス」と称する。 
 

3.2 西尾会社はサービスを提供する際、個人情報主体に関連する個人情報と

データを収集及び処理を行う。西尾会社は≪中華人民共和国個人情報保

護法≫における個人情報処理者と≪中華人民共和国データ安全法≫に

おけるデータ処理者である。 
 

4. あなたの役割と責任 
 

4.1 サービスを利用する前に、本政策をよく読んで完全に理解してください。

太字、太字下線で表記されている条項に注意してください。あなたはこ

の政策を完全に理解して同意したことを確認してからサービスを利用

しなければならない。本政策について何か質問、コメント、提案がござ

いましたら、本政策が提供した様々な連絡先にて当社に連絡ください。 
 

4.2 あなたは、西尾会社がサービスを提供する際収集した個人情報とデータ

の内容、及びこちらの情報はどのように保存、保護及び使用されること

に対して把握しかつ理解する権利を有する。 
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5. 処理する個人情報とデータ 
 
5.1 サービスを提供する際、当社は以下の種類のあなたの個人情報を処理す

る： 

 氏名 

 性別 

 郵送地 

 電話番号 

 電子メール 

 生年月日と場所 

 国籍、パスポート、ビザ、その他政府が発行するアイデンティティ

データ 

 ソーシャルメディアアカウントIDと公開取得可能な他の情報 

 
5.2 ごく特別の場合、サービスを提供する際、当社は下記の情報も処理でき

る： 

 家族や仲間に関するデータ、例えば子供の氏名や年齢 

 生体特徴データ 

 以下の方式で得られた画像と音声、ビデオデータ：西尾会社の公共

エリアにあるセキュリティカメラ 
 
5.3 Cookiesとその他データ 
 
オンラインサービスを提供する際、当社はCookies（クッキー）とその他デー

タを処理する可能性がある。 
 
5.3.1 Cookiesとは、あなたが見ているウェブサイトブラウザのテキストファイルで

あり、あなたの好みが保存される。あなたのメールアドレスまたはその他

の個人識別情報が開示されない。 
 
当社は必要なCookiesを使用してウェブサイトの動作を保証し、オプションの

Cookies を使用してユーザー体験を向上させる。 
 

(1) 必要な Cookies 
 

そちらのCookiesはウェブサイトの中核機能の基盤であり、ミューティン

グのキー機能またはセキュリティー機能（例えばサイトの保護エリアに

アクセスする際にユーザーの真実性や権限が確認される）に影響を与え

ることを避ける場合、閉鎖されない。 
 

(2) オプション Cookies 
 

当社が使用するオプションCookiesは、ユーザーの好みを記録する

Cookiesと分析及び普及Cookiesである。 
 

- 分析及び普及Cookies 
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分析及び普及Cookiesは、あなたが利用するサイトの詳細情報を

