
耳ステーション個人情報保護方針 【2020 年 8 月 6 日以前】 

株式会社耳 個人情報保護管理者  

管理者名職名：耳ステーション 所属部署：耳ステーション （連絡先は、10．お問い合

わせ窓口をご覧ください）  

1. 個人情報の取得・保有・利用 当社はお客様からお預かりした個人情報を事業活

動に際して以下の目的で保有し利用 いたします。  

【事業活動】  

• コンテンツ配信事業 

• コンテンツプラットフォーム事業  

• モバイル通信事業  

•BPO 事業  

【当社がお客様から取得する個人情報】  

当社は、当社の事業活動に必要となる範囲で、主に次のような場合にお客様に関す

る情 報を取得し、利用します。なお、以下は、例示であり、また、情報の具体的な内

容によって は個人情報に該当しない場合がございます。  

（1）お客様から直接提供いただく情報 ・当社が運営する WEB サイトなどから当社

が提供するサービスへご登録頂くメールアド レス、クレジットカード情報等の決済情

報 ・電子メール・電話などによるアンケートの回答、イベント・プレゼントへの応募、カ

スタマ ーセンターへの問い合わせの際に提供いただくお客様の氏名、メールアドレ

ス、電話番 号、住所 ・お客様がレビューや評価を行う際、お気に入り設定の際、アカ

ウントページにおいて登 録変更を行う際、その他当社サービスを通じて、当社に情

報提供を行う際の情報  

（2）事業を通じて当社が自動的に取得する情報 ・タイトルの選択や視聴等、お客様

によるサービス利用に伴って自動的に送信される行動 履歴（閲覧 URL、参照 

URL、視聴コンテンツ、動画の再生・停止・再生時点など） ・ご利用料金、お支払い状

況、お支払日等のご請求、お支払いに関する情報 ・お客様の操作による HTTP リク

エスト情報（IP アドレス、ブラウザ、オペレーティングシ ステム、リクエスト日時など） 

（3）第三者から提供を受ける場合 ・インターネットテレビ視聴ログデータ ・当社の提

携先のサービス事業者が取得したお客様の登録情報  

【利用目的】  

A お客様から取得する個人情報の利用目的は次のとおりです。  

（1）各事業における商品・サービスの提供のため  

（2）各事業における商品・サービスのお知らせおよび斡旋のため  

（3）企業 PR 活動、各種事業に関するアンケート調査、モニター調査、お客様からの

お問 い合わせへの回答のため  



（4）各事業におけるサービス用機器･設備等の設置、修理、点検、アフターサービス

のため  

（5）各事業における商品・サービスの改善のため  

（6）不正行為の検出および防止のため  

（7）お客様が関心を持たれると思われるコンテンツ・商品・サービス（他者を含む）の

ご案 内、インセンティブの提供のため  

（8）サービス利用代金の請求のため  

（9）各種統計調査のため  

（10）ターゲティング広告配信のため  

上記以外の情報については、収集する際にお客様に対して利用目的を開示いたしま

す。  

B お客様以外の個人情報の利用目的は次のとおりです。  

B-1 株主様に関する個人情報  

（1）会社法に基づく権利の行使・義務の履行のため  

（2）株主様としての地位に対し、当社から各種便宜を供与するため  

（3）年次報告書その他配布物の送付および連絡のため  

（4）各種法令に基づく所定の基準による株主様のデータを作成する等、株主管理の

ため  

B-2 採用応募者等に関する個人情報  

（1）従業員の採用活動（選考・必要な連絡・情報提供等）を行うため  

（2）統計や資料を作成するため  

B-3 退職者に関する個人情報  

（1）緊急時における連絡のため  

（2）社内規則等で定められた手続のため 

【保有について】  

当社がお預かりした個人情報は、別途定めがあるもの（例：各種キャンペーン応募要

項 等に明記されているもの）を除き、継続的に保管されます。  

【解約後の個人情報の利用について】  

当社サービス解約後におきまして、お預かりした個人情報を利用目的の A-2（2）（3）

（5） の利用目的の範囲で利用することがございます。  

【共同利用について】  

当社は、次に定める共同利用の目的の範囲内において、お客様およびお取引様より

お 預かりした個人情報を次の通り共同利用いたします。  

A 共同利用する個人データの項目  

お客様の氏名、住所、電話番号、ファクシミリ番号、生年月日、E-mail アドレス  

B 共同利用する者の範囲  



株式会社耳、番組制作会社および出演者  

C 共同利用する者の利用目的  

番組制作会社および出演者の各事業に関連した商品・サービスおよびそれらに関す

る情 報をお客様にご提供するためならびに新しい商品・サービスの研究および開発

のため  

D 個人データの管理について責任を有する者  

株式会社耳  

 

