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カンパリ・グループ 

プライバシー通知 

最終更新日：2021年12月 

 

カンパリに興味を持っていただき、ありがとうございます。このプライバシー通知は、お客様に関する情報、

お客様を直接識別する情報、またはお客様を識別することができる情報（「個人情報」）が、当社のサービス

に関連してカンパリによってどのように収集、使用、開示、およびその他の方法で処理されるかについて説明

します。  

本プライバシー通知において、「カンパリ」、「カンパリ・グループ」、「私たちは（当社は）」、「私た

ちの（当社の）」という用語を使用する場合、Davide Campari-Milano N.V.およびその関連会社と子会社を指

しています。 当社が「サービス」という用語を使用する場合、当社のウェブサイト

https://www.campari.com/、当社のモバイルアプリケーション、または本プライバシー通知を掲載またはリン

クしているその他のカンパリ・グループの製品またはサービスなど、当社が当社自身のために提供するすべて

のサービスおよび製品を指しています。 

グローバルな適用性と地域固有の情報開示 

このプライバシー通知は、当社のウェブサイトの訪問者、当社のサービスのユーザー、およびグローバル・ベ

ースでの他の企業やユーザーに適用されるように設計されています。当社は、特定の国、地域、または州にお

ける個人情報の処理に関連する追加的な開示を行うことを選択するか、または法律によって追加的な開示を要

求される場合があります。お客様に適用される可能性のある情報開示については、以下をご参照ください。 

● カリフォルニア（米国）：お客様が米国カリフォルニア州にお住まいの場合、追加のカリフォルニア

州固有のプライバシー情報については、「カリフォルニア州居住者向け追加通知」をご覧ください。 

● ネバダ州（米国）：  お客様がネバダ州の居住者である場合、ネバダ州改正法のChapter 603Aでは、ネ

バダ州の居住者が、ウェブサイト運営者が居住者について収集した、または収集する予定の特定の対

象情報の将来の販売を拒否することが認められています。 なお、当社は、第603A章で規定されている

範囲内で、お客様の個人情報を販売することはありません。ただし、それでもそのような要求を提出

したい場合はgpdp.office@campari.comまでご連絡ください。  

● 欧州経済地域、英国、スイス：  欧州経済地域（「EEA」）、英国（「UK」）、スイスにお住まいの

場合、またはカンパリ・グループの欧州事業に従事されている場合は、追加の欧州固有のプライバシ

ー情報に対する、欧州経済地域、英国、スイスに関する追加通知をご覧ください。そこにはお客様の

個人情報を構成するもの、お客様の個人情報を処理するために当社が依拠する合法的な基盤、お客様

がEEA、英国、またはスイスから当社のサービスにアクセスする際の当社によるクッキーの使用方

法、およびお客様の個人情報に関する権利などを含みます（ただし必ずしもこれらに限定されな

い）。 

1. お客様の個人情報の収集方法 

お客様が当社と最初に接した瞬間から、当社はお客様の個人情報を収集しています。お客様が当社のサービス

を利用する際に自動的に個人情報を収集することもあれば、お客様から直接個人情報を収集することもありま

す。 

時には、最初の直接的な交流が始まる前であっても、他の情報ソースや第三者からお客様の個人情報を収集す

ることがあります。また、当社が収集する個人情報の種類は、当社とお客様との関係（企業の代表者、消費者

など）によって異なる場合があります。 

管理者  
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mailto:gpdp.office@campari.com


 

2 

 

管理者とは、お客様の個人データの処理に責任を負うカンパリ・グループに属する会社のことで、お客様がカ

ンパリ・グループのブランドとどのように接しているかによって異なります。そのため、関連する管理者は通

常、1つまたは2つの企業で構成されます。(1)地域に基づいてカンパリ・ブランドを管理する主体、(2)該当す

る場合は、地域に密着した活動（マーケティング・キャンペーン、イベント、コンテストなど）に関連してお

客様が交流する現地法人。 現地管理者に関連して、管理者と連絡先情報は、特定の対話方法で開示されま

す。 

これらの管理者は、以下の表で規定されています。 

 

主要管理者（ブランド別） 

管理者： 

CAMPARI AMERICA LLC 
1114 AVENUE OF THE AMERICAS  
FL 19 NEW YORK, NY, 10036-7703 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

管理者： 

DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V. 
VIA F. SACCHETTI, 20 - 20099 SESTO 

SAN GIOVANNI (MILAN) - ITALY 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

管理者： 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER 

LAPOSTOLLE S.A. 
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

ブランド 

アメリカン・ハニー 

アップルトン・エステート 
BOND & LILLARD 
CABO WABO 
SKYY  
ワイルド・ターキー 

ロングブランチ 

ラッセルズ・リザーブ  
WRAY & NEPHEW 
フォーティー・クリーク 
PRINCE IGOR 
ESPOLON 
ANCHO REYES 
MONTELOBOS 
KOKO KANU 
SANGSTERS 
CORUBA 
オールド・エイト 
DRURY'S 
DREHER 
SAGATIBA 
SAFFELL 
 

ブランド 

APEROL 
APEROL SPRITZ 
AVERNA 
BANKES-BICKENS 
バルベロ・リキュール 
BRAULIO 
ビアンコサルティ 

カンパリ 

カンパリーノ 

カンパリソーダ 
CINZANO 
CORTE DELLA FRATESSA 
クロディーノ 

クロディーノ・スプリッツ 

クロディーノ・ツイスト 
DIESUS 
CROSS 
CYNAR 
フランジェリコ・リキュール 
FRATTINA 
グレン・グラント 

マグナム・トニック・ワイン 
MAISON LAMAUNY 
MONDORO 
OUZO 12 
RICCADONNA 
テラッツァ・アペロール 
THE NOTES COLLECTION 
RICCADONNA SPARKLING 

WINESX-RATED FUSION LIQUEUR 
ZEDDA PIRAS MIRTO 
ZEDDA PIRAS その他の代表的なリキ

ュール 

ブランド 

グラン・マルニエ 
BISQUIT & DOUBOUCHÉ 
ラリエ・シャンパーニュ 
MARNIER RHUM 
ワイン＆シャンパン LVMH 
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現地法人（現地法人管理者） 

国 エンティティ 住所 

オーストリア CAMPARI AUSTRIA GMBH NAGLERGASSE 1/TOP 13 ,1010, WIEN 

ベネルクス CAMPARI BENELUX S.A RUE AUX LAINES 70, 1000 

BRUSSELS 

アルゼンチン CAMPARI ARGENTINA S.A. OLGA COSSETTINI, 243 PISO 3, PUERTO 

MADEO, CABA, ARGENTINA 

オーストラリア CAMPARI AUSTRALIA PTY LTD. LEVEL 21, 141 WALKER STREET NORTH 

SYDNEY, AUSTRALIA 

ブラジル CAMPARI DO BRASIL LTDA. ALAMEDA RIO NEGRO 585, EDIFICIO  

DEMINI, CONJUNTO 62, 
ALPHAVILLEBARUERI-SP 

カナダ FORTY CREEK DISTILLERY LTD. 297 SOUTH SERVICE ROAD WEST, 

GRIMSBY, CANADA 

中国 CAMPARI (BEIJING) TRADING CO. LTD. ROOM 66, FLOOR 5, BLOCK 1, NO.16, 
CHAOYANGMENWAI STREET, 
CHAOYANG  

DISTRICT, BEIJING, CHINA 

ドイツ CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH ADELGUNDENSTRASSE 7, 80538 

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND 

ギリシャ KALOYIANNIS - KOUTSIKOS DISTILLERIES 

S.A. 
6 & E STREET, A' INDUSTRIAL AREA, 
VOLOS 

インド CAMPARI INDIA PRIVATE LTD. COWRKS, GROUND FLOOR AND FIRST 

FLOOR, WORLDMARK 1, ASSET AREA 

11.AEROCITY, HOSPITALITY DISTRICT, 
INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIR-
PORT, NH-8.NEW DELHI -  110037, 
INDIA 

イタリア CAMPARINO S.R.L. PIAZZA DUOMO, 21 MILANO 

イタリア TERRAZZA APEROL SRL CAMPO SANTO STEFANO 
SAN MARCO 2776 
30124 VENEZIA (VE) 

ジャマイカ J.WRAY&NEPHEW LTD. 23 DOMINICA DRIVE, KINGSTON 5, 

JAMAICA 

メキシコ CAMPARI MEXICO S.A. DE C.V AVENIDA AMERICAS 1500 PISO G-B 

COLONIA COUNTRY CLUB, GUADA-
LAJARA, 

JALISCO, MEXICO 

ニュージーランド CAMPARI NEW ZEALAND LTD. C/O KPMG 18, VIADUCT HARBOUR AV., 
MARITIME SQUARE, AUCKLAND  

NEW ZEALAND 

ペルー CAMPARI PERU SAC  AV.JORGE BASADRE NO.607, OFICINA 

702, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, 
PERÙ 
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ロシア CAMPARI RUS OOO 2ND YUZHNOPORTOVIY PROEZD 14/22, 