収集する可能性がある、例えばどのサイトがあなたに当社を推薦

した（例えば検索エンジン、市場普及活動、導入ドメイン）、あ

なたが閲覧しているサイト、ウェブサイトアクセスする経路、ク

リックされるリンクまたは広告。当社はこちらの情報を使用して

ウェブサイトを改善し、アクセス感を向上させ、さらに広告情報

をあなたの関心とより一層関連つける。これらのCookiesは同じ

広告の繰り返しを防ぐ機能も実行している。 
 
当社は第三者と情報の一部を共有する：例えば、エンジンプロ

バイダの分析や検索によって、ウェブサイトの向上と最適化が

支援されるサービスプロバイダ。また、当社以外所有または運

営するサイトに広告を公開することで、当社のサービスを拡大

する広告代理店。これらの広告により、あなたは当社をもっと

理解してほしいが、あなたの個人情報を第三者に売却してはな

らない。 
 

- ユーザーの好みを記録するCookies 
 
ユーザーの好みを記録するCookiesは、あなたが選択した内容を

収集する可能性があり（例えば、ユーザー名、言語、地域など）、

よりパーソナライズされた拡張体験を提供することができる。 
 
あなたはCookiesを受け入れるか拒否するかを選択する権利が

ある。あなたがCookiesを受け入れることを拒否しなかった場合、

Cookiesはあなたのブラウザに送信され、あなたのコンピュータ

ハードディスクに保存される。ウェブサイトで個人情報を入力

することを選択すると、これらの情報はCookiesに格納されたデ

ータに接続される可能性がある。ウェブサイトにアクセスし、

再訪問する時、当社はあなたの身分を識別し、データ分析を通

じてより良いサービスを提供することができる。 
 
エクスプローラの設定を変更してCookiesを拒否することがで

きる。しかし、その場合、ウェブサイトでCookiesを依存したサ

ービスを利用することができない。 
 

5.3.2 ネットワークログ 
 
当社は標準ネットワークログを用いてウェブサイトにアクセスするユーザー 
の基礎データを記録する、それらのログは以下の情報を含まれる： 

 
(1) 訪れた日と時間 
(2) アクセス期間中に閲覧したホームページ 
(3) アクセス時使用するユーザーのIPアドレス（コンピュータはネットワ

ークに接続する際にIPアドレスを自動生成する。IPアドレスは、インタ

ーネットにアクセスできるように、インターネットサービスプロバイ

ダによって割り当てられた番号である。IPアドレスは、ウェブサイト
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の新しい訪問者および再度訪問者、またはウェブサイト使用のための

任意のアンケートのためにも使用される） 
(4) ウェブサイトを閲覧する為ビューアーの種類 
(5) ウェブサイトを閲覧する前に訪れたサイト 
(6) 当社は通常，ネットワークログ（そのIPアドレスを含む）によって個

