
プライバシーポリシー 

 

プレミアムウォーター株式会社（以下「当社」といいます。）は、飲料水の宅配事業をはじめとする各種事業を

おこなうにあたり、個人情報の取扱いについて、個人情報保護という社会的責任を認識し、プライバシーの保

護、個人情報に関する法規制等を遵守し、事業活動をおこなうために、以下のプライバシーポリシーを制定し、

これを実行いたします。 

 

1.法令等の遵守について 

当社は、個人情報を取り扱うにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報の保護に

関連する法令、国が定める指針（ガイドライン）及び本プライバシーポリシーを遵守いたします。 

 

2.個人情報の利用目的及び取扱いについて 

当社は、お客様等の個人情報については、下記の各目的の範囲内で、適正に取扱いさせていただきます。 

① 当社が取り扱う各種商品又はサービスに係る利用契約の申込み及びその締結、商品等の配送等、代金等の

請求、当社が取り扱う各種商品又はサービスに関するお問合せ、緊急時のご連絡及びお客様情報管理その

他の各種連絡対応管理のため 

② 当社及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスその他当社の行う各種キャンペーン等のご案内、関連

商品のマーケティング活動、マーケティングデータの調査統計分析、各種イベントの管理及び販売促進の

実施のため（キャンペーン、アンケートのお知らせ、サービス改善ヒアリング等のご依頼の実施、キャンペ

ーン等の実施及び当選の連絡及び景品等の発送等を含みます。） 

③ 当社及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスの開発及び改善のため 

④ 取引先等より個人情報の取扱業務を委託された場合においてこの委託された業務を実施するため 

⑤ お客様と当社との間の契約又は法令に基づく権利の行使又は義務の履行のため 

⑥ 前記①から⑤までに掲げるほか、当社が取り扱う商品又はサービスにおいて個別に定める目的のため 

⑦ 前記①から⑥までに掲げるほか、各種連絡、対応管理、関連資料の送付等のため 

⑧ 前記①から⑦までに掲げる事項の達成のために外部に当社の業務を委託するため 

 

■お客様の個人情報の取扱いについて 

① グループ会社間の共同利用 

当社は、原則としてご本人の許可なく個人情報を第三者へ開示又は提供することはありません。ただし、

当社のグループ会社に対してご本人の承諾なく個人情報を提供することがあります。 

  (A) 共同利用する情報 

当社の商品、サービス等の配送、代金の請求・決済あるいはお問合せへの対応、緊急時のご連絡、又

は、ご契約の維持・管理等のため不正な加入、料金不払いの発生等を防ぐことを目的として、お客様又

は加入申込者の個人データ（氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、職業、勤務先、本人確認書類の

番号、 料金の支払方法（支払いに用いる口座情報などの決済に関わる情報を含む。）、料金の支払状況 、

契約状況、審査結果、不正行為に関する記録、不払いとなった時期、不払い額及び納額に争いがある場

合等におけるその旨の情報等） 

  (B) 共同するグループ会社 

当社のグループ会社（親会社並びにその子会社） 

なお、当社が取り扱う個人情報の管理について責任を有する者は、当社です。 

② 第三者への開示について 



当社は、原則としてご本人の許可なく個人情報を第三者へ開示又は提供することはありません。ただし、

以下の場合には第三者にご本人の承諾なく個人情報を提供することがあります。 

  (A) 法令により開示・提供を求められた場合 

    (B) 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

る場合 

   （C）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難な場合 

   (D) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがある場合 

  (E) 利用目的に掲げる内容の履行又はその達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一

部を第三者に委託する場合 

     （この場合、個人情報の漏えいや不正利用が生じないように適切な情報管理を行うことを義務付ける契

約を締結いたします。） 

  （F）その他法令により認められる場合 

 

※当社が広告関連事業者に分析業務を委託する場合には 当社が保有する個人情報に当該広告関連事業者が保

有するお客様の属性情報、位置情報又は行動履歴といったインターネットの利用にかかるログ情報を付加して、

当該情報のみでは当社において特定の個人を識別することができない情報に集計した分析結果を受領すること

があります。 

 

■外国にある第三者への個人情報の開示 

① 当社は、個人情報の提供先が外国（本邦の域外にある国又は地域をいいます。）にある第三者の場合には、

この第三者に個人情報を提供することがあります。なお、本日現在では該当事項はありませんが、該当事項

が発生する場合には当該外国の名称を告知するとともに、当該第三者に対して適切に指導及び監督するもの

とします。 

② 当社が個人情報取扱業務の全部又は一部を外部委託する委託先のなかには、外国にある委託先があります。

この場合、当社は当該委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。なお、委託先には外国にある当社グ