MOSCOW, RUSSIA 

シンガポール CAMPARI SINGAPORE PTE LTD. 152  BEACH  ROAD, #28-05-08, 

GATEWAY EAST, SINGAPORE 189721    

南アフリカ CAMPARI SOUTH AFRICA PTY LTD. 12TH FLOOR, CLIFFE DEKER HOF-MEYR 

11 BUITENGRACHT STREET, CAPE 

TOWN, 

SOUTH AFRICA 

スペイン CAMPARI ESPAÑA S.L. CALLE DE LA MARINA 16-18, PLANTA 29, 
BARCELLONA 

スイス CAMPARI SCHWEIZ A.G. LINDENSTRASSE 8, BAAR 

英国 GLEN GRANT LTD. GLEN GRANT DISTILLERY, ROTHES, 
MORAYSHIRE ELGIN ROAD, TRADING AS  

CAMPARI UK, LEVEL 27, THE SHARD, 32 

LONDON BRIDGE STREET,  LONDON SE1 

9SG 

ウクライナ CAMPARI UKRAINE LLC  8, ILLINSKA STREET, 5 FLOOR, BLOCK 8 

AND 9, KIEV, UKRAINE 

 

お客様が提供する個人情報  

当社は、当社のサービスに関連してお客様から提供される以下の個人情報を収集することがあります。 

− 飲酒可能年齢の確認：お客様が初めて当社のウェブサイトにアクセスされたとき、当社はお客様が合

法的な飲酒年齢であることを確認するために、お客様の生年月日を収集することがあります。 

− アカウント作成とプロフィール情報： 

当社は、お客様がアカウントを登録する際に提供される個人情報を収集することがあります（利用可

能な場合）。 

この情報には、お客様のフル・ネーム、電子メール・アドレス、パスワードが含まれます。いったん

アカウントを作成すると、氏名、電話番号、電子メール・アドレス、生年月日、ご希望などのアカウ

ント情報を更新することもできます。 

− ご予約： 

お客様が食前酒やディナーなど、当社のブランド・ハウスでオンライン予約を行われる場合、予約に

必要な情報を収集します。これらの情報には、お客様の姓名、携帯電話番号、電子メール・アドレス

、参加されるお客様の人数、およびお客様がコメント欄に記入された情報（ご希望や特別な要求など

）が含まれる場合があります。 

− 決済情報：お客様がお支払いを必要とする当社のサービスに登録される場合、または当社の製品を購

入される場合、当社はそのようなお支払いに関連して提供いただいた情報を収集します。当社への支

払いの処理には、第三者の支払処理機関を利用していることに留意してください。そのため、クレジ

ットカード番号などの個人を特定できる金融情報は一切保持しません。むしろ、そのような情報はす

べて、お客様から当社の第三者である処理業者に直接提供されます。決済代行会社によるお客様の個

人情報の使用は、決済代行会社のプライバシー通知に準拠します。   

− コミュニケーション： 

お客様が、当社ウェブサイトの「お問い合わせ」フォームのいずれかを含むコミュニケーションを通
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じて当社に連絡される際、お客様のお名前、電子メール・アドレス、住所、電話番号、お問い合わせ

の種類、またはお客様から提供いただくその他の個人情報を収集することがあります。  

− 人口統計情報： 

お客様が当社のアンケートや市場調査のお問い合わせに回答される際、当社は、お客様の年齢、性別

、年収などの人口統計学的情報や、お客様の年間収益やターゲット層など、お客様のビジネスに関す

るその他の情報を収集することがあります。収集される情報は、調査内容や調査を行うカンパリ・グ

ループ会社によって異なります。 

− ニュースレター/マーケティング電子メール： 

お客様が当社からのニュースやアラートの受信を申し込まれた場合、お客様の電子メールや該当する

関心事、コミュニケーションのご希望を収集することがあります。 

お客様が当社からの電子メールの受信を停止を望まれる場合は、当社からの電子メールの下部にある

「配信停止」のリンクを使用して、これらのコミュニケーションを停止することができます。 

− イベント、アンケート、プロモーション： 

お客様がフォームに記入されたり、カンパリ・グループのイベント、アンケート、コンペ（コンテス

ト／懸賞）、その他のプロモーションイベントに参加される場合、お客様の連絡先情報（お名前、電

子メール、電話番号、郵便番号など）、人口統計学的情報、およびフォーム、さらにはサインアップ

時、または写真／動画を含むコンペのエントリーの一部として必要とされるその他の情報（それぞれ

、該当する場合）を収集することがあります。場合によっては、お客様が懸賞に当選された場合や、

当社の製品やサービスを購入された場合などに、お客様の配送先や請求先の情報を収集することもあ

ります（利用可能な場合）。  

お客様が当社のイベントやプロモーションのパートナーの一員である場合、当社はお客様のお名前、

会社の電子メール、会社の住所などの個人情報を収集することもあります。  

− フィードバック情報： 

また、当社のサービスや製品に関連してお客様が提供いただくフィードバックや評価を収集すること

もあります。 

− 企業代表者の連絡先情報： 

お客様が企業の代表者である場合、当社との契約または潜在的な契約の履行に関連してお客様の情報

を収集します。この情報には、お客様の名字、名前、会社の連絡先（電子メール、電話、住所など）

、役職、および当社との契約の履行に関連するその他の情報が含まれます。 

多くの場合、上述の個人情報をお客様から直接収集しますが、当社に代わって情報を収集するサービス・プロ

バイダーやその他の第三者（通信プロバイダー、分析プロバイダー、アンケート、コンテスト、プロモーショ

ンの応募プロバイダー、マーケティング・プロバイダーなど）を通じて、これらの情報を収集することもあり

ます。下記の「他の情報ソースおよび第三者からの個人情報」の項をご参照ください。 

自動的に収集される個人情報  

ほとんどのデジタル・プラットフォームに言えることですが、当社および当社の第三者プロバイダーやパート

ナーは、お客様が当社のサービスを訪問または利用する際に、特定の個人情報を自動的に収集します。 

• ログ・データ：  

お客様のインターネット・プロトコル（IP）アドレス、オペレーティング・システム、ブラウザの種

類、ブラウザID、お客様が入力したURLと参照ページ/キャンペーン、お客様の訪問日/時間、お客様が

当社のサービスを利用した時間、およびお客様が当社のサービスを利用する際に発生したエラーを含

みます。なお、当社のシステムでは、お客様が当社のウェブサイトやその他のオンライン・サービス

に入力した個人情報を、お客様が送信することを選択していない場合でも記録することがあります。  
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• 分析データ：  

お客様が当社のサービスを経由してサービスを受けたり、サービスを終了したりする際にたどる電子

的な経路が含まれるのと同様に、お客様が閲覧、クリック、その他の方法で接触したリンク、オブジ

ェクト、製品、特典など、当社のサービスにおけるお客様の使用および行動も含まれます（「クリッ

クストリーム・データ」とも呼ばれる）。 

また、電子メールには、当社が送信した電子メールをお客様がいつ開封したか、何回読んだか、その

電子メール内のリンクをクリックしたかどうかを識別するトラッキング・ピクセルが含まれている場

合があります。これは、当社のマーケティング・電子メール・キャンペーンの効果を測定し、お客様

の関心事により関連性のある電子メールを送信するため、また、お客様に送信する可能性のある重要

な管理用電子メールをお客様が開封し、読んだかどうかを理解するために役立ちます。  

• ロケーション・データ：   

当社が収集したログ・データに基づいて、お客様の一般的な地理的位置を含みます。 

• アプリケーション・データ：  

当社のサービスでは、モバイルまたはブラウザのアプリケーションを提供して、お客様が外出先で、

および/または第三者のWebサイトやその他のオンライン・サービスにアクセスするときに、当社のサ

ービスを利用できるようにします。 

また、これらのアプリケーションの一部では、お客様によりよいサービスを提供するために、お客様

に関するより正確な位置情報にアクセスしたり、第三者のウェブサイトやオンライン・サービス（お

客様が関心をお持ちの製品やサービス、または購入した製品やサービスを含む）の利用や相互作用に

関する情報を収集したりすることができます。 

• 広告データ： また、当社は、広告ネットワーク、ソーシャル・メディア企業およびその他の第三者の

サービスを利用して、ターゲット広告の表示を含む広告キャンペーンを実施するために、一部のロ

グ・データおよび分析データを（適用法で義務付けられている場合は、お客様の同意を得て）収集お

よび使用します。 これらの慣行についての詳細は、当社の「クッキー通知」をご覧ください。 

当社および当社の第三者プロバイダーは、この個人情報を自動的に収集するために、(i)個人のコンピューター

に保存されるクッキーまたは小さなデータ・ファイル、および(ii)ウェブ・ビーコン、ピクセル、埋め込みス

クリプト、位置特定技術、ロギング技術などのその他の関連技術（総称して「クッキー」）を使用することが

あります。 

これらの慣行およびクッキーに関するお客様の選択の詳細については、当社の「クッキー通知」をご覧くださ

い。 

他の情報源および第三者からの個人情報 

また、当社は第三者やその他の情報ソースから個人情報を入手することがありますが、これらの情報は、当社

が自動的に、あるいは個人から直接収集した個人情報と組み合わせることがよくあります。 

当社は、上記と同じカテゴリーの個人情報を以下の第三者から受け取ることがあります： 

− カンパリ・グループ：当社は、カンパリ・グループが所有または支配する他の会社、およびカンパ

リ・グループが所有または共通の所有権の下にある他の会社（当社の子会社（すなわち当社が所有ま

たは支配する組織）または当社の最終的な持株会社（すなわち当社を所有または支配する組織）およ

びその所有する子会社も含む）から、特に本サービスを共同で提供する場合に個人情報を収集するこ

とがあります。 

− ソーシャル・メディア：個人がさまざまなソーシャル・メディア・ネットワークを介して当社のサー

ビスとやり取りする場合、例えば誰かがFacebookで当社を「いいね」したり、フォロ－したり、また

はGoogle、Facebook、Twitter、もしくはその他のソーシャル・ネットワークでコンテンツを共有し

たりする場合 、当社はソーシャル・ネットワークが第三者と共有することを許可した個人に関する情
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報を受け取ることがあります。当社が受け取るデータは、ソーシャル・ネットワークにおける個人の

