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プライバシーポリシー
このプライバシーポリシーは、Campari Group が管理する Web サイトまたはモバイルアプリケーション（「アプリ」）にアクセ
スした際に個人データがどのように処理されるかを理解するために必要なすべての情報を提供します。 また、個人データの使
用方法、共有方法、個人データに関して必要な場合に連絡する方法についても説明します。
処理される個人データの種類、および処理の目的は、ユーザーの選択、同意、およびやり取りするウェブサイトまたはアプリに
よって提供される（およびユーザーが使用する）サービスによって異なる場合があります。 たとえば、当社のいずれかのブラ
ンドが提案するイベントへの参加に関心をお持ちの場合や、ニュースレターの受信をリクエストされた場合などに、個人データ
の収集方法は異なります。

データ管理者

個人データの処理を担当する Campari Group に属する会社は、アクセス元の国、なら
びに当社のウェブサイトおよびアプリとのやり取り方法によって異なります。このプラ
イバシーポリシーでは、関連する Campari グループ会社を「データ管理者」と呼びま
す。
下記の「現地企業」のセクションをご参照の上、関連するデータ管理者をご確認くださ
い。

データ保護責任者

データ保護責任者へのお問い合わせは、E メールアドレス gpdp.office@campari.com
までご連絡ください。
•
•

個人データ区分

データソース

•
•
•
•
•

名前、電子メール、電話番号、配送先および請求先住所などの連絡先の詳細。
スクリーンネーム、パスワード、一意のユーザーID などのログインおよびアカウ
ント情報。
性別、出身地、生年月日など、その他の個人情報。
お支払いまたはクレジットカード情報および購入履歴。
画像、写真、ビデオ。
個人的な嗜好、お客様およびお客様の私生活に関連するその他の情報。
Cookie の設定に応じたテクニカルナビゲーションデータ（IP アドレスなど）。

データはお客様によって提供されます。

個人データ処理の目的

法的根拠

データ保持

情報リクエストへの返信：お問い合わせフォームによってリク
エストされた情報を提供する。 例えば、「特定の製品はどこに
ありますか？」のような一般的な質問をする際など。

正当な利害関係。

リクエストの処理に必要な期間、ま
たは最大で 1 年間。

ニュースレター：適切なデータ収集フォームに電子メールアド
レス、名前、および性別を入力することにより、明示的に要求
する人に有益な情報（「ニュースレター」）の通知を電子メー
ルで送信する。

お客様 が当 事者 であ る契
約の執行（無料）。

お客様により、ニュースレターサー
ビスの登録解除が要求されるまで。

コンテスト/イベント：必須（*）として示されている必要なデ
ータに関して、コンテストへの登録、およびコンテストに関連
する組織活動の管理を許可する。

お客様 が当 事者 であ る契
約の執行（無料）。

受賞から 1 年。一部の国では、法律
の要件により、当該情報を長期間保
持する必要があります。

ダイレクトマーケティング：商業目的やプロモーション目的で
の連絡。 例えば、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通信を自動送信手段（SMS、MMS、
電子メールなど）の送信。

同意（任意であり、いつで
も取り消し可能）。

お客様により同意が取り消されるま
で。

プロファイリング：パーソナライズされた商業通信を送信した
り、ターゲットを絞ったプロモーションアクションを実行した
りするために、データ管理者のウェブサイトやソーシャルペー
ジの投稿、コンテンツのオンラインクリックなどから推測され
る、嗜好、習慣、行動、興味の分析を行う。

同意（任意であり、いつで
も取り消し可能）。特定の
同意は、プロファイリング
アクティビティに基づいて
マーケティングキャンペー
ンを行うために適用される

お客様により同意が取り消されるま
で。
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法律が特定の同意を必要と
する国についてのみ得られ
ます。

集計調査：集計調査および分析に対する顧客の行動と嗜好を理
解する。 詳細については、以下の「顧客の行動と嗜好を理解す
る」を参照してください。

正当な利害関係。

お客様が当該処理に異議を唱える、
つまり分析から除外されることを要
求しない限り、いずれの場合におい
ても、統計レポートを作成するため
にソーシャルネットワークで取得さ
れた情報は、定期的に更新されます
。

通信メディア（サブスクリプション）：写真画像またはビデオ
の公開に関する免責事項のサブスクリプションを許可する。

お客様が当事者である契約
の執行（無料）。

契約の期間および終了後、適用され
る方法で要求される期間。

通信メディア（使用）：免責事項で指定された方法で、ビデオ
および写真の画像撮影を使用する。

お客様が当事者である契約
の執行（無料）。

配信の対象となるため、データ保持
期間を定義することはできません。

当社のウェブサイト/アプリの最適化：ウェブサイト/アプリを
実行するために、パフォーマンスの最適化およびコンテンツの
パーソナライズする目的で Cookie をインストールする。