ループ会社も含みます。 

 

■個人を特定しない属性情報・行動履歴の取得及び利用について 

① 当社は、以下の利用目的のため、Cookieや Webビーコンその他の類似技術（以下、これらを併せて「Cookie

等」といいます。）を使用します。 

また、当社は、Cookie等の技術を利用して、会員登録時等にご提供いただいた情報のうち年齢や性別、職業、

居住地域など個人が特定できない属性情報（組み合わせることによっても個人が特定できないものに限られ

ます。）や、当社が運営するウェブサイト（以下「当社ウェブサイト」といいます。）内におけるお客様の IP

アドレス、広告識別子（AAID、IDFA）、行動履歴（アクセスした URL、コンテンツ、参照順等を指すものとし、

以下、属性情報とこれらの情報並びにその他の個人関連情報（生存する個人に関する情報であって、個人情

報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。以下同様とします。）を総称し

て「属性情報等」といいます）をお客様から取得するとともに、パートナー事業者に提供することがありま

す。お客様においては、かかる属性情報の取得及び提供についてご承諾いただくものとします。 

［利用目的］ 



・お客様のプライバシーの保護、利便性の向上 

・お客様に対する広告配信及びその広告効果の測定、検証及び報告 

  ・当社ウェブサイトのパフォーマンスの改善及び当社ウェブページを通じた当社からのお客様に提供する

サービスの向上及び改善 

ただし、Cookie等及び行動履歴には個人情報は一切含まれません。 

なお、Cookie による情報の取得をご希望されない場合は、お客様がブラウザの設定を変更することにより、

Cookie 情報を停止することができます。 

② 当社は、前記①の目的のために必要かつ合理的な範囲内で、パートナー事業者から属性情報等（例示すると、

ウェブページの閲覧履歴、検索履歴、パートナー事業者が運営する店舗やショッピングサービス等での購買

履歴、位置情報等の行動履歴、暗号化されたメールアドレス、クッキー、広告 IDとなりますが、これらに限

定されません。）を取得し、当社の保有するお客様に関する情報と紐づけたうえで利用します。お客様におか

れましては、パートナー事業者からの当該取得及び利用についてご承諾いただくものとします。 

③ 当社ウェブサイトでは、cookie 等を用いた属性情報等の収集にあたり、 前記①で定める利用目的を達成す

るために別記「ツール等提供事業者一覧」に記載の第三者（以下、「ツール等提供事業者」といいます。）が

提供するツール又はサービスを利用しております。また、ツール等提供事業者にも属性情報等の全部又は一

部が提供され、前記①で定める利用目的のために属性情報等がツール等提供事業者において管理又は利用さ

れることがあります。なお、ツール等提供事業者は、かかる情報を自己のプライバシーポリシー等に従って

適切に管理又は利用いたします。その詳細については、各ツール等提供事業者のウェブサイトをご参照くだ

さい。 

④ ツール等提供事業者に対する情報提供の停止を希望されるお客様は、別記「ツール等提供事業者一覧」に記

載するリンク先で記載されている手順に従って操作いただくものとします。ただし、お客様は、cookie等を

削除した場合には、各社が提供する商品やサービス等を活用するうえで制約が生じる可能性があることにご

留意いただくものとします。 

⑤ 当社は、Facebookカスタムオーディエンスを利用した広告活動を行っております。カスタムオーディエンス

の利用の際に、お客様からいただいた個人情報のうち一部の情報（メールアドレス、電話番号、姓名等）及

びお客様に係る広告識別子（AAID、IDFA）をハッシュ化したデータを、Facebookに提供しております。ハッ

シュ化されたデータは、Facebook 利用者との照合後、直ちに削除されます。 

https://www.facebook.com/business/help/112061095610075 

なお、Facebook カスタムオーディエンスを利用した広告配信の無効化は、Facebook のオプトアウトページ

（https://www.facebook.com/about/ads）をご参照のうえ、手続きをしてください。 

⑥ 当社は、LINEのオーディエンス機能を利用した広告活動を行っております。オーディエンス機能の利用の際

に、お客様からいただいた個人情報のうち一部の情報（メールアドレス、電話番号）をハッシュ化したデー

タを LINEに提供しております。 

なお、LINE を利用した広告配信の無効化は、LINE のオプトアウトページ（https://optout.tr.line.me/）

をご参照のうえ、手続きをしてください。 

⑦ 当社は、Googleパーソナライズ広告（カスタマーマッチ）を利用した広告活動を行っております。Googleパ

ーソナライズ広告（カスタマーマッチ）の利用の際に、お客様からいただいた個人情報のうち一部の情報（メ

ールアドレス、電話番号、姓名等）をハッシュ化したデータを、Googleに提供しております。ハッシュ化さ