プライバシー設定に依存します。個人のお客様は、情報を共有したり、他のサービスにリンクした

り、接続したりする前に、必ず第三者のウェブサイトやソーシャル・メディア・ネットワークおよび

サービスのプライバシー設定を確認し、必要に応じて調整してください。 

− サービス・プロバイダー：チャット・サービス、ペイアウト処理、マーケティング・プロバイダーな

ど、当社に代わってのみサービスを行う当社のサービス・プロバイダーは、個人情報を収集し、その

情報の一部または全部を当社と共有することがよくあります。 

− 情報プロバイダー：当社は、収集した個人情報を修正または補完するために、第三者の情報プロバイ

ダーから情報を入手することがあります。例えば、個人に再接続するために、第三者の情報プロバイ

ダーから最新の連絡先情報を入手することがあります。 

− 他の情報ソースからの情報：また、一般に公開されている情報源、第三者のデータ・プロバイダー、

顧客、ビジネス・パートナーなどから、または合併・買収などの取引を通じて、当社が他に保有して

いない個人に関する個人情報を収集することがあります。そのような情報には、連絡先情報やサービ

スへの関心情報が含まれる場合があります。当社は、これらの情報を個人から直接収集した情報と組

み合わせることがあり、適用法で義務付けられている場合には、そのための同意を取得します。当社

はこの情報を、個人への連絡、広告や販促資料の送付、当社サービスのパーソナライズ、および当社

が交流する個人の属性をよりよく理解するために使用します。 

いずれの場合も、お客様の個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシー通知が適用されます。当社は

、第三者が収集する個人情報やその個人情報の使用方法を管理していないことに注意してください。お客様は

、第三者が取得した情報をどのように収集、使用、共有するかについて、第三者のプライバシー・ポリシーを

確認する必要があります。 

2. お客様の個人情報の使用方法 

当社は、収集した個人情報を使用します。 

− 他のユーザーまたはグループへのメッセージの促進を含め、お客様が要求したサービスを提供するた

めに、当社の契約上の義務を履行するなど、情報が提供された理由を履行または満たす。 

− 当社の組織とその日常業務を管理する。  

− 電子メール、テキスト・メッセージ、メッセージング・アプリ、ソーシャル・メディア、および／ま

たは電話、ビデオ会議などによる個人とのコミュニケーションをとる。 

− 電子メール、ダイレクト・メール、電話やテキスト・メッセージ、ソーシャル・メディアや広告ネッ

トワーク、メッセージング・アプリ、ビデオ会議などを通じて、個人に対して当社のサービスをマー

ケティングすること。 

− 当社サービスの管理、改善、およびパーソナライズ（個人を認識して、お客様が当社サービスに戻っ

たときにその情報を記憶することを含む）。 

− 当社のサービスに対する支払いを処理する。 

− カスタマーサポートを含む、ユーザーの利益やサービスを促進する。  

− 個人がどのように当社のサービスを利用しているかを特定し、分析すること。 

− 顧客層やサービスに関する調査・分析を行う。   

− 当社のユーザーおよび当社が交流するその他の個人のニーズや関心に対応するために、当社のサービ

スを改善およびカスタマイズすること。 

− サービスのテスト、強化、更新、監視、または技術上の問題の診断や修正。  
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− 当社の所有物やサービス、技術資産、ビジネスの安全性、セキュリティ、および完全性の維持に貢献

する。 

− サービス利用規約の施行、紛争の解決、義務の遂行、権利の行使、および当社の事業利益と第三者の

利益・権利の保護。 

− 当社の権利または適用される契約や合意を守る、保護する、または執行する。 

− 詐欺や不法行為、犯罪行為の防止、調査、通知。  

− お客様が個人情報を提供したその他の目的の遂行。 

− 法的義務の遵守。 

個人が当社に連絡することを選択した場合、当社は要求を満たすため、または問い合わせに対応するために追

加情報を必要とする場合があります。お問い合わせ・ご要望の範囲や必要な個人情報が本プライバシー通知の

範囲外である場合、当社はお客様に追加のプライバシー関連情報を提供することがあります。その場合、追加

のプライバシー通知が、その時点で提供された情報の処理方法を規定します。 

3. 個人情報の共有方法  

また当社は、以下のとおり、個人情報を第三者との間で共有、送信、開示、アクセス権の付与、利用可能にし

、提供することがあります。 

− サービス・プロバイダー：当社に代わってサービスを提供する第三者の請負業者およびサービス・プ

ロバイダーと個人情報を共有します。これらの業者には、合理的な機密保持条件が適用され、支払処

理、ウェブ・ホスティングおよび保守サービスの提供、技術サポート・プロバイダー、予約管理、電

子メール・コミュニケーション・プロバイダー、分析プロバイダー、データ・ストレージ・プロバイ

ダー、競争管理、ウェブおよびビデオ・ホスティング・プロバイダーおよび開発者が含まれます。 

− カンパリ・グループ：当社は、カンパリ・グループが所有または管理する他の企業やブランド、およ

びカンパリ・グループが所有するまたはカンパリ・グループと共通の所有権を有する他の企業と共有

することがあります。 

これらの会社は、本プライバシー通知に基づいて当社ができるのと同じ方法でお客様の個人情報を使

用します。 

− ビジネス・パートナー：当社は、取引やマーケティングを目的として、当社のビジネス・パートナー

やその他の関係者に個人情報を開示することがあります。これらの関係者は、自社の製品やサービス

を宣伝する場合も含みます。 例えば、当社は、お客様が参加を選択したイベント、コンテスト、懸

賞、または紹介プログラムを提供するために、個人情報をビジネス・パートナーに開示することがあ

ります。このような場合、お客様の個人情報の処理は、ビジネス・パートナーのプライバシー通知に

従います。 

− データ分析プロバイダー：  当社は、当社のサービスの利用状況や活動に関連する統計や傾向を分析す

るデータ分析プロバイダーと個人情報を共有することがあります。 これらのデータ分析プロバイダー

は、分析された個人情報などに基づいてレポートを作成し、当社の顧客戦略および事業戦略に関する

提案を行います。  

− オンライン広告パートナー： また、当社は、広告ネットワークと個人情報を共有したり、これらのパ

ートナーに当社のウェブサイト上でお客様から直接情報を収集することを許可したりして、オンライ

ン広告を促進することがあります。例えば、検索エンジンやソーシャル・ネットワーク広告プロバイ

ダーは、第三者のプラットフォーム上で、お客様や、商業的利益の高さや人口統計などの類似した特

徴を共有する他のユーザーのグループにターゲットを絞った広告を提供します。利益ベースの広告を

オプトアウトする方法などの詳細については、当社の「クッキー通知」をご覧ください。 
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− 企業取引：当社は、当社の事業または資産（会社の株式を含む）の全部または一部を売却または譲渡

