
【個人情報保護方針】 

弊社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。 

個人情報の定義 
お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)であって、お客様のお名前、住所、
電話番号など当該お客様個人を識別することができる情報をさします。他の情報と組み合
わせて照合することにより個人を識別することができる情報も含まれます。 

収集目的と範囲 
個人情報を収集させていただく場合は、収集目的を通知したうえで、必要な範囲の個人情
報を収集させていただきます。 

個人情報の利用 
当社ではお客様からお預かりした個人情報の利用目的は以下の通りです。 
・ご注文いただいた商品の確認、配送、役務の提供、代金決済のため 
・商品お届け後のアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務のため 
・新しい製品や特別なサービス、キャンペーンなどの情報のお知らせをするため 
・お客様から当社になされる、電子メール、郵送、電話などによるお問い合わせに対する 
対応のため 
・上記に付随して、当社のサービス提供にあたって必要な利用のため 

個人情報の第三者への開示・提供の禁止 
当社は、お客様よりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合
を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。 
・お客様の同意がある場合 
・お客様が希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示す
る場合 
・法令に基づき開示することが必要である場合 

個人情報の安全管理 
当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、社内における個人情報の取扱いにつ
いて継続的な改善に努めます。 

お問い合わせ先 
当サービスプライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記窓口で受け付けいたしま
す。 

株式会社プラットホーム 
〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目 668 番地 7 
TEL 090-7787-4089 E-mail:seiyogeoservice4089@gmail.com 



【Platform SEIYO,Inc. Privacy policy】 
We recognize the importance of personal information and implement the following 
initiatives. 
 
〇Definition of personal information 
Personally identifiable information (hereinafter referred to as "personal information") 
that refers to your personal information such as your name, address, telephone number 
etc that can identify you. It also includes information that can identify individuals by 
matching with other information. 
 
〇Collection purpose and scope 
When collecting personal information, we will collect the necessary range of personal 
information after notifying the collection purpose. 
 
〇Use of personal information 
The purpose of the use of personal information entrusted by customers at our company 
is as follows. 
・Confirmation of the items ordered, delivery, provision of services, for payment 
settlement. 
・After-sale service after delivery of goods, for other business necessary for carrying out 
other transactions. 
・ In order to inform you of new products, special services, campaign and other 
information. 
・For customer's response to inquiries by e-mail, postal mail, phone etc. 
・To accompany the above, for the necessary use in providing our service. 
 
〇Prohibition of disclosure and provision of personal information to third parties 
We will properly manage the personal information we keep from you and will not 
disclose personal information to any third party unless it falls under any of the following. 
・When there is customer's consent. 
・When we disclose to a business entrusted to the business for the customer to perform 
the desired service. 
・When it is necessary to disclose based on laws and regulations. 
 
 
 



〇Safety management of personal information 
In order to ensure the accuracy and safety of personal information, we will strive to 
continually improve the handling of personal information within the company. 
 
〇Inquiries about privacy policy 
Inquiries concerning this service privacy policy will be accepted at the reception desk. 
 
Platform SEIYO,Inc. 
4-668-7 Unomachi Uwa-cho Seiyo Ehime 797-0015 Japan 
Phone：090-7787-4089  E-mail：seiyogeoservice4089@gmail.com 