必要な Cookie のインスト
ールについては、お客様の
同意に基づいて行われ、任
意の Cookie については正
当な利害関係に基づいて行
われる。

データ保持期間は、インストールさ
れている Cookie によって異なります
（ウェブサイト/アプリの Cookie ポ
リシーを参照）。

お客様のご注文内容の処理：製品購入可能なウェブサイト/アプ
リで、ご注文内容を正しく処理するためにデータを収集する。

お客様が当事者である契約
の執行（無料）。

適用される金融法を遵守するために
必要な期間。

顧客の満足度評価：当社はお客様とのやり取りの後に、サービ
スのレベル（コンクール、イベント、製品販売など）を評価す
るためにデータを収集します。

正当な利害関係。

最長 1 年間。

アカウント：お客様が当社のウェブサイト/アプリでアカウント
を作成できるようにする。

お客様が当事者である契約
の執行（無料）。

お客様によりアカウントが削除され
るまで。

法的義務：適用される法律を遵守する義務の履行（例：金銭的
義務）

法的義務の履行
。

適用される法律で要求される期間。

当社はまた、他の方法でお客様の個人データを使用する場合があり、収集時に特定の通知をご提供し、必要に応じてお客様の同意を得
ます。 上記のデータ保持期間が終了すると、データは破棄、削除、または匿名化されます。

データ提供の性質

お客様によって提供されるデータは、自発的に当社によって取得されます。お客様に
よって要求されたサービスを提供するために必要な情報の提供を拒否された場合、当
社はそのようなサービスを提供する立場にはありません。当社のウェブサイトやアプ
リに接続することで、一部の技術情報が自動的に収集される可能性があります。
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データは、現在の国内およびヨーロッパの法律、ならびに支援および助言を提供する
個人、企業、団体、または専門会社の規定に従って、管理上または制度上の目的のた
めに、当局、監督および管理機関、一般に、データを要求する権利を有する私的当事
者を含む当事者、管理者を明示的に要求する公的機関など、データ管理者として機能
する外部当事者によって処理される場合があります。さらに、コンテストやイベント
に参加することで、関連する利用規約に従って、データがソーシャルメディアチャネ
ル（Facebook、Instagram、YouTube など）に公開される場合があります。 その結
果、そのようなソーシャルメディア企業は自律的なデータ管理者として運営されてい
ます。

データはまた、管理者の代わりに、適切な操作上の指示が与えられた、処理実行者と
して指定された外部の主体によって処理される場合があります。これらの主体は、基
本的に次のカテゴリに含まれます。
a. ウェブサイトおよび情報システムの保守サービスを提供する会社。
b. 市場調査の実施をサポートする会社。
c. 管理者のデータベースに対して管理および保守サービスを提供する会社。
d. 電子メールサービスを提供する会社。
e. マーケティング自動化プラットフォームの管理サービスを提供する会社。
f. イベントの組織サポートと受付サービスを提供する会社。

個人データの受信者

サードパーティの Cookie がインストールされている場合（ユーザーの同意がある場
合）、データは、データの送信先であるサードパーティによって処理される場合があ
ります。
データ転送

データ管理者によっては、個人データがさまざまな国で処理される可能性があります
。しかしながら、データ管理者がヨーロッパに法的事務所を持っている場合、データ
は欧州連合内で処理されます。

データ主体の権利

お客様は、次の電子メールアドレス宛にデータ管理者に連絡することにより、収集さ
れた個人データに対して特定の権利を行使することができます：
gpdp.office@campari.com。

監督当局に申立を行う権利

お客様の個人データが違法に処理されたと思われる場合は、適用される法律に応じて
、管轄のデータ保護当局に苦情を申し立てる権利があります。 データ管理者が欧州
連合に法的事務所を構えている場合、以下の関連する監督当局のリストを参照くださ
い。

自動化された意思決定

収集された個人データは、お客様に悪影響を及ぼす可能性のある自動意思決定手法の
対象には一切なりません。

顧客の行動と嗜好を理解する

当社は、公開されている個人情報を使用して、顧客の関心、嗜好、行動の集計分析に
基づいて、戦略的なマーケティングおよびコミュニケーションの意思決定を行います
。実際、当社は、ソーシャルネットワーク上のユーザーが共有する公開情報を収集し
て分析する、いわゆる「ソーシャルリスニングツール」を採用しています。 たとえ
ば、このようなツールを使用して、特定の単語またはハッシュタグ（#cocktails など
）がソーシャルネットワークでどのように使用されているか、およびソーシャルメデ
ィアチャネルで当社が作成した投稿に対して人々がどのように反応するかを理解でき
ます。
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現地会社
国

会社名

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.

Avenue de la Méterologie, 10, Bruxelles

フランス
ドイツ

Société des Produits Marnier Lapostolle
S.A.
Campari Deutschland GmbH

Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Deutschland

ギリシャ

Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A.

6 & E Street, A' Industrial Area, Volos

イタリア

Davide Campari-Milano N.V.

32 rue de Monceau, 75008 Paris

本社登記先: オランダ、アムステルダム

商業登記識別番号:
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イタリア

Camparino S.r.l.

78502934
二次本部・事業拠点: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto
Giovanni (MI) – Italy
Piazza Duomo, 21 Milano

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.

その他の国

Davide Campari-Milano N.V.

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, trading as
Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street,
London SE1 9SG
本社登記先: オランダ、アムステルダム 商業登記識別番号:
78502934
二次本部・事業拠点: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto
Giovanni (MI) – Italy