人を識別することはなく，そのような情報を他人に開示することもな

いが、ネットワークログは、ウェブサイトを破壊または不正に使用し

ようとしていることを疑う理由がある個人を識別するために使用され

る可能性がある。コンピュータセキュリティや関連法律に違反する行

為が発生したと信じる理由があれば、関連の法執行機関に当社のネッ

トワークログを提供することがある。 
 

5.3.3 設備情報 
当社のサービスを使用するまたはウェブサイトにアクセスすると、当社はあ

なたの設備の識別子、ユーザー設定、およびデバイスのオペレーティングシ

ステムのようなモバイルデバイスから送信されるいくつかの情報を収集す

る。当社が収集したあなたのモバイルデバイスおよびインターネット接続に

関する情報は下記の内容を含む可能性がある：一意のデバイス識別子、IMEI
番号、IPアドレス、オペレーティングシステム、ブラウザタイプ、ブラウザ

言語、参照/ログアウトページおよびURLs、モバイルネットワーク情報、お

よび当該デバイスの電話番号。ツール、アプリケーション、およびウィジェ

ットをダウンロードすることにより、当社はあなたのいかなるモバイルデバ

イスでサービスを使用することができる。当該ツール、アプリケーション、

およびウィジェットはあなたのモバイルデバイスまたは他のデバイスに情

報を格納することができる。当該ツールは、当社に個人情報を送信し、あな

たがユーザーアカウントにアクセスできるようになり、かつ当社はこれらの

ツールの使用状況を追跡することができる。一部のツールはあなたに報告書

と他の情報をあなたのメールに送信することを許可する。当社は、あなたが

当社に送信した個人または非識別情報を使用して、これらのツールを強化し、

新しいツールを開発し、品質を向上させ、及び本政策または当社が提供する

他の通知に記載されている他の事項に使用される。当社はあなたにメールに

“click-through URL”を送って当社のサイト内容にリンクする。あなたはURL
の1つをクリックすると、ターゲットページに到着する前に当社のサーバを

通過する。これらのクリックデータを追跡することにより、あなたがテーマ

への興味を確認でき、かつユーザーコミュニケーションの有効性を評価する

ことができる。当社が送った電子メールのリンクや画像をクリックしない限

り、追跡されることを避けられる。 
 
また、セキュリティ目的でデバイスログが審査されることもある、例えばサ

ービスの不正なアクティビティのプローブなど。この場合、IPアドレスを含

むデバイスログデータは、調査した不正なアクティビティに関連するユーザ

ーを特定するために、法執行機関に提供されることがある。 
 
当社は、当社のネットワークログからの非個人情報(組合せデータ)と他の技

術を統合して、サイトがどのように利用されることを検討する。当社は、こ

れらの組合せデータを定期的に分析し、得られた結論を用いてサイトを改善

する。また、組合せデータ（いかなる個人を識別できる情報を含まない）を

提携側と共有し、より良いサイトの設計を支援する。 
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6. 個人情報とデータを処理する目的 
 
6.1.1 西尾会社は以下の目的で個人情報とデータを処理する： 
 

(1) 業務交渉、提携、取引など関連する連絡 
(2) 当社のサービスに関する紹介 
(3) 当社のサービスを提供する 
(4) 当社のサービスに関連する義務の履行 
(5) 当社のサービスに関連する市場普及、営業販売、調査、開発、販売、配

給、アフターサービスなど 
(6) 当社の業務と関連する新商品、新サービスの開発 
(7) 当社の業務に関連する展示会、検討会及びその他の活動に参加する 

 
7. 個人情報とデータを処理する原則 
 
西尾会社は個人情報を処理する際、個人情報とデータ保護に関する法律が規定した以

下の原則に遵守する：  
 
7.1 適法、正当、必要及び誠実原則 
 
個人情報の処理は適法、正当、必要及び誠実の原則を順守し、誤導、詐欺、脅迫等の

方法により個人情報を処理してはならない。 
 
7.2 明確かつ合理的な目的を有する原則 
 
個人情報の処理は明確かつ合理的な目的を有し、個人の権利利益への影響を最小限に

する方法を採用すること。 
 

7.3 個人情報最小限原則 
 
処理目的を実現するため、必要最小限の個人情報を収集し、個人情報を過剰に収集し

ないこと。 
 
7.4 公開透明原則 
 
個人情報の処理は公開、透明の原則を順守し、個人情報処理の規則を公開し、処理の

目的、方式、範囲を明示すること。 
 
7.5 クオリティ確保原則 
 
個人情報の処理は個人情報のクオリティを保障し、個人情報の不正確、不完全による

個人の権利利益への不利な影響を回避すること。 
 
7.6 安全原則 
 
個人情報の処理は個人情報の安全を確保し、個人情報の不正また違法処理、意外な紛

失、破壊、損害を防止する為、適切な技術的又は組織的安全管理措置を講じなければ
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ならない。 
 