した場合、あるいは当社の製品、サービス、事業および/または資産の一部または組み合わせを売却ま

たは譲渡した場合に、収集した情報を譲渡することがあります。 

そのような取引が発生した場合（分割、合併、買収、破産、解散、再編成、清算、または同様の取引

や手続きのいずれか）、当社は、譲渡された情報が本プライバシー通知に沿った方法で取り扱われる

よう、合理的な努力を払います。 

− 法的義務と権利：当社は、法律顧問や法執行機関などの第三者に個人情報を開示することがありま

す。 

o 法的要求の確立、行使、または防御に関連して。  

o 法律を遵守するため、または合法的な要求や法的手続きに対応するため。  

o 当社の契約およびポリシーの執行を含め、当社の権利および財産、ならびに他者の権利および

財産を保護するため。 

o 不正行為を検出、抑制、または防止するため  

o 当社および他者の健康と安全を守るため、または  

o 適用法で義務付けられている場合。 

− お客様の同意のもと：当社は、個人の同意または指示に基づき、個人に関する個人情報を特定の他の

第三者または公的機関に開示することがあります。例えば、個人の同意や指示があれば、当社のウェ

ブサイトやサービス関連の出版物にお客様の声を掲載することがあります。  

4. お客様の情報の管理 

− 電子メール通信：  当社は、当社のサービス、製品またはサービスのアップデート、当社の組織に関す

るお知らせ、または当社が提供する製品／サービス（または第三者からのプロモーション・オファ

ー）に関する情報で、お客様が関心をお持ちになると思われるものについて、お客様に電子メールを

お送りすることがあります。 このような電子メールの配信停止を希望される場合は、電子メールの下

部にある「配信停止リンク」をクリックしてください。 なお、サービスに関連する特定の電子メール

コミュニケーション（アカウントの確認、取引の確認、技術的または法的な通知など）の配信を停止

することはできません。 

− SMSテキスト・メッセージング：当社は、収集した個人情報を使用して、テキスト・メッセージや電

話で個人に連絡を取ることがあります（必要に応じて、例えば、懸賞に当選したことを個人に通知す

る場合など）。これには、（適用される法律で要求される場合には、お客様の同意を得て）お客様に

マーケティングを行ったり、お客様が関心をお持ちと思われる製品やサービスに関する情報や最新情

報を提供したりすることが含まれます。お客様は、当社からのメッセージに記載されているSTOPまた

は配信停止リンク（利用可能な場合）を返信することにより、いつでもマーケティング用テキスト・

メッセージの配信を停止することができます。詳しくは、当社の「サービス利用規約」をご覧くださ

い。 

− アカウント情報の変更：  お客様が当社のオンライン・アカウントをお持ちの場合、お客様は、本サー

ビス上で提供される「プロファイル」、「アカウント」または同様のオプションを通じて、お客様の

アカウントの特定の情報（例えば、お客様の連絡先情報）を変更することができます。すべての個人

情報が、お客様がアクセスしたり変更したりできる形式で管理されているわけではありません。お客

様が個人情報へのアクセス、訂正または削除を希望される場合は、以下に記載されている電子メール

でお問い合わせください。お客様のご要望を検討し、ご本人確認のための追加情報のご提供をお願い

する場合がありますが、ご要望にお応えできることをお約束するものではありません。 
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− お客様のデバイス情報へのアクセス：  お客様は、デバイスの「設定」アプリを通じて、デバイス情報

へのアクセスを制御することができます。 例えば、お客様は、本サービスがお客様のジオロケーショ

ンにアクセスする許可を取り消すことができます。 

− プッシュ通知をコントロールする方法： お客様は、iOSまたはAndroidの通知設定メニューで設定を変

更することにより、当社からのプッシュ通知の受信を停止することができます。 

5. お子様について 

当社のサービスは、16歳未満のお子様に向けたものではなく、また、16歳未満のお子様から個人情報を収集

したり、故意に勧誘したりする意図もありません。16歳未満の方は、本サービスを利用したり、直接または

他の方法で個人情報を提供したりしないでください。16歳未満のお子様が個人情報を提供された場合は、お

子様の親御さんまたは保護者の方が、当社のシステムから個人情報を削除するように当社に連絡されることを

お勧めします。当社が収集した個人情報が、16歳未満のお子様から提供されたものであることが判明した場

合、当社は速やかにその個人情報を削除します。 

6. 第三者のウェブサイトおよびサービス 

本サービスには、当社のビジネス・パートナーを含む第三者のウェブサイトまたはサービスへの統合またはリ

ンクが含まれている場合があります。 これらの第三者と交流することにより、お客様はカンパリではなく第

三者に直接情報を提供することになります。 カンパリは、これらの第三者や、カンパリが所有または管理し

ていない事業体のプライバシー慣行については責任を負いかねますのでご注意ください。 それらの第三者が

お客様の個人情報をどのように取り扱っているかについては、それらの第三者のプライバシー・ポリシーやオ

ンライン規約を確認されることをお勧めします。 

7. プライバシー通知の変更  

当社は、当社の独自の判断により、本プライバシー通知を随時変更する権利を有します。 

当社は、個人データの処理方法の重要な変更について、お客様のアカウントに指定されている主要な電子メー

ル・アドレスに通知を送信するか、当社のウェブサイトに目立つように通知を掲載するか、またはその他の適

切な通信手段を通じてお客様に通知します。 

このプライバシー通知を定期的に確認することは、お客様の責任です。すべての変更は、通知に別段の定めが

ない限り、公表された日から有効となります。 

8. お問い合わせ  

本クッキー通知またはその他のプライバシー関連事項に関してご質問やご要望がある場合は、gpdp.office@ca

mpari.com に電子メールを送信してください。   

 
+++++++++++++++++++ 

 

カリフォルニア在住の方への注意事項 

この「カリフォルニア州居住者向け追加通知」（以下「CA開示」）は、当社のプライバシー通知に含まれる

情報を補足するものであり、カリフォルニア州に居住する個人（以下「消費者」または「お客様」）にのみ適

用されます。 

これらのCA開示は、2018年「カリフォルニア州消費者プライバシー法（「CCPA」）」の範囲内で、当社が

オンラインまたはオフラインでカリフォルニア州の個人住民の個人情報をどのように収集、使用、開示し、そ

の他の方法で処理するかについての追加情報を提供するものです。   

特に明示されていない限り、本CA開示におけるすべての用語は、当社のプライバシー通知で定義されたもの

、またはCCPAで別途定義されたものと同じ意味を持ちます。  

mailto:gpdp.office@campari.com
mailto:gpdp.office@campari.com
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このCA通知で「個人情報」という用語を使用する場合、当社は特定の消費者または世帯を識別し、関連し、

叙述し、合理的に関連付けることができ、または直接的に若しくは間接的に合理的にリンクさせることのでき

る情報を意味します。 

個人情報の収集と使用 

当社は、プライバシー通知の「個人情報の収集方法」および「個人情報の使用方法」に記載されているとお

り、さまざまな目的でお客様から個人情報を収集します。 

過去12ヶ月間に、当社は以下のカテゴリーの個人情報を収集しました。 

• 識別子ーお客様のファースト・ネーム（名）、ミドル・ネーム、ラスト・ネーム（姓）、電子メー

ル・アドレス、ユーザー・ネーム、住所、生年月日または年齢、郵便番号、その他の類似した識別

子など。 

• 商業情報ー購入、入手、検討したサービスの記録など。 

• インターネット/ネットワーク情報ーデバイス情報、ログ、分析データなど。 

• ジオロケーション・データーお客様のIPアドレスなどに基づいて生成されるおおよその位置情報な

ど。 

• 感覚的な情報ーお客様とカンパリ・グループとの間で交わされた電話の録音（必要に応じてお客様

の許可を得たもの）など。 

• 推論ーお客様が当社サイトを利用することで得られる、お客様の興味やご希望に関して。 

• その他の個人情報ーお客様がフィードバック・フォームに送信した情報、お客様とカンパリ・グル

ープ間のコミュニケーション、およびソーシャル・ネットワーキング・サイトから受け取った情報

を含みます。 

当社は、これらの情報を、お客様から直接、当社のビジネス・パートナーおよび関連会社から、お客様が当社

のアプリを訪問したり当社のサービスを利用したりする際にお客様のブラウザまたはデバイスから、あるいは

お客様が当社との情報共有を許可した第三者から収集します。当社が収集する個人情報の情報ソースの詳細に

ついては、プライバシー通知の「個人情報の収集方法」セクションをご覧ください。 

1. 個人情報の開示 

当社は、事業目的のために個人情報を第三者と共有します。当社がビジネス目的でお客様の個人情報を開示す

る第三者のカテゴリーには、以下のものが含まれます。(i) 当社の企業グループに属する他のブランドおよび

関連会社、(ii) 当社のサービス・プロバイダーおよびアドバイザー、(iii) 分析プロバイダー、(vii) マーケティン

グおよび戦略的パートナー、および(viii) ソーシャル・ネットワーク。 

過去12ヶ月間に、本CA開示資料の「個人情報の収集と使用」の項で説明した当社が収集する個人情報のカテ

ゴリーをすべて、ビジネス目的で第三者に開示しています。 

2. 個人情報の販売  

お客様が「個人情報の販売をオプトアウトする権利」を行使していない限り、当社は個人情報を金銭またはそ

の他の価値ある対価で第三者に販売することがあります。第三者は、それぞれのプライバシー・ステートメン

トに従って、独自の目的のために当該情報を使用することができますが、これには情報をさらに別の第三者に

転売することが含まれる場合があります。これらの第三者には、以下のものが含まれます。 

• ビジネス・パートナー：  当社は、識別子やインターネット／ネットワーク情報を含むお客様の個人情

報を、当社のビジネス・パートナーの製品やサービスの販売促進を含むビジネス上または商業上の目

的で、ビジネス・パートナーと共有することがあります。 また、お客様の個人情報を、お客様が喜ぶ

と思われる製品やサービスを提供している他の第三者と共有することがあります。 
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• 第三者の広告ネットワーク、ソーシャルメディア企業、その他の第三者の事業者： オンラインで事業

を行う企業の間では一般的に行われていることですが、当社は、特定の第三者広告ネットワーク、ソ

ーシャル・メディア企業、およびその他の第三者事業者に、お客様が当社のウェブサイトを訪問した

り、当社のアプリを使用したり、その他の方法で当社と関わりを持つ際に、お客様のブラウザまたは

デバイスからクッキーまたはトラッキング技術を介して直接、お客様の個人情報（インターネット／

ネットワーク情報、商業情報、および推論を含む）を収集し、開示することを許可しています。これ

らの第三者は、当社のサービスおよび当社のウェブサイト、他のウェブサイトやモバイル・アプリ、

またはお客様が使用する他のデバイス上の広告を分析して最適化する目的で、またはコンテンツをパ

ーソナライズし、レポート、帰属、分析、市場調査などの他の広告関連サービスを実行する目的で、

お客様の個人情報を使用します。これらの第三者企業は、それぞれのプライバシー・ステートメント

に従って、独自の目的のために当該情報を使用することができ、また、広告およびその他の目的のた

めに、他の広告ネットワークを含む第三者に当該情報を販売することができます。 
 

3. お客様のカリフォルニア州におけるプライバシー権 

カリフォルニア州の居住者であるお客様は、当社が収集したお客様の個人情報に関して、以下の権利を行使す

ることができます（法律による一定の制限があります）。 

アクセス権／知る権利 

  