れたデータは、Google利用者との照合後、直ちに削除されます。ただし、国や郵便番号はハッシュ化されま

せん。 

https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=ja&authuser=1&ref_topic=6296507 

なお、Google パーソナライズ広告（カスタマーマッチ）を利用した広告配信の無効化は、Google パーソナ

https://www.facebook.com/business/help/112061095610075
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=ja&authuser=1&ref_topic=6296507


ライズ広告（カスタマーマッチ）のオプトアウトページ 

（https://support.google.com/campaignmanager/answer/2893966?hl=ja）をご参照のうえ、手続きをしてく

ださい。 

⑧ 当社は、Yahoo! ディスプレイ広告を利用した広告活動を行っております。Yahoo! ディスプレイ広告の利用

の際に、お客様からいただいた個人情報のうち一部の情報（メールアドレス）及びお客様に係る広告識別子

（AAID、IDFA）をハッシュ化したデータを、Yahoo!に提供しております。ハッシュ化されたデータは、Yahoo!

利用者との照合後、直ちに削除されます。 

https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/display/articledetail?lan=ja&aid=69234 

なお、Yahoo! ディスプレイ広告を利用した広告配信の無効化は、Yahoo! ディスプレイ広告のオプトアウト

ページ（https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html）をご参照のうえ、手続きをしてください。 

 

※利用目的の変更は変更時に公式ホームページにてお知らせします。 

 

3.個人情報の管理・保護について 

当社は、お客様の個人情報を適正に取り扱うため、社内管理体制の整備、役員や従業員の教育、並びに、個人情

報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊や改竄及び漏洩等を防止するため必要な適切な措置をおこない、

また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めてまいります。 

 

4.お客様の個人情報の開示等の手続きについて 

当社では、個人情報につき、本人又はその代理人から開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去又は第三者への

提供の停止を求められた場合には、法令に基づいて適切に対応をさせていただいております。 

個人情報の開示等の請求の具体的手続きについては、下記の①から⑧をご覧ください。 

 

① 事業者の名称及び個人情報保護管理者 

プレミアムウォーター株式会社 個人情報保護管理者 松永 光市 

（【電話番号】0120-937-032 携帯電話からご利用の場合：0570-020-330） 

 

② 個人情報の開示等の請求の申出先等 

個人情報の開示等の請求の申出先は下記のとおりです。所定の申請書に必要書類を添付の上、郵送によりお願

い申し上げます。なお、封筒表面に「個人情報開示等請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。 

 

〒150－0001 東京都渋谷区神宮前一丁目 23番 26号 神宮前 123ビル 

プレミアムウォーター株式会社 

 

③ 個人情報の開示等の請求に際して提出すべき書面（様式）等 

個人情報の開示等の請求をおこなう場合は、「個人情報開示等請求書」に必要事項をご記入の上、下記の本人確

認のための書類を同封し上記宛に郵送下さい。 

運転免許証（本籍地が記載されている場合、黒く塗り潰して郵送して下さい）、パスポートなどの公的書類のコ

ピー 1 点 

 

④ 代理人による個人情報の開示請求等 

個人情報の開示等を請求する者が、代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類（[1]又は[2]）を同

https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/display/articledetail?lan=ja&aid=69234


封下さい。 

 

[1] 法定代理人の場合 

当社所定の「個人情報開示請求書」1通 

法定代理権があることを確認するための書類 

（戸籍謄本（本籍地が記載されている場合、黒く塗り潰して郵送して下さい）、親権者の場合は扶養家族が記入

された保険証のコピーも可）1通 

 

未成年者又は成年被後見人の法定代理人であることを確認するための書類 

（法定代理人の運転免許証（本籍地が記載されている場合は、黒く塗り潰して郵送して下さい）、パスポートな

ど公的書類のコピー）1通 

 

