
ONODERA  LIFE SUPPORTプライバシーポリシー 

ONODERA LIFE SUPPORT Privacy Policy 
 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORTおよびグループ各社は、個人情報保護は当社の社会的責務であると考え、

以下の通り個人情報保護方針を定め、その履行に努めてまいります。 

ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. and each group company regard protection of personal information as our 
social responsibility, and will establish the following personal information protection policy and make effort for its 
implementation. 
 
 

1．個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守について 

 

当グループは個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

1. Compliance with laws and other rules regarding the protection of personal information 
 
We will comply with laws and other rules regarding the protection of personal information. 
 

2．個人情報の収集、利用および提供について 

個人情報の収集、利用および提供を行うための措置を講じます。当社はお客様からの個人情報を無断で収集・

利用することはありません。また同意を得た場合でも、同意を得た範囲内のみで使用します。個人情報の処理

を外部に委託する場合は当社の厳正な管理のもとで行うものとします。 

2. Collection, Use and Provision of Personal Information 
We take measures for collection, use and provision of personal information. The Company does not collect or use 
personal information from clients without permission. Even if consent is obtained, it will be used only within the 
scope of consent. When the processing of personal information is outsourced, the Company shall do so under the 
strict management. 

3．個人情報の安全性の確保について 

個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等、個人情報に関するリスクに対して、合理的な

安全対策を講じます。 

3. Security Assurance of Personal Information 
We take reasonable safety measures against risks related to personal information such as unauthorized access, 
loss, destruction, falsification and leakage of personal information. 
 

4．個人情報保護のための管理について 

個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを制定し、その継続的見直しと改善を通じて個人情報の

適切な管理の維持に努めてまいります。 

4. Management for Protection of Personal Information 
We have established a compliance program for the protection of personal information, and will endeavor to maintain 
appropriate management of personal information through continuous review and improvement. 

 

5．個人情報保護のため従業員への教育について 

個人情報保護のため従業員への教育を徹底いたします。 

5. Instruction for Employees Regarding Protecting Personal Information 
We will thoroughly educate our employees to protect personal information. 
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（個人情報に関するお問い合わせ窓口） 

〒100-0004東京都千代田区大手町 1-1-3大手センタービル 16階 

株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT 

電話でのお問い合わせ 0120-91-7600 

お問い合わせフォーム https:// https://onodera-lifesupport.com/terms/ 

担当：株式会社 ONODERA LIFE SUPPORT個人情報管理担当 

https://onodera-user-run.co.jp/inquiry/


※受付時間は平日午前 10時から午後 5時までとなっております。 

※直接ご来社いただいてのお問い合わせはお受けいたしかねます。 

 
(Contact for inquiries regarding personal information) 
16th floor of Ote Center Building, 1-1-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 
ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. 
Inquiries by phone: 0120-91-7600 
Inquiry form : https://onodera-lifesupport.com/en/terms/ 
Person-in-charge: ONODERA LIFE SUPPORT Co., Ltd. Personal Information Management Officer 
* Reception hours are from 10 am to 5 pm on weekdays. 
* We cannot accept inquiries from clients who come directly to our office. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


