
個人情報保護方針 

  

特定非営利活動法人 ARUN Seed（以下「当社」）は、以下のとおり個人情報保護方針を定

め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員（ボランティアやインターン等も含むものと

します。）に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保

護を推進致します。 

 

個人情報の管理 

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛

失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整

備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行な

います。 

 

個人情報の利用目的 

お客さまからお預かりした個人情報は、以下目的内での利用のみをいたします。 

 お客様からのご質問・ご照会に対する回答。 

 お客様からのご依頼事項への対応、契約の履行。 

 お客様へのご連絡。 

 お客様への当社のイベント、スクール、あるいは活動の近況等のご案内。 

 会員の勧誘、寄付のお願い。 

 その他上記に関する事項。 

 

個人情報の第三者への開示・提供の禁止 

当社は、お客さま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。 

・お客さまの同意がある場合 

・利用目的の達成のために、当社が業務を委託する業者に対して開示することが必要である

場合 

・法令に基づき開示することが許される場合 

 

個人情報の安全対策 

当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じてい

ます。 

 

ご本人の照会 

お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であ



ることを確認の上、法令の定めるところに従い、所定の手続きを経たうえで、適切に対応さ

せていただきます。 

 

法令、規範の遵守と本ポリシーの見直し 

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、

本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。本ポリシーを改訂した場合、当社ウ

ェブサイトに掲載することにより公表いたします。 

  



 

Privacy Policy 

 

ARUN Seed (“we” hereafter) set the privacy policy as follows and build a privacy 

protection system, committing all of our employees, volunteers, pro bono and interns, to 

understand the importance of protecting privacy and adhere to the practice. 

 

Maintenance of Personal Information 

We are committed to keeping the most accurate and current information of our customers, 

and to protect our customers’ personal information from unauthorized access, loss, 

modification, and leakage by maintaining a security system, providing employee 

education and other necessary methods.  

 

Use of Personal Information 

We collect our customer’s personal information only to achieve the purposes specified 

below: 

 Responding to requests and/or inquiries from customers 

 Implementing or conducting contracts, agreements and/or requests with/from 

customers 

 Contacting customers 

 Informing customers of our events, schools, news and updates 

 Solicitation of membership, donation or other support 

 Activities related to the aboves 

 

Sharing Information 

We will not share with any third party the personal information collected from our 

customers, unless the situation falls under one of the categories listed below: 

 

 When we obtain the customer’s consent. 

 When it is necessary to share the personal information with our contract service 

provider in order to achieve the purpose. 

 When disclosure is permitted by laws and ordinances. 

  

Security 

We ensure the safety and accuracy of the customers’ personal information and employ 

possible measures to secure the personal information. 



 

Personal identification 

When a customer requests the disclosure, correction and deletion of the customer’s 

personal information, we will respond to the request to in accordance with laws and 

ordinances upon verification of your identity.  

 

  

Compliance to the Law and Ordinances and Privacy Policy Changes 

We comply with the laws and regulations of Japan and other norms on personal 

information and privacy. We will conduct periodical reviews of the contents of this policy 

for further improvements. When this policy is revised, an announcement to that effect 

will be posted on our website. 

 

 

  