[2] 委任による代理人の場合 

当社所定の委任状 1通 

本人の印鑑証明書 1通 

 

⑤ 個人情報の開示等の請求の手数料及びその徴収方法（個人情報の開示、利用目的の開示のみ） 

1回の申請ごとに、1,000円(税抜)の費用が発生いたしますので 1,000円分(税抜)の郵便切手又は定額小為替を

申請書類に同封して下さい。 

＊手数料分の郵便切手又は定額小為替が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、1ヶ月以

内に郵便切手又は定額小為替をお送りいただけない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させていた

だきます。 

＊上記手数料には、開示書類発行のための諸費用及び消費税が含まれています。 

 

⑥ 個人情報の開示等の請求に対する回答方法 

申請者に郵送していただいた本人確認のための書類に記載された住所宛に書面によってご回答するか、申請者

が申告する電磁的方法（指定された電子メールアドレス宛の送付を含みます。）によってご回答申し上げます。 

 

⑦ 個人情報の開示等の請求に関して取得した個人情報の「利用目的」 

開示等の請求にともない取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。提出

いただいた書類は、開示等の請求に対する回答が終了した後、1 年間保存し、その後廃棄させていただきます。 

 

⑧ 「保有個人情報」の不開示事由について 

次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申し

上げます。また、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。 

 

(A) 申請書に記載されている住所・本人確認のための書類に記載されている住所・当社の登録住所が一致しな

いときなど本人が確認できない場合 

(B) 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合 

(C) 所定の申請書類に不備があった場合 

(D) 開示の求めの対象が当社の個人情報に該当しない場合 

(E) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 



(F) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(G) 他の法令に違反することとなる場合 

 

なお、前記①から⑧までに掲げる事項は、申請者が個人情報の保護に関する法律に基づいて個人情報以外の情

報で当社が開示義務を負う情報に係る開示をお客様が請求した場合においてこれを準用するものとします。 

 

5.当社の個人情報の取扱いに関する苦情の申出先について 

個人情報の取扱いに関する苦情の申出は下記にお願いします。なお、当社は、認定個人情報保護団体に所属し

ていません。 

 

●お電話／お手紙／電子メールによる場合 

〒150－0001 東京都渋谷区神宮前一丁目 23番 26号 神宮前 123ビル 

プレミアムウォーター株式会社 

・電話番号 0120-937-032 携帯電話からご利用の場合：0570-020-330 

（年末年始を除く 10:00〜18:00） 

・電子メール cs@premium-water.net 

 

●Web による場合 

お問合せフォームよりお問合せ下さい。 

 

●ご来社について 

直接ご来社いただいてのお申出はお受けいたしかねますので、その旨ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

制定日 2010年 11月 20日 

改定日 2018年 11月 １日 

    2019年 ９月 １日 

    2019年 12月 １日 

    2021年 ６月 16日 
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別記「ツール等提供事業者一覧」 

 

当社ウェブサイトにおいて Cookie等を使用する場合におけるツール等提供事業者の名称、プライバシーポリ

シー並びにオプトアウトに関しては、以下のリンク先をご参照ください。 

 

第三者企業 

クッキー 

種別 

プライバシーポリシーURL オプトアウト URL 

株式会社 nene 必須 https://ne-ne.co.jp/privacy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

Amazon.com, Inc. 必須 https://pay.amazon.co.jp/help/201212490 ブラウザ設定の変更により停止可 

カラクリ株式会社 必須 https://karakuri.ai/privacy ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社 wevnal 必須 https://wevnal.co.jp/privacy-policy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

ログリー株式会社 分析 https://juicer.cc/privacy/ https://juicer.cc/privacy/ 

Google Inc. 分析 https://policies.google.com/privacy?hl=ja https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja 

（Google Analytics） 

または、ブラウザ設定の変更により停止可 

Microsoft Corporation 分析 https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社プレイド 分析 https://karte.io/karte-policy.html ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社ユーザーローカル 分析 https://www.userlocal.jp/privacy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社イルグルム 分析 https://www.yrglm.co.jp/policy/ https://hotei.ebis.ne.jp/policy/optout.php 

株式会社 マルジュ 分析 https://www.maru.jp/privacy/?tr_48bQ84W56eQ120b2=60185eae-

99ff-4523-98aa-28f843f03424 

https://dsp.astrsk.net/buyer/optout 

株式会社ユニヴァ・ジャイロン 分析 https://www.gyro-n.com/home/privacypolicy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

