サン フロ ンテ ィア ホテ ルマ ネジ メン ト株 式会社

個人情報保護 に関 する あ本方針 （プ ライ バシーポ リシー）
個人情報 の・ り扱 いに ついて
サン フロ ンテ ィア ホテ ルマ ネジ メン ト株 式会社(八下 「肖 社」 という)は、 責を をも って お客 さま
の個 人情 報を 保護 する ため 、個 人情報ｲ乗護 に回 しな 下の ９り 定め 、杜rね体加jの構 築、 施策 の実 施・維
持、 それ らの 継続 的な 改善 を行 ない ます。Mj社は 、こ れら の活 動を ９じ て、 個人 情報 に関 する 法令及
び社 内規 程等 を遵守し 、お 客さ まの 信頼 にお 応え しま す。
１

個人 情報 に関 する 法令 等の 遵守
肖社 は、 個人 情報 保護 に回 する ま令 Ｒぴ 諸規 ｍ等 を遵 守し 、お 客様 、お むり1先祖 等の 個人 情報 を適

ｍに 取扱 って参り ます。
２

個人情報 のミ 得方法
お客 さま から 個人 情報 を取 得す るに あた って は、 お客 さま にむ 得の 目的 およ び加HI範回 をぼ1示し、

必９ な範 回で 適ぶ かっ ぬｍ な手段に よっ て個 人情 報を お得 させ て頂 きま す。
また 自社 は、 肖社 の兼 営す る施 設や提供する サー ビス に関 する 取り￨等に 際し 、以 下の 方法 によ り個
人情 報を 取得 いた しま す。

①

電あ 、書 面、 ネ刺 、口 頭、 イン ター ネッ ト等 、ご 本人 から 直接 な得する 方ま

② 利H]申ふ 者、 紹介 者、 旅行斡旋事業 者等 、ご本人 から 権ｍ を授 受さ れた 方か ら取得す る方法
３

個人情報の種類
力社 がお 得す る個 人情 ９に は、 ご本 人の たあ 、勤 務先 、自 宅・ 勤務 先の 住所 、Ｅ メー ルア ドレ ス、

電話番号 、フ ァッ クス 番号 、圭 年丿 日、 性が「」 のほ か、 客室 やサ ービ ス等 に関 する ご要 望に 対応 するた
めの 情報 、お よび ま令 ・条 伊』 等で 定め られ たあ?白Jセ・後?自ｔ に関 する 情報 が含 まれ ます。
４

個人情報のご提供 の拒 ・に ついて
おき さま がおぶ前のご提示 をさ れな いな ど肖 社に情報のご提供 をｔ否さ れた４合は、 ご予めを承れ

ない など 、一部のサー ビス のご提供がで きな くな る場合が あり ます。
５

個人情報の利用目的
お客 さま の個 人情報を利ｍ する にあ たっ ては、Mj社は、利ｍ目 的の範囲Fちでのみ利ｍ する ニとと

し、 個人 情報 を目 白そJスタtヽお よび 範囲 をむ えて の禾「Jmはい たし ませ ん。

肖社がお 預か りす るお 客さ まの 個人 情報 の利 用目 的は 八下 各号 に掲 げる とお りで す。
①

ホテル、 レス トラ ンそ の自 社が兼営 する 施なのご予め 、お よび ごかJHIのため

②

商呂 また はサ ービ スの ご案Fち八 びご 注文 への ご対 応の ため

③

マー ケテ ィン グや サー ビス『fり上 ぢの ため に行 う統 計的 な集 計・ 分析 のため

④

自社 を種 会員 祖織等へ の入 会に つい ての 各種情報 およ びサ ービ スの ご提 供を 行な うため

⑤

上記 ざぢ につ いて 、自 社が 遅き する 他の 施Ｒ にお いて も回 様に 各４ 情報 およ びサ ービ スのご
を供 を行 なう ため

⑥ Mj社に おい て、 お客 さま のご 要望 など に応 じて 、よ り良 いサ ービ スの ごを供を 行な うため
⑦

肖社 の遅只Jする 施な の遅万]にあ たり 、必 要な 調を ・研 究、 情報 の分 析そ の他 必９ な業 務の実
施の ため

⑧

前各号に掲げ る利ｍ目 的の達成に必要な範囲 で、 第二者にがし て個人情報を 提供する ため

６

クッ キー(Ｃｏ ｏｋ ｉｅ)の・lil
「ク ッキ ー」 はお 客さ まの コン ピュ ータ を識 別す るイ ンタ ーネ ット 標準 の技 術で す。 自社 は、 クッ