お客様は、ご本人であることを確認させていただいた上で、

当社が過去12ヶ月間に収集・開示したお客様の個人情報に関

連する以下の情報の一部または全部を請求する権利を有しま

す。 

• 当社が収集したお客様の個人情報の具体的内容。 

• 当社がお客様について収集した個人情報のカテゴリ

ー。 

• 個人情報のソースのカテゴリー 

• 事業目的のために第三者に開示した個人情報のカテ

ゴリーと、その情報が開示された先のカテゴリー。 

• 当社がお客様について販売した個人情報のカテゴリ

ー（もしあれば）、およびその情報が販売された第

三者のカテゴリー、および 

• 個人情報を収集する、または該当する場合は販売す

るためのビジネスまたは商業目的。 

削除要求の権利 
お客様は、一定の例外を除き、当社がお客様から収集した個

人情報の削除を要求する権利を有します。 

個人情報の販売を停止する

権利 

お客様は、当社が収集したお客様の個人情報を、現在または

将来にわたって第三者に販売しないよう当社に指示する権利

を有します。 
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お客様が16歳未満の場合、お客様にはそのような販売にオプ

トインする権利、またはお客様に代わって親御さんまたは保

護者がオプトインする権利があります。 

差別されない権利 

これらの権利を行使したことにより、差別的を受けない権利

があります。 

ただし、これらの権利の行使により、当社が個人情報を処理

する能力が制限された場合（削除要求の場合など）、当社は

お客様に当社の製品やサービスを提供したり、同じ方法でお

客様と関わることができなくなる可能性がありますのでご注

意ください。 

「Shine the Light」法 

当社との取引関係が成立しているカリフォルニア州の住民

は、カリフォルニア州の「Shine the Light」法に基づき、ダ

イレクト・マーケティングを目的とした第三者への情報開示

について知る権利を有します（Civ.Code §1798.83）を参照

してください。 

 

 

 

 

4. お客様のカリフォルニア州におけるプライバシー権の行使方法  

 

知る権利、削除する権利を行使する場合 

 

アクセス権、知る権利、削除する権利を行使するには、以下の方法でリクエストを提出してください。 

• 件名を「California Rights Request（カリフォルニア州の権利要求）」としたメールを

gpdp.office@campari.comまで送る。 

• プライバシー権要求フォームの記入 

お客様のリクエストを処理する前に、お客様の身元を確認し、お客様がカリフォルニア州の住民であることを

確認する必要があります。お客様の身元を確認するために、当社は通常、お客様のアカウントの認証を成功さ

せるか、またはお客様が当社に提供した十分な情報と当社のシステムに保存されているお客様の情報を照合す

ることを要求します。このプロセスでは、お客様の電子メールアドレス、電話番号、および/または本サービ

スでの最終取引日を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）追加の個人情報をお客様に要求する必要が

ある場合があります。 

特定の状況において、当社は、特にお客様の身元を確認できない場合や、当社のシステムでお客様の情報を見

つけられない場合には、上記の権利行使の要求をお断りすることがあります。お客様の要求の全部または一部

にお応えできない場合には、お応えできない理由をご説明いたします。 

 

mailto:gpdp.office@campari.com
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個人情報の販売を停止する権利の行使について 

お客様が個人情報の販売をオプトアウトする権利を行使していない限り、当社は個人情報を金銭またはその他

の価値ある対価で第三者に販売することがあります。第三者は、それぞれのプライバシー・ステートメントに

従って、独自の目的のために当該情報を使用することができますが、これには情報をさらに別の第三者に転売

することが含まれる場合があります。 

個人情報の販売を拒否する権利を行使するために、お客様が当社のアカウントを作成する必要はありません。

ただし、当社のデータセットでお客様を適切に識別し、お客様のオプトアウトリクエストの遵守状況を確認す

るために、追加の個人情報の提供をお願いすることがあります。これらの情報には、お客様のお名前、電子メ

ール、郵便番号などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社は、オプトアウトリクエ

ストで提供された個人情報を、要求を検討し遵守するためにのみ使用します。お客様がこの情報を提供しない

ことを選択された場合、当社のデータ・システムでお客様を識別できる範囲でのみ、お客様の要求を処理する

ことができます。 

• Cookies Opt-Out (Do Not Sell My Personal Information)分析およびターゲット広告のためのク

ッキーおよびその他の追跡技術の使用に関するオプトアウトの権利を行使するには、該当するクッキ

ー・バナーに選択を入力してください。 

また、「デジタル広告アライアンス（以下「DAA」）のCCPAツール」を使用してオプトアウトする

こともできます。DAAは、複数のウェブサイトやアプリでお客様の個人情報を収集しているDAA参加

事業者すべてが、個人情報の販売を拒否するための一元的な場所として、CCPAオプトアウト・ツール

を提供しています。この種の個人情報の販売を停止する権利を行使するには、

https://optout.privacyrights.infoにアクセスしてください。お客様のデバイス上のモバイル・アプリケー

ションに関連するオプトアウト要求を行うには、https://www.privacyrights.info/appchoicesから適切な

アプリをダウンロードできます。第三者が当社サイト上で自動的に情報を収集する方法、およびそれ

らの活動に関連してお客様が取り得る選択肢については、当社の「クッキー通知」をご覧ください。 

 

• 個人情報の販売または共有のオプトアウトお客様の個人情報（氏名、電子メールアドレス、住所な
ど）を第三者のダイレクト・マーケティングまたはその他の商業目的で販売または共有することに関

するお客様のオプトアウト権を行使するには、当社の「プライバシー権リクエスト・フォーム」を
使用して要求を送信してください。 

 

正規代理店 

特定の状況下において、カリフォルニア州の住民は、認定された代理人を使って、本CA開示に記載された指

定の方法により、住民に代わって個人情報の開示または削除の要求を提出することが認められています。この

場合、当社は、認定された代理人が住民に代わって行動する権限があることを以下の方法で確認することがで

きます。 

• 消費者またはその委任された代理人から、カリフォルニア州の法律に基づいて有効な委任状を受け

取ること、または 

• 消費者が以下を行ったことを示すのに十分な証拠を受け取ること 

o 委任された代理人が、消費者に代わって行動する許可を署名した場合。 

o 本CA開示に記載されている手続きに従って、消費者自身の身元を直接当社が確認した場合、ま

たは、消費者が委任された代理人に対して、消費者に代わって要求を提出する許可を与えたこ

とを当社に直接確認した場合。 

個人情報の「販売」に関するオプトアウトの要求については、お客様の委任を受けた代理人がお客様に代わっ

て行動することを証明する署名入りの許可書を必要としています。 

https://optout.privacyrights.info/
https://www.privacyrights.info/appchoices
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++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

欧州経済地域、英国、スイスに関する追加通知  

この追加情報は、当社のプライバシー通知に記載されている情報を補足するものであり、一時的であっても欧

州経済領域（「EEA」）、英国（「UK」）およびスイスに居住する個人に適用されます。この追加情報は、

一般データ保護規則（EU）2016/679（「GDPR」）、英国GDPR、およびスイスのデータ保護法の範囲内

で、オンラインまたはオフラインでの個人データの収集、使用、開示、その他の処理方法に関する情報を提供

するものです。特に明示されていない限り、このノートに記載されているすべての用語は、当社のプライバシ

ー通知で定義されているもの、または前述の法律で別途定義されているものと同じ意味を持ちます。 

カンパリ・グループは欧州で事業を展開しており、欧州のウェブサイトを含め、 EEA、英国、スイスに居住

する個人に対して当社のサービスを提供することがあります（以下、総称して「欧州サービス」といいま

す）。 以下の開示（「プライバシー開示」）は、当社の欧州向けサービスに関連する個人データの処理に適

用されます。 

本項で「個人データ」という用語を使用する場合、識別されたまたは識別可能な自然人に関連する情報を意味

します。 

データ保護担当者の連絡先： gpdp.office@campari.com 

 