8. 個人情報とデータの保存 

 
8.1 西尾会社は以下の事項に必要な最長期間内にあなたの個人情報を保存する： 

 
(1) 本政策の第6条に述べた合法的な目的を達成する； 

 
(2) 適用される法律におけるデータの保存要求に遵守する； 
 

(3) 西尾会社の合法的な権利を行使するまたは法的クレームに対する抗弁

する。 
 

8.2 第10.1条に記載された保存期間が満了後、西尾会社はあなたの個人情報を破棄

及び／または削除する。 
 

8.3 様々な場面での個人情報の保存期限を決定する際、西尾会社は、個人情報の数

量、性質およびセンシティブな性質、個人情報の不正使用または開示の潜在的

リスク、個人情報を処理する目的、他の方法でこの目的を実現できるかどうか、

および適用される法的要件を考慮するものとする。 
 

8.4 場合によって、西尾会社はあなたの個人情報を匿名化する。このような匿名化

された情報はあなたを識別できなくなる為、西尾会社はあなたに通知せずこの

ような情報を使用する権利がある。 
 
9. 個人情報主体の権利と職責 
 
9.1 個人情報主体は、西尾会社が処理する個人情報に対して個人情報とデータ保護

法律が付与した各種権利を有する。これらの権利は以下を含む： 
 

(1) 個人の同意に基づく個人情報を処理する場合、いつでも同意を撤回する

ことができる； 
(2) 西尾会社に個人情報の閲覧、複製を要求する； 
(3) 以下のいずれの場合、西尾会社に個人情報の削除を要求する： 

(ii) 個人情報の収集またはその他の処理を行う目的は既に達成された

または達成できない； 
(iii) 個人情報の収集またはその他の処理を行う目的を実現する為不要

である； 
(iv) 個人情報処理者はサービスまたは製品の提供を停止した； 
(v) 個人情報の保存期間が満了した； 
(vi) 個人の同意に基づいた処理のみである、同意は既に撤回された、か

つ個人情報処理者は個人情報を扱うその他の法的根拠がない； 
(vii) 不正処理である。 

 
(4) 不正確な個人情報の修正または不完全な個人情報の補充を西尾会社に要

求する； 
(5) 特定の状況での処理活動の制限、例えば、個人情報の正確性に関する苦

情が発生した； 
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(6) 個人情報処理者が自動化された意思決定方法のみを通じて決定を行うこ

とを拒否する権利がある； 
(7) 個人情報の漏洩、改ざん、紛失が発生または発生する可能性はある場合、

通知を得る権利がある。 
(8) 場合によって、その指定された個人情報処理者に個人情報の移転を要求

するが、個人情報保護機関が規定された条件を満たさなければならない； 
(9) 西尾会社にその個人情報処理規則の解釈を要求する。 

 
個人情報主体は上記のいずれかの権利の行使を要求した場合、西尾会社はま

ず身分を確認する。 
 

 
9.2 個人情報主体が負う責任： 

 
(a) 本政策を熟知、理解する； 
(b) 西尾会社に提供する個人情報の真実性、完全性、正確性、有効性かつ最

新であることを保証する； 
(c) 提供する情報に変更がある場合、直ちに西尾公司に通知する； 
(d) 西尾会社に既知の個人情報とデータのいかなるミスを通知する。 

 
10. 個人情報を処理する 
 
10.1 個人情報を処理する法的根拠 

 
個人情報を処理する法的根拠は： 

 
(1) 個人情報主体が同意した； 
 
(2) 個人情報主体が当事者の一方となる契約の締結、履行に必要な場合又は

法により制定された労働規則制度や法律に従い締結した集団契約を実

施する人事管理に必要な場合； 
 

(3) 西尾会社に法定の職責又は法的義務の履行に必要な場合； 
 

(4) 突発的な公衆衛生上の事件に対応し、又は緊急状況において自然人の生

命、健康及び財産の安全の保護に必要な場合； 
 

(5) 公共の利益のため、メディア報道、世論監督等の行為を実施する際、合

理的な範囲内で個人情報を処理する； 
 

(6) 個人情報とデータ保護法律が規定された合理的な範囲内で、個人が自ら

公開し又はその他既に適法に公開された個人情報を処理する； 
 

(7) 法律、行政法規に規定するその他の状況。 
 

 
10.2 センシティブ個人情報の処理に関する追加要求 
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10.2.1 西尾会社は、第10.1条に記載した法的根拠に適合する場合、下記の条件に満た

す場合、センシティブ個人情報を処理する： 
 

(1) センシティブ個人情報を処理する特定の目的と十分な必要性がある； 
(2) 西尾会社は厳格な保護措置を講じた； 
(3) 西尾会社は個人情報主体に個人センシティブ情報の処理の必要性及び

個人の権利利益に与える影響について告知した； 
(4) 西尾会社は個人情報主体の個別的同意を得た（法律、法規の規定に適用

し、個人情報主体の書面による同意を得たこと）； 
(5) 西尾会社は事前の個人情報保護影響評価を完成した； 
(6) 14歳未満の未成年者の個人情報について、西尾公司は（i）すでに未成年