キー を万jいては集 され るお客さ まが 回覧 したペー ジに 関す る情報を 、お客さ ま個人をぬSﾘする情報と
組み 合せ 、お 客さ まの 情報 としてjﾐ￨Jmする ４合 があ りま す。 これ らの 情報 は「 個人 情報 の利万1日白り」
でお載さ れて いる 範回 で利用さ れま す。 お使いの ブラ ウザによ って は、 そのほ定を変更し てク ッキー
の機能を 無効 にす るこ とは でき ます が、 その 結果 ウェ ブサ イト 上の サー ビス の全部ま たは 一郎 がご利
用に なれ なく なる こと があ りま す。

７

第Ｅ 者提供お よび共回・jllの制・
肖礼 は、Jス下 の４合を ほき 、お 客さ まの 個人 情報 をお 客さ まの ご同 意な く第 Ｅ者 に提供・ 開示 いた

しま せん。
①

ぷ令 等にﾐｉづ く場合

②

特段の事情に より 行ま官庁等に協力 する ４合

③

ｍ肖 な禾￨Jmの範 回内 で肖 礼が 業務 まＫ 先に 委おEする 場合

また 肖礼は、 肖礼がお預か りし た個 人情報を 、ホ テル八びホテ ルに密接に回連の ある サー ビス のを
供、 資料 ・ア ンケ ート 等の ご案 内、 商品 開発 およ びニ れら に付 随す る業 務の ため にまぢ回 利用 しま す。
４同 して 禾り ｍす る者 の範 回は 、自 社の 親会 社で ある サン フロ ンテ ィア 不動 ま株 式会 礼八 び回 礼の本
業提 携先 であ る春 秋グ ルー プの みで す。

自社は、 上記利ｍ 目的 の範回を超え て上記種類の個人情報 を他事業者と すぢ 回し て利万1いた しませ
ん。

なお 、上記八ﾀﾄで当社が お預かり した個人情報の全部ま たは一部 を、 第三者へ提供ある いは九回禾￨J
H]する とき は、 を供先、 すぢ 回利ｍ先 のき定に配慮する とと もに 、自 社と 回様 に法令諸規ｍ等に従って
適ｍな管きを行な うよ う、 当該第二者に要請いた しま す。
８

委託先の監督等
肖グ ルー プが お客 さま の個 人情 報を 利ｍ する にあ たっ ては 、ｍ 肖な加HIの範 回内 で個 人情 報を 第二

者に 委託 する こと がご ざい ます。

まＫ先へ は肖 社と 回なの水準で個人情報 を厳まに 管ミする こと を義務ｲ才け、必要かつ適リJなＫ督を
行な い、 かっ個人情報 の守秘義務管ｆ、 Ｅ督 を含む契約を結ぶ こと によ り個人情報の安全管９ を遵守
して 利用 いた しま す。

９

個人情報の安全管!11
肖社はお 客様、お取り￨先様等の個人情報 のｍ確を、最新性、安全性 を確縦し 、ま たお客さ まの個人

情報 を厳 重に 管ミ し、不iEアク セス ・お 失・ 破壊 ・な ざん ・８ 湊Ｗ にがする 予防 措Ｒ およ び安 を対策
に努 めま す。

10

個人 情報の開 示・訂iE一利 ・停止・ 消ま
肖礼は、 Ｒ得 した個人情報 をで きる だけ ｍ確かつ最新の力さで管を を行いま す。 また 、ご本人 から

お申 し出 があ った場合 は、 本人確認の手続き のう え、 法令 にも とづ き回示、 訂ｍ、肖i」除、利万丿 停止等
の適 回な 対応 を行 いま す。

これ らの お申 しけjにつ きま して は、 次の連絡先へお問 い合 わせ下さ い。 必要 な手続き など をご案内
しま す。
＜個 人情 報お 問い 合わ せき ロン
ち称 ：サ ンフ ロン ティ アホ テル マネ ジメ ント 株式 会社
住所 ：干m4‑0061東京 都中 央区 銀ま6‑2‑I Daiｗａ 銀座 ビル3F

連絡 先： 電話03‑6858‑5280

受付時間 ：午前９時00分〜午後 ５時00分（土・ 日・ 祝祭日2えび年末年始 は休み）
11

本方 針の 改定 とＱ開

本方針は 、関 連法 令等 の改IE、変 更お よび 、個 人情 報に 関す る社会的 ニー ズに 対応 する ため 、改定
され るニ とが あり ます。そ の場合、 肖社 は遅 滞な く本 方針 を本 ホー ムペ ージ 上に と開 し、 また 、本方
針の 最終 改定 日を 明示 いた しま す。

12

お問 い合わせ 窓口 につ いて
肖社 の個 人情 報に 関す るお 問い 合わ せは 、［ 個人 情報 お問 い合 わせ 窓口 ］ま でおａい いた しま す。
サン フロ ンテ ィア ホテ ルマ ネジ メン Ｈ朱 式会社
制定 ：平成27年11 j 18 口