1. カンパリ・グループの欧州サービスを利用する際にお客様から収集する個人データとその使用方法  

当社は、当社のプライバシー通知の「個人情報の収集方法」および「個人情報の使用方法」の項に記載されて

いるとおり、お客様が欧州サービスを利用する際に自発的に当社に直接提出される個人データのカテゴリーを

収集します。 

当社は、特定の個人情報の提供が必須か任意かをお客様に示します。必須とマークされた個人情報を提供しな

いことを選択した場合、お客様からのお問い合わせへの対応やその他のサービスの提供ができなくなる可能性

があります。 

別紙1の表は、当社がお客様について収集する個人データのカテゴリーと、お客様が欧州サービスを利用する

際に当社がその情報をどのように使用するか、また、当社が個人情報を処理するために依拠する法的根拠とそ

の個人情報の受領者を詳細に示しています。 

2. お客様について当社が自動的に収集する情報 

また、当社は、お客様が欧州サービスにどのようにアクセスし、利用しているかについての個人情報や、お客

様が欧州サービスにアクセスするために使用しているデバイスに関する情報を間接的に自動的に収集します。

例えば、当社は以下を収集することがあります。 

(a) お客様が欧州サービスで使用した機能や閲覧したページに関する情報。 

(b) お客様のデバイスに関する情報（IPアドレス、デバイス識別子、デバイスの種類、モデル、メ

ーカーなど）、および 

(c) お客様の利用パターンに関する情報（カンパリ・グループ欧州サービスの利用頻度やお客様の

言語設定など） 

当社はこれらの情報を、お客様に欧州サービスの機能を提供するため、欧州サービスを監視・改善するため、

および新しいサービスを開発するために使用します。 

mailto:gpdp.office@campari.com
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別紙2の表には、当社がお客様について自動的に収集する個人情報のカテゴリーと、その情報の使用方法に関

する詳細な情報が記載されています。また、この表には、当社が個人情報を処理する際に依拠する法的根拠

と、その個人情報の受領者も記載されています。 

当社は、お客様について収集した個人情報と、自動的に収集した情報をリンクさせたり、組み合わせたりする

ことがあります。 

当社は、収集した個人情報を（お客様を直接識別できないように）匿名化し、集計することがあります。当社

は、ITシステムのテスト、調査、データ分析、欧州サービスの改善などの目的で、匿名化された情報を使用す

ることがあります。また、そのような匿名化された情報や集計された情報を他者と共有することもあります。 

3. お客様の個人情報の保存期間 

別紙1および別紙2には、当社がお客様の個人情報を保存する期間が記載されています。当社は通常、お客様

について収集した個人情報を、当社の法的義務および正当な事業利益に基づき、定められた目的に必要な期間

を超えない範囲で保存します。  

お客様に関する個人情報を保持する期間を決定するために使用される基準は、当社が個人情報を処理する法的

根拠によって異なります。 

(a) 正当な利益：当社の正当な利益に基づいて個人情報を処理する場合、当社は通常、データ対象

者の基本的利益および権利と自由を考慮した上で、特定の利益に基づいて合理的な期間、当該

情報を保持します。 

(b) 同意：お客様の同意に基づいて個人情報を処理する場合、当社は通常、お客様が同意を撤回す

るまで、またはお客様との基本的な契約を履行したり、当社がその個人情報を処理する該当サ

ービスをお客様に提供したりするために必要な期間、その情報を保持します。 

(c) 契約：当社が契約に基づいて個人情報を処理している場合、当社は通常、契約期間に加えて、

契約関係から生じ得る法的要求の時効を表す限定的な追加期間、その情報を保持します。 

(d) 法的義務：当社が法的義務に基づいて個人情報を処理する場合、当社は通常、法的義務を果た

すために必要な期間、その情報を保持します。 

(e) 法的要求： 当社は、法的要求の脅威に直面した場合、通常の保存期間を超えて情報を保持する

「法的保持」を適用する必要がある場合があります。  この場合、当社は保留が解除されるまで

その情報を保持します。これは通常、要求または要求の恐れが解決されたことを意味します。 

いずれの場合も、目的や法的根拠に加えて、個人情報の量、性質、機密性、および個人情報の不正使用や開示

による潜在的な被害のリスクを考慮します。 

同意が撤回された場合、または別紙1および別紙2に記載された目的のために収集されたデータの保存期間が

終了した場合、いずれか早い方の時点で、データは自動的に削除されるか、永久的に匿名化されます。 

4. 個人情報の提供先 

当社は、別紙1および別紙2に記載された受領者に加えて、以下の者とお客様の個人情報を共有することがあ

ります（別紙1および別紙2に記載された用途に応じて必要となる）。 

(a) サービス・プロバイダーおよびアドバイザー：当社または当社に代わってサービスを提供する

第三者ベンダーおよびその他のサービス・プロバイダーと、お客様の個人情報を共有すること

があります。これらのサービスには、法務および会計サービス、郵送、電子メールまたはチャ

ット・サービス、不正防止、ウェブ・ホスティング、または分析サービスの提供などの専門的

サービスの提供が含まれます。 

(b) 系列会社：カンパリ・グループが所有する、または共通の所有権の下にあるその他の企業で、

当社の子会社（すなわち、当社が所有または支配する組織）および当社の最終的な持株会社
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（すなわち、当社を所有または支配する組織）とその所有する子会社を含みます。 これらの会

社は、これらのプライバシー開示に基づいて当社ができるのと同じ方法でお客様の個人情報を

使用し、必要に応じて会社内データ保護契約を実施します。 

(c) 事業取引に関連する購入者および第三者：お客様の個人情報は、合併、資産または株式の売

却、組織変更、資金調達、支配権の変更、当社事業の全部または一部の買収などの取引に関連

して、第三者に開示されることがあります。 

(d) 法律上の理由による法執行機関、規制当局、その他の当事者：当社は、法律で義務づけられて

いる場合、または(i)法律および法執行機関の合理的な要求を遵守するため、(ii)違法行為および

当社の利用規約を含む契約の違反を検知し調査するため、および/または(iii)カンパリ・グルー

プ、そのユーザー、その他の者の権利、財産、または個人の安全を行使または保護するため

に、そのような行為が必要であると当社が合理的に判断した場合、お客様の個人情報を第三者

と共有することがあります。 

5. マーケティングおよび広告 

場合によっては、マーケティング・メッセージの送付や、当社サービスに対するお客様のご意見を伺うなど、

当社のサービスに関する情報をお客様にご連絡することがあります。当社が送信するマーケティング・メッセ

ージは、ほとんどが電子メールで行われます。一部のマーケティング・メッセージでは、お客様と共有する最

も適切なマーケティング情報を決定するために、お客様について収集した個人情報を使用することがありま

す。 

当社は、お客様の同意を得た場合、またはソフト・オプトイン方式（該当する場合）に基づいて、お客様にマ

ーケティング・メッセージを送信することがあります。  このような電子メールの配信停止を希望される場合

は、電子メールの下部にある「配信停止リンク」をクリックしてください。  

6. お客様の個人情報の保存と転送 

セキュリティ：当社は、お客様の個人情報を偶発的または非合法的な破壊、紛失、変更または損傷から保護す

るために、適切な技術的および組織的措置を講じます。当社が収集するすべての個人情報は、当社のクラウ

ド・ホスティング・プロバイダーによって安全なサーバーに保管されます。迷惑メールを送ったり、電話でク

レジットカードやデビットカードの情報や国民識別番号を要求するようなことはありません。 

お客様の個人情報の国際的な転送：当社が収集した個人情報は、当社および当社の第三者サービス・プロバイ

ダーが業務を行っている、お客様がいる司法管轄区以外の国に転送され、保管されることがあります。お客様

がEEA、英国、スイスにお住まいの場合、お客様の個人情報は、米国を含むこれらの地域以外の場所で処理さ

れることがあります。 

このような移転が行われる場合、当社は次のことを保証します。(i) 個人情報は、同等の保護レベルを提供し

ていると認められる国に移転される、または (ii) 欧州委員会が採択した標準契約条項（欧州データ保護委員会

が推奨する追加の保護措置を含む）などの適切な保護措置に従って移転が行われる。 

これらの保護措置についての詳細をご希望の場合は、本プライバシー開示の最後に記載されている詳細を用い

て当社にご連絡ください。 

7.      プロファイリング  

当社は、お客様に関して収集した個人データを分析して、お客様のご興味やご希望のプロファイルを作成し、

お客様に関連する情報をご連絡することがあります。当社は、お客様に関する追加情報が外部ソースから入手

可能な場合、これを利用して製品のアップデートを効果的に送信することがあります。また、当社は、不正行

為や信用リスクを検知・低減するために、お客様に関する個人データを使用することがあります。当社の

CRMシステムへの個人情報の入力は任意であり、別紙1および別紙2に記載された目的の一つに同意した場合

にのみ行われます。これにより、データ処理を担当する世界中のカンパリ・グループの従業員が、データの閲

覧、変更および更新を自動的に行うことができます。 
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8. お客様の個人情報に関するお客様の権利 