者の両親またはその他の保護者の同意を得た；（ii）未成年者の個人情

報を扱う為の特別なルールを制定した。 
 
10.3 疑義を回避するために、以下の場合は、個人情報とデータ保護法律の規定によ

り、あなたの個人情報を処理する際、事前に許可同意を得る必要はない： 
 

(1) 法律法規が規定される義務の履行に関連する； 
(2) 国家安全、国防安全と直接に関連する； 
(3) 公共安全、公衆衛生、重大な公共の利益と直接に関連する； 
(4) 犯罪捜査、起訴、審判及び判決執行など司法または行政法執行と直接に

関連する； 
(5) あなたやその他の個人の生命、財産など重大な合法的な権益を維持する

ために、ご本人の同意を得ることが困難である； 
(6) 自ら社会公衆に公開した個人情報； 
(7) 合法的に公開、披露された情報から個人情報を収集する：例えば、合法

的な新聞記事、政府情報公開などルールがある。 
(8) あなたとの間の関連契約及びその他の書面文書の締結及び履行のため

に必要である； 
(9) その他法律法規に規定される状況に適用する。 

 
10.4 適用される法律に基づき、個人情報を技術手段及びその他の必要な手段で処理

することで、データの受信側は特定の個人を再認識ができないかつ個人情報を

復元できなくなる、そのような処理後のデータの共有、譲渡及び公開開示は別

途あなたの同意を得る必要がないことを理解してください。 
 

10.5 あなたから第三者の個人情報とデータの取得 
 

当社はあなたから間接的に第三者の個人情報とデータを取得した場合、あなた

はその第三者の個人情報とデータの正当なコンプライアンスを確保し、かつあ

なたが収集、処理、提供した第三者の個人情報とデータは第三者から合法的な

授権を取得したことを保証する、法律が明確に許可される場合を除き、当社は、

あなたが第三者の許可同意を取得したことを確認してからあなたから第三者

の個人情報とデータを収集する。第三者があなたに許可した範囲に対して当社

の処理及び利用目的をカバーできない場合、あなたは第三者の同意を得てから

第三者の個人情報とデータを処理しなければならない。また、当社のセキュリ

ティチームは個人情報とデータに対してセキュリティ補強（センシティブ情報

の収集、センシティブ情報の暗号化保存、アクセス権限の制御などを含む）を
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行う。当社は間接で取得した個人情報とデータに対して、当社自身のユーザー

の個人情報と同等な保護手段と措置を講じ保護する。 
 

10.6 第三者に個人情報とデータを提供する 
 
一般的には、当社はその他の会社、組織及び個人にあなたの個人情報を提供しないが、

以下の場合は除外する： 
 
10.6.1 西尾会社の株主に個人情報とデータに提供する 

 
本政策に記載する目的から、西尾会社は株主に第5条に記載するあなたの個人

情報とデータを提供し、あなたの状況とニーズの分析、あなたに必要の情報

を提供し、サービスの向上を図る、かつ西尾会社及びグルーブの日常運営を

促進する。 
あなたは、西尾会社の株主に送信されたいずれの個人情報またはデータをア

クセス、更新、または削除を要求したい、またはあなたの個人情報およびデ

ータについて本政策が提供された他の権利を行使する、または個人情報また

はデータの移転と保存についていかなる質問を提出する場合、西尾会社の株

主に連絡することができる。その株主の名前および連絡先は以下の通りであ

る： 
会社名：西尾レントオール株式会社（本社） 
所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋１-１１-１７ 
連絡先：0081-6-6251-7302 