サブスクリプションファクトリ

ー株式会社 

分析 https://sub-fac.com/privacypolicy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社アッション 分析 https://vwo.com/privacy-policy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社 Apollo11 分析 https://mouseflow.com/privacy/ https://mouseflow.com/opt-out/ 

株式会社 PKSHA Communication 分析 企業名の変更に伴い URL 未定のため 4/1 時点に更新予定 ブラウザ設定の変更により停止可 

Google Inc. 広告 https://policies.google.com/privacy?hl=ja https://support.google.com/ads/answer/2662922（Google 広告） 

または、ブラウザ設定の変更により停止可 

Criteo 株式会社 広告 https://www.criteo.com/jp/privacy/ https://www.criteo.com/jp/privacy/disable-criteo-services-

on-internet-browsers/ 

LINE 株式会社 広告 https://line.me/ja/terms/policy/ https://optout.tr.line.me/ 

ヤフー株式会社 広告 https://privacy.yahoo.co.jp/notice/202202_policy.html https://accounts.yahoo.co.jp/privacy/ 

Meta Platforms, Inc. 広告 https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/1075880512458213 

株式会社インタースペース 広告 https://www.accesstrade.ne.jp/privacy ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社ファンコミュニケーシ

ョンズ 

広告 https://www.a8.net/privacy.html ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社ベクトル 広告 https://vectorinc.co.jp/privacy ブラウザ設定の変更により停止可 

東晶貿易株式会社 広告 https://www.tosho-trading.co.jp/policy ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社デジタルガレージ 広告 https://www.garage.co.jp/ja/policy/ ブラウザ設定の変更により停止可 



Linklet 株式会社 広告 https://sfbc.co.jp/privacy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社アドウェイズ 広告 https://www.adways.net/privacy.html ブラウザ設定の変更により停止可 

バリューコマース株式会社 広告 https://www.valuecommerce.co.jp/privacy_policy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社もしも 広告 https://www.moshimo.co.jp/company/privacy ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社 DYM 広告 https://dym.asia/privacy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

GMO メディア株式会社 広告 https://www.gmo.media/privacypolicy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

株式会社サイバーエージェント 広告 https://www.cyberagent.co.jp/privacy/ ブラウザ設定の変更により停止可 

Supership 株式会社 広告 https://supership.jp/privacy/ https://supership.jp/optout/ 

TPMN co., ltd. 広告 http://tpmn.io/en/privacy.html ブラウザ設定の変更により停止可 

 

※Google Analytics の使用について 

当社ウェブサイトでは、上記「■個人を特定しない属性情報・行動履歴の取得及び利用について」(1)で定める

利用目的を達成するため、お客様の当社ウェブサイトの訪問状況を把握する手段として、Google LLC.（以下

「Google社」といいます。）のサービスである Google Analyticsを利用しています。 

 

当社ウェブサイトで Google Analytics を利用しますと、当社が発行するクッキーをもとにして、Google 社が

お客様の当社ウェブサイトの訪問履歴を収集、記録、分析します。当社は、Google 社からその分析結果を受け

取り、お客様の当社ウェブサイトの訪問状況を把握します。Google Analyticsにより収集、記録、分析された

お客様の情報には、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google 社により

同社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。 

 

お客様は、ブラウザのアドオン設定で Google Analytics を無効にすることにより、当社の Google Analytics

利用によるお客様の情報の収集を停止することも可能です。Google Analyticsの無効設定は、Google社による

オプトアウトアドオンのダウンロードページ（https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja）で 「Google 

Analyticsオプトアウトアドオン」をダウンロード及びインストールし、ブラウザのアドオン設定を変更するこ

とで実施することができます。 

 

なお、お客様が Google Analytics を無効設定した場合、お客様が訪問する当社ウェブサイト以外のウェブサイ

トでも Google Analytics は無効になりますが、お客様がブラウザのアドオンを再設定することにより、再度

Google Analyticsを有効にすることも可能です。 

 

Google Analytics の 利 用 規 約 に 関 す る 説 明 に つ い て は Google Analytics の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.google.com/analytics/terms/jp.html）を、Google 社のプライバシーポリシーに関する説明につ

いては同社のウェブサイト（https://policies.google.com/privacy?hl=ja）をご覧ください。 

 

以上 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja
http://www.google.com/analytics/terms/jp.html
https://policies.google.com/privacy?hl=ja