適用される個人情報保護法に基づき、お客様は当社が保有するお客様の個人情報に関して以下の権利を有しま

す。 

(a) アクセス権について：取得する権利がある。 

(i) 当社がお客様の個人情報を処理しているかどうか、そしてどこで処理しているかの確

認。 

(ii) 当社が処理している個人情報のカテゴリー、お客様の個人情報を処理する目的、適用さ

れる保存期間を決定する方法についての情報。 

(iii) 当社がお客様の個人情報を共有する可能性のある受領者のカテゴリーに関する情報、お

よび 

(iv) 当社が保有するお客様の個人情報のコピー。 

(b) ポータビリティーの権利：お客様は、特定の状況下において、お客様が当社に提供した個人情

報のコピーを、再利用をサポートする構造化された一般的に使用される機械読み取り可能なフ

ォーマットで受け取る権利、またはお客様の個人データの別の人物への移転を要求する権利を

有します。 

(c) 修正する権利：お客様は、当社が保有するお客様の不正確または不完全な個人情報を、不当な

遅延なく修正する権利を有します。 

(d) 消去する権利：お客様は、状況によっては、個人情報の継続的な処理が正当化されない場合

に、お客様の個人情報を不当な遅延なく消去するよう当社に要求する権利を有します。 

(e) 制限する権利：お客様は、個人情報の正確性がお客様によって争われている場合など、このよ

うな方法で個人情報を継続的に処理することが正当化されない場合には、個人情報を処理する

目的を制限することを当社に要求する権利があります。 

(f) 同意を撤回する権利：お客様の個人情報を処理する際に、お客様の同意が必要となる状況があ

ります。これらの場合、そしてお客様が同意を提供した場合、お客様は同意を撤回する権利を

有します。お客様が同意を撤回しても、撤回前の当社によるお客様の個人情報の使用の適法性

には影響しません。 

お客様は、ご自身の死後の個人情報の保持、削除、開示に関する指示を行う権利を有します。ご本人からの指

示がない場合は、相続人が個人情報の開示や削除を求めることができます。 

また、お客様は、お客様の特定の状況に関連する理由がある場合、当社の正当な利益に基づく処理に対して

異議を唱える権利を有します。お客様の個人情報の処理を継続するやむを得ない理由があるかもしれません

が、そのような場合には評価を行い、お客様にお知らせします。 お客様は、いかなる理由であれ、マーケテ

ィング活動に異議を唱えることができます。 

また、お客様は地域のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利があります。お客様が欧州連合（EU）にお住

まいの場合は、各地域のデータ保護当局への連絡方法について、こちらをご覧ください。お客様が英国または

スイスにお住まいの場合、現地のデータ保護当局は、英国情報コミッショナー事務所

(https://ico.org.uk/global/contact-us/)およびスイス連邦データ保護・情報コミッショナー

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html)です。 

これらの権利を行使することをご希望される場合は、当社の「プライバシー権要求フォーム」にご記入くださ

い。 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html
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データ処理の機密性を考慮して、上記の権利を行使する際に、お客様に身分証明書の提出をお願いすることが

あります。これは、有効な身分証明書のスキャンされたコピー、または有効な身分証明書の署名されたコピー

を提供することによって行うことができます。 

9. 欧州サービスで使用されるクッキーおよび類似技術 

当社の欧州サービスは、クッキーおよび同様のテクノロジーを使用してーピクセルやHTML5などのローカ

ル・ストレージ・オブジェクト（LSO）（総称して「クッキー」）などーお客様を当社のサービスの他のユー

ザーと区別しています。これにより、お客様が当社のサービスを閲覧する際に優れたエクスペリエンスを提供

し、お客様が当社のサービスをどのように利用および操作するかを監視ならびに分析して、当社のサービスを

継続的に改善できるようになります。また、お客様が関心をお持ちになる可能性のある製品やサービスを当社

および当社のパートナーが判断するのにも役立ちます。これらの慣行およびクッキーに関するお客様の選択に

ついては、当社の「クッキー通知」をご覧ください。 

10. 電子メールで使用されるトラッキング技術 

当社の電子メールには、当社が送信した電子メールをお客様がいつ開封したか、何回読んだか、その電子メー

ル内のリンクをクリックしたかどうかを識別するトラッキン・グピクセルが含まれている場合があります。こ

れは、当社のマーケティング・電子メール・キャンペーンの効果を測定し、お客様の関心事により関連性のあ

る電子メールを送信するため、また、当社がお客様に送信する可能性のある重要な管理用電子メールをお客様

が開封し、読んだかどうかを理解するために役立ちます。 

一般的な電子メール・クライアントでは、電子メール内の特定の外部画像を無効にすることで、これらのピク

セルをブロックすることができます。これは、電子メール・クライアントの設定で行うことができます。通

常、電子メールのデフォルト表示を「リモート画像」、「リモート・コンテンツ」、「画像」のいずれにする

かを選択することができます。 

また、一部のブラウザでは、ピクセルやその他のトラッキング技術をブロックする拡張機能をダウンロードし

てインストールすることができます。 

11. 処理方法 

個人情報は、収集した目的を達成するために必要な期間、ITベースのツールを用いて処理されたり、手作業で

処理されたりします。特に、別紙1および別紙2に記載された目的のために収集された個人データは、指定さ

れた目的に厳密に関連する手順と論理に基づいて、自動化されたメカニズムを使用して処理されます。 
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別紙1 - お客様が当社に提供する個人情報 

 

データのカテゴリー 処理の目的  処理の法的根拠 データの保持 個人情報の受領者 

生年月日や国・地域

を含む「法定飲酒年

齢確認」。 

お客様の年齢や欧州サービスを利用

するための有資格を確認する。 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

欧州サービスの管理、およびお客様との契

約、すなわち当社の利用規約の履行のため

に必要です。 

適用される法律で定められた

期間。 

当社は、お客様が当社に提供した

情報を、マーケティング・キャン

ペーンの定義において当社をサポ

ートする第三者や、当社のデジタ

ル資産のホスティングまたはメン

テナンス・サービスの提供者と共

有することがあります。 

名字、名前、電子メ

ールアドレスなどの

連絡先情報。 

当社は、欧州サービスにおけるお客

様のアカウントを設定し、認証する

ためにこの情報を使用することがあ

ります。 

この処理は、お客様との契約の履行、およ

びお客様との契約（当社の利用規約）の締

結に先立つ措置を講じるために必要です。 

アカウントの有効期間と、ア

カウント削除後は適用法で定

められた期間。 

当社は、お客様が欧州サービスを

通じて支払いを行うことができる

ようにお客様を識別するために、

この情報を[Stripeなど]と共有する

ことがあります。 
 当社はこの情報を、サービスに関連

する連絡の送付など、お客様とのコ

ミュニケーションに使用することが

あります。 

その処理は、お客様との契約、すなわち当

社の利用規約の履行に必要です。 

お客様の要求を処理するため

に必要な期間、または最大で

1年間。 

当社は、欧州サービスに関連するお

客様からのお問い合わせや苦情に対

応するために、この情報を使用する

ことがあります。 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

欧州サービスを管理し、お客様からのお問

い合わせや苦情に対応するためにお客様と

効果的に連絡を取るために必要です。 

適用法で要求される期間。 

当社はこの情報を、お客様のご希望

に沿ったマーケティング・コミュニ

ケーションを提供することに関連し

て使用することがあります。 

当社は、お客様が同意された範囲内でのみ

、このような方法でお客様の個人情報を使

用します。 

お客様が同意を撤回するまで 

お客様のフル・ネー

ム、電子メール、パ

スワードなどのアカ

ウントおよびプロフ

ィール情報。また、

お客様がプロフィー

当社はこの情報を、欧州サービスで

お客様のアカウントを作成するため

に使用することがあります。 

 

 

お客様との契約を履行するために必要な処

理です。 

 

 

アカウントの有効期間と、ア

カウント削除後は適用法で定

められた期間。 

当社は、お客様が当社に提供した

情報を、マーケティング・キャン

ペーンの定義において当社をサポ

ートする第三者や、当社のデジタ

ル資産のホスティングまたはメン
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ル情報を更新する際

には、電話番号、電

子メールアドレス、

誕生日または生年月

日、お客様のご希望

などを収集すること

があります]。   

当社はこの情報を、欧州サービスに

関連してお客様から寄せられた、ま

たはお客様についてのお問い合わせ

や苦情に対応するために使用します

。 

 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、会員とのコミュニケー

ションを効果的に行い、あらゆる問い合わ

せや苦情に対応するためです。 

適用法で要求される期間。 テナンス・サービスの提供者と共

有することがあります。 

ご予約：お客様が当

社のブランドハウス

にオンライン予約を

される際、当社は、

お客様の姓・名、携

帯電話番号、電子メ

ールアドレス、参加

されるお客様の人数

、およびお客様がコ

メント欄に記入され

た情報（ご希望や特

別な要求など）を含

む、予約に必要な情

報を収集します。 

当社は、欧州サービスを通じたお客

様の注文を処理するために、この情

報を使用することがあります。 

契約を履行するために必要な処理です。 適用法を遵守するために必要

な期間。 

当社は、この情報を、マーケティ

ング・キャンペーンの定義におい

て当社をサポートする第三者や、

当社のデジタル資産のホスティン

グまたはメンテナンス・サービス

の提供者と共有することがありま

す。 
当社はこれらの情報を欧州サービス

を向上させるために使用することが

あります。 

この処理は、当社の正当な利益（当社のサ

ービスを開発および改善するため）のため

に必要です。 

最大で1年間。 

決済処理情報：お客

様が当社のサービス

に申し込まれる際、

当社はお客様の請求

先住所などの情報や

、お客様の取引の日

時などの情報を収集

することがあります

。 

当社は、欧州サービスを通じたお客

様の注文を処理するために、この情

報を使用することがあります。 

 