 
10.6.2 その他の第三者に個人情報とデータを提供する 

 
当社は、個別の同意を得てから、あなたの個人情報とデータをその他の第三

者に譲渡するまたは第三者と共有する。 
 
10.6.3 例外 
 

西尾会社が合併、買収または破産清算が発生し、またはその他合併、買収ま

たは破産清算に関わる際、個人情報の譲渡に関わる場合、当社はあなたの個

人情報とデータを新たに所有する会社または組織に、本政策の定めに引き続

き遵守しかつ速やかに当該公司または組織の名称と連絡先をあなたに告知す

る。そうでなければ、当該公司または組織に改めてあなたの同意を求めるこ

とを要求する。 
 

10.7 個人情報とデータの委託 
 

当社はサプライヤーやサービスプロバイダに依頼し、受託処理者としてあなた

に何らかのサービスを提供するまたは当社を代表して職能を履行する。この場

合、当社は、本政策の明確な目的のみで当該受託処理者とあなたの個人情報と

データを共有する。当社が受託処理者に交付した個人情報の種類は下記を含む

か、これらに限らない：（i）IT及び会社運営に関連するサービスの提供；（ii）
あなたが要求するサービスの提供；（iii）支払処理；（iv）サイトの設計、運

営及び管理。当社は受託処理者と適切な契約を締結しており、契約で約束した
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サービスを履行するまたは適用される法律を遵守する際必要である場合を除

く、受託処理者は個人情報の使用または共有することが禁止されている。 
 
 
10.8 個人情報とデータの越境提供 
 
10.8.1 西尾会社とそのグルーブは多国籍企業であり、世界規模でサービスを提供す

る。西尾会社がそのサービスを提供するには、個人情報とデータの越境提供

が必要の条件である。本政策に記載されている目的で、西尾会社はあなたの

個人情報とデータを西尾レントオール株式会社（本社）までに転送し、本政

策で規定されて期間内にあなたの個人情報を中国国外で保存する。西尾会社

は越境提供された個人情報とデータを適切に保護し、かつ個人情報とデータ

保護法律を遵守することを保証する。 
10.8.2 あなたは、中国国外に移転されたいずれの個人情報またはデータを取得、改

正、更新または削除を要求したい、またはあなたの個人情報およびデータに

ついて本政策に基づき他の権利を行使する、または上記事項に関連するもっ

と情報を得たい場合、西尾会社にご連絡ください。 
 

11. 個人情報とデータの秘密保守及び安全保護 
 
11.1 西尾会社は、個人情報とデータのセキュリテイを保護し、特に個人情報の不正

または違法処理、個人情報の意外な紛失、破損または損害が個人情報に与える

リスクに対し、適切なセキュリティ保護措置を講ずる。セキュリティ保護措置

は暗号化及び仮名化を含み、個人情報の秘密性（すなわち、個人情報にアクセ

ス及び接触することができるのは、これを知って許可される必要がある職員の

み）、完全性及び取得可能性も含まれる。西尾会社は定期的にそれらのセキュ

リティ保護措置の有効性を評価し検測することにより、個人情報処理の安全性

を保障する。 
 

11.2 技術及び組織のセキュリティ保護措置は統一的な安全管理制度の一部を構成

し、技術の発展及び組織構造の変化により持続的に更新される。 

 
11.3 当社は安定、安全で信頼性高いウェブサイトを作成する為努力するが、インタ

ーナットを介してウェブサイトからまたはウェブサイトに送信するいかなる

通信または材料の機密性を保証することができない。 
 

11.4 あなたは、自身の個人情報セキュリティに対しても一定の責任を負う。あなた

の個人情報とデータの非意図的な開示において、当社は責任を負わない。 
 

12. 個人情報保護違反の通知 
 
12.1 個人情報とデータ保護法律の要求に基づき、個人情報の漏洩、改ざん、紛失な

ど個人情報主体権利に危害が及ぼす違反状況が発生するまたは発生可能性が

ある場合、西尾会社は関連する個人情報保護部門に報告する。西尾会社が講じ

た後続措置は情報の漏洩、改ざん、紛失による危害を効果的に回避した場合除

き、西尾会社は個人情報主体（個人情報主体が自ら救済措置を採用することが

できるように）に通知するものとする。 
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12.2 西尾会社は発生する可能性がある個人情報とデータの漏洩、改ざん、紛失など