契約を履行するために必要な処理です。 適用される金融法を遵守する

ために必要な期間。 

当社は、お客様が当社に提供した

情報を、当社に決済サービスを提

供する第三者と共有することがあ

ります。 

当社は、詐欺や金融犯罪の検知およ

び防止に関連して、お客様の身元を

確認するためにこの情報を使用する

ことがあります。 

この処理は、当社および第三者の正当な利

益、すなわち詐欺および金融犯罪の検知お

よび防止のために必要です。 

最大で1年間。 

ニュースレター、マ

ーケティング電子メ

ール：  

お客様が当社からの

ニュースやアラート

管理者が提供するサービス/製品に関

連するプロモーションおよび商業的

なコミュニケーションをお客様に提

示するために、この情報を使用する

ことがあります。 

当社は、お客様が同意された範囲内でのみ

、このような方法でお客様の個人情報を使

用します。 

お客様が同意を撤回した場合

、お客様の特定の法域で必要

とされるより短い期間が適用

されます。 

当社は、この情報を、マーケティ

ング・キャンペーンの定義におい

て当社をサポートする第三者や、

当社のデジタル資産のホスティン

グまたはメンテナンス・サービス
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の受信を申し込まれ

た場合、または当社

のウェイティングリ

ストに参加された場

合、当社はお客様の

電子メールおよび該

当する関心事やコミ

ュニケーションのご

希望を収集すること

があります。  

当社は、この情報を欧州サービスの

機能をローカライズするために使用

することがあります。 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、欧州のサービスの機能

をローカライズし、欧州サービスを当社の

ユーザーにとってより適切なものにするた

めに必要です。 

保存期間は、インストールさ

れているクッキーによって異

なります（ウェブサイト/アプ

リのクッキー・ポリシーを参

照）。 

の提供者と共有することがありま

す。 

当社は、お客様が関心をお持ちにな

る可能性のあるコンテンツを決定す

るために、この情報を使用すること

があります。 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、欧州サービスをお客様

に適したものにするためです。 

保存期間は、インストールさ

れているクッキーによって異

なります（ウェブサイト/アプ

リのクッキー・ポリシーを参

照）。 

チャット、コメント

、ご意見：お客様が

電子メールや電話な

どで直接当社に連絡

された場合、当社は

お客様のコメントや

意見を記録します。 

当社は、お客様の質問、問題、懸念

に対処するためにこの情報を使用す

ることがあります。 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

お客様とのコミュニケーションや、問い合

わせ、苦情、懸念への対応のために必要で

す。 

最大で1年間。 当社は、お客様が当社に連絡する

際に提供された情報を、マーケテ

ィング・キャンペーンの定義にお

いて当社をサポートする第三者や

、当社のデジタル資産のホスティ

ングまたはメンテナンス・サービ

スの提供者と共有することがあり

ます。 

当社はこれらの情報を欧州サービス

を向上させるために使用することが

あります。 

この処理は、当社の正当な利益（当社のサ

ービスを開発および改善するため）のため

に必要です。 

最大で1年間。 

ソーシャルネット・

ワークなど、第三者

から受け取った情報

：お客様がソーシャ

ル・ネットワークを

通じて当社と交流す

る場合、当社は、お

客様のお名前、プロ

フィール情報、およ

びお客様がソーシャ

ル・ネットワークに

対して第三者との共

有を許可したその他

の情報などの情報を

ソーシャル・ネット

ワークから受け取る

ことがあります。当

社が受け取るデータ

は、ソーシャル・ネ

当社は、欧州サービスを利用して作

成されたコンテンツを再共有するた

めに、この情報を使用することがあ

ります。 

処理は、当社の正当な利益のために必要で

す（当社のサービスを開発し、マーケティ

ング戦略を知らせるため）。 

最大で1年間。  
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ットワークのお客様

のプライバシー設定

に依存します。 

通知、マーケティン

グ・コミュニケーシ

ョン、欧州サービス

の表示方法、欧州サ

ービスの有効な機能

について設定された

ご希望など、お客様

のご希望。 

当社は、お客様の選択に従って、通

知、ニュース、アラート、マーケテ

ィング・コミュニケーションの送付

、および欧州サービスの提供のため

にこの情報を使用します。 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、ユーザーが適切なマー

ケティングおよびその他のコミュニケーシ

ョンを受け取り、ユーザーのご希望に応じ

て表示されるようにすることです。 

最大で1年間。 また、お客様の個人情報を、マー

ケティング・キャンペーンの定義

において当社をサポートする第三

者や、当社のデジタル資産のホス

ティングまたはメンテナンス・サ

ービスの提供者と共有することが

あります。 

当社はこの情報を、お客様が同意し

たマーケティング・コミュニケーシ

ョンのみを送信するという当社の法

的義務を確実に遵守するために使用

します。 

 

処理は、当社が従うべき法的義務を遵守す

るために必要です。 

最大で1年間。 
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別紙2 - 自動的に収集される個人情報 

 

データのカテゴリ

ー 
処理の目的 処理の法的根拠 データの保持 個人情報の受領者 

おおよその位置情

報： お客様が選択

して提供した情報

以外に、お客様の

正確な位置に関す

る情報を収集する

ことはありませ

ん。ただし、お客

様のデバイスのIP

アドレスは、おお

よその位置を特定

するのに役立つ場

合があります。 

当社は、お客様が提供したお客様の

所在地に関する情報を利用して、お

客様のアカウントに関連する不正行

為または疑わしい行為を監視および

検出することがあります。 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、詐欺やその他の違法行

為から当社のビジネスとお客様のアカウン

トを保護するためです。 

最大で1年間。 当社は、この情報を、マーケティ

ング・キャンペーンの定義におい

て当社をサポートする第三者や、

当社のデジタル資産のホスティン

グまたはメンテナンス・サービス

を提供するプロバイダーと共有す

ることがあります。 

● 例：Googleは、訪問者がどの

ように当社のウェブサイトを

利用しているかを理解するた

めに、当社の分析プラットフ

ォームを提供しています。］ 

● 例：Facebook, Inc.は、訪問者

がどのように当社のウェブサ

イトを利用しているかを理解

するのに役立ち、ダイレク

ト・マーケティングを可能に

しています。 

 

当社はこの情報を、欧州サービスの

表示方法（お客様に提供する言語な

ど）を調整するために使用すること

があります。 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、当社のサービスをカス

タマイズして、ユーザーにとってより適切

なものにするためです。 

最大で1年間。 

お客様の欧州サー

ビスへのアクセス

および利用方法に

関する情報：例え

ば、お客様が欧州

サービスにアクセ

スする頻度、欧州

サービスにアクセ

スした時間と使用

時間、欧州サービ

スにアクセスした

おおよその場所、

お客様のアクセス

元のサイトおよび

当社のWebサイト

を離れるときにア

クセスするウェブ

サイトのページ、

お客様がクリック

したリンク、お客

当社は、お客様が欧州サービスをど

のように利用し、どのように欧州サ

ービスに接続しているかに関する情

報を利用して、お客様の端末に欧州

サービスを表示することがありま

す。 

 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

欧州サービスをユーザーに合わせて調整す

るために必要です。 

保存期間は、インストール

されているクッキーによっ

て異なります（ウェブサイ

ト/アプリのクッキー・ポリ

シーを参照）。 

当社は、お客様が関心をお持ちにな

る可能性のある製品やサービスを決

定するために、この情報をマーケテ

ィング目的で使用することがありま

す。 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

当社のダイレクト・マーケティングを知ら

せるために必要です。 

保存期間は、インストール

されているクッキーによっ

て異なります（ウェブサイ

ト/アプリのクッキー・ポリ

シーを参照）。 

当社はこれらの情報を、欧州サービ

スおよびビジネスの監視と改善、問

題の解決、新製品やサービスの開発

に関する情報提供のために使用する

ことがあります。 

 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、欧州サービスに関する

問題を監視および解決し、欧州サービス全

般を改善するためです。 

保存期間は、インストール

されているクッキーによっ

て異なります（ウェブサイ

ト/アプリのクッキー・ポリ

シーを参照）。 
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様が電子メールを

開くか電子メール

に含まれるリンク

をクリックするか

どうか、お客様が

複数のデバイスか

ら欧州サービスに

アクセスするかど

うか、お客様が欧

州サービスで行う

その他の行動など

です。 

ログ・ファイルと

お客様のデバイス

に関する情報：ま

た、当社は、お客

様が欧州サービス

に接続するために

使用するタブレッ

ト、スマートフォ

ン、その他の電子

デバイスに関する

情報を収集しま

す。この情報に

は、デバイスの種

類、デバイス固有

の識別番号、オペ

レーティング・シ

ステム、ブラウ

ザ、デバイスを通

じて欧州サービス

に接続されている

アプリケーショ

ン、お客様のモバ

イル・ネットワー

ク、IPアドレス、

デバイスの電話番

号（ある場合）な

当社は、お客様が欧州サービスをど

のように利用し、どのように欧州サ

ービスに接続しているかに関する情

報を利用して、お客様の端末に欧州

サービスを表示することがありま

す。 

 

この処理は、当社の正当な利益、すなわち

欧州サービスをユーザーに合わせて調整す

るために必要です。 

最大で1年間。 

当社はこれらの情報を、欧州サービ

スおよびビジネスの監視と改善、問

題の解決、新製品やサービスの開発

に関する情報提供のために使用する

ことがあります。 

 

この処理は、当社の正当な利益のために必

要です。すなわち、欧州サービスに関する

問題を監視および解決し、欧州サービス全

般を改善するためです。 

最大で1年間。 
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どの詳細が含まれ

ます。 

 

 