に対応する操作手順を策定、実施し、法律法規の要求に基づき、個人情報主体

または個人情報保護に関連する部門に直ちに通知する。 
 
12.3 個人情報とデータの漏洩、改ざん、紛失などが発生したことを知っている、ま

たは疑われている場合は、あなたは直ちに西尾会社（中国上海市静安区北京西

路1701号静安中華ビル25階2508室、連絡先：0086-21-5150-1995）に連絡しなけ

ればならない。西尾会社は、全て当該個人情報とデータの漏洩、改ざん、紛失

など状況に跡を残すことを確保する為、あなたは個人情報とデータの漏洩、改

ざん、紛失などに関連する全ての証拠を保管しなければならない。 
 
13. 個人情報とデータ保護法律の適用 
 
13.1 個人情報とデータ保護法律に違反しない範囲内で、本政策は全ての個人情報と

データ処理活動に適用される。しかし、個人情報とデータ保護法律は、個人情

報またはデータの保護に対して強制的な要求またはそれ以上の要求がある場

合、関連法律法規が優先的に適用される。 
 

13.2 個人情報とデータは中国からその他の国家または地域に越境移転される場合、

個人情報を受け取る側は、その時点で有効な個人情報とデータ保護法律を遵守

しなければならない。 
 

14. その他のサイトへのリンク 
 
ウェブサイトはその他の第三者のサイトへのリンクが含まれる可能性がある。当社

は他社のウェブサイトのプライバシーポリシー、通知及び実践を制御できない、責

任を負わない為、あなたは、その他のウェブサイトのプライバシーポリシー、通知

及び実践内容を慎重に検討しなければならない。その他のウェブサイトへのリンク

について、ウェブサイトの各自のプライバシーポリシーが異なる為、それぞれのプ

ライバシーポリシーを参照してください。 
 
15. 政策の更新 
 
本政策のトップページで表示される「更新日」は、本政策が最近改訂された時間を

示している。西尾会社は個人情報保護実践操作、政策とプロセス、本政策を含む時々

検討及び修訂を行う。重大な変更がある場合、西尾会社は： 
 
(1) 適当な手順を踏まえて改訂の影響を受ける個人情報主体へ通知する。 
(2) 関連の内部及びウェブサイトで通知を公布し、改訂を紹介する。 
 
改訂後の本政策はウェブサイトで公布した後、変更内容は直ちに発効する。 
 
16. 当社への連絡 
 
16.1 個人情報主体の権利を行使するまたは本政策に問い合わせがある場合、いつで

も当社にご連絡ください。当社の連絡先は以下の通り： 
会社所在地：中国上海市静安区北京西路1701号静安中華ビル25階2508室 
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連絡先：0086-21-5150-1995） 
 

17. 重要提示 
 
17.1 あなたは要求通りに個人情報の全部または一部を提供していない、あるいは

あなたが同意を撤回した場合、(1)西尾会社は、あなたとの契約を十分に履行

できない；(2)西尾会社はあなたにサービスを提供できない；または(3)西尾会

社は、法的義務を履行できないことになる。 
 

17.2 当社はユーザーに個人情報にアクセス権限を好意的に提供するが、場合によ

っては、当社は特定情報のアクセスまたは削除することができない可能性が

ある、下記を含むが、これらに限らない：法定特権情報を含む情報、法律に

基づき保留しなければならない情報、サービスを受けるために必需／必要な

情報、他人のプライバシー権利またはその他の合法的権利に損害を与える情

報、アクセス権限を提供する負担や費用がプライバシー権利のリスクに比例

しない情報、ビジネス的に独自の情報である。当社はいかなる特定の場合ア

クセスを制限すべきと判断した場合、あなたに当該判断を下さる理由を説明

し、さらに問い合わせができるよう連絡先も提供する。あなたの個人情報と

データを保護する為、ビジネス的に合理な手順を踏まえ、あなたの個人情報

へのアクセスまたは変更を許可する前に身分を確認することがある。 
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