【通話内容の録音・モニタリングについて】  

（1）当社は、当社サービスおよび各電気通信事業者等（以下、「事業者」といいま

す。）が 提供する電気通信サービス等（インターネット回線を含みますがこれに限り

ません）を電 話により勧奨する場合やお問い合わせをいただいた等の場合に、お客

様との通話を録 音・モニタリングすることがあります。通話内容につきましては、応対

品質の向上のため の研修やお客様からのお問い合わせに関しての応対内容の確

認およびそれらに付随す る業務への利用を目的として使用いたします。  

（2）上記目的を達成するために、通話内容について、当社から事業者に提供すること

が あります。  

（3）上記（1）および（2）に定める通話内容については、個人情報と同様に厳重に管理

い たします。  

2. 個人情報の保護 当社はお客様の個人情報を漏えい、滅失または毀損から保護

するために必要かつ適切 な措置を講じます。  

3. 個人情報の第三者提供 当社では、個人情報を、法令によって許された場合、及

び、法令に定める手続に従って 行う場合を除き、本人の事前の同意なく日本国内又

は外国に所在する第三者に開示・提 供することはありません。  

4. 個人情報の利用停止等の請求 お客様は当社に対して自己に関する個人情報の

利用の停止、消去、または、第三者へ の提供を停止するよう請求することができま

す。  

5. 個人情報の取扱いの委託 当社は、より良いサービスを提供するため、1. 個人情

報の取得・保有・利用に記載の利 用目的の範囲内で、個人情報を社外に委託するこ

とがあります。（お客様の個人情報の うち、氏名、利用金額、クレジットカード番号、

口座番号を、商品・サービスの料金等の請 求および収納の目的で金融機関に、文

書または電子データにより提供する場合などがご ざいます。）委託先については、個

人情報の適正な管理体制を備えている機関のみを選 定し、尚かつ適正な管理を求

めるための契約を取り交わしたうえで委託いたします。  



6. 個人情報の開示・訂正等の請求 お客様は当社に対して自己に関する個人情報を

開示するよう請求することができます。 又、当社の保有するお客様の個人情報に誤

りや変更があった場合は訂正、追加、項目 削除を請求することができます。  

7. 記入項目の任意性について 申込書等への個人情報の記入項目には任意記入の

ものがありますが、ご記入いただけ ないときには、商品・サービス等を適切にご提供

できない場合がございます。  

8. 個人情報の EU 域外への移転 当社は、当社グループ会社が提供するサービス

をご利用される欧州連合（アイスランド、 リヒテンシュタインおよびノルウェーを含み、

以下「EU」といいます）に在住するお客様か ら取得する個人情報につきまして、当社

が定める利用目的の達成のために、EU 域外の 国（主として日本ですが、これに限

られません）に移転して取り扱う場合があります。EU 域外の国においては GDPR

（General Data Protection Regulation :EU 一般データ保 護規則）と同様のデータ主

体の権利が認められない場合がありますが、個人情報の保護 に関する十分な措置

を確保いたします。  

9. Cookie 等 当社は、お客様のプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信お

よび統計データの 取得等のため、Cookie を使用する場合があります。また、Cookie 

を利用してご提供頂き ました情報のうち、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 み合わせによっても特定ができないものに限ります）や端

末情報、ご利用サイト内におけ る利用者の行動履歴（アクセスした URL アドレス、

コンテンツ、参照順等）およびスマート フォン等の利用時におけるお客様の承諾・申

し込みに基づく位置情報を取得することが ありますが、Cookie および行動履歴等に

は個人情報は一切含まれておりません。 10. お問い合わせ窓口 各種サービスおよ

び当社に関するお問い合わせは、次の URL でご確認いただけます。 

https://www.kj-music.com/contact-us  

 

個人情報の開示・訂正・利用停止・第三者提供停止等のご請求、その他ご不明な点

につ きましては下記までご連絡ください。  

株式会社耳 個人情報お問い合わせ相談窓口  

2020 年 5 月 18 日現在、お問合せはメールのみ受け付けております。あしからず

ご了承 ください。  

https://www.kj-music.com/contact-us 現在、当社が加盟する認定個人情報保護団

体はありません。  

11. 個人情報の開示・利用停止等の手続きについて 個人情報の開示・利用停止等

に関しましては、１０. お問い合わせ窓口に記載の当社の 個人情報問合せ相談窓口

まで、ご連絡をお願いします。 但し、ご契約いただいておりますご本人様しかお手続

きはできません。（ご本人様以外の ご請求の場合は、個人情報問合せ相談窓口にて



その旨ご相談ください。） また、個人情報の開示に関しましては、 開示できる個人情

報の内容につきまして 、「氏 名、住所、電話番号、FAX 番号、携帯電話番号、E-

mail アドレス、ご契約いただいている サービス名、契約日、解約日）」の項目とさせ

ていただいております。予めご了承願います。  

【お手続き方法等】  

1. 個人情報お問い合わせ相談窓口に、メールにてお問い合わせいただきます。  

2. 必要に応じ、窓口から、当社所定の申請書を添付いたします。  

3. 申請書に所定の事項をご記入いただき、以下本人確認のための書類および手数

料 （開示申請の場合のみ）を添付のうえ、当社の個人情報お問い合わせ相談窓口

宛にメー ルしてください。 ※個人情報の開示についての手数料は 1 回のお求めに

つき以下の通りご請求致しま す。事務手数料（1 回）：1,000 円 ※ご提出いただい

た書類等は、開示・利用停止等のご請求に関するご本人との連絡等、 ご請求への

対応に必要な範囲のみで取り扱います。 ※ご提出いただいた書類に、不鮮明な個

所等があって、手続きができない場合は、その 旨当社から申請書に記載いただいた

連絡先に、ご連絡させていただく場合があります。 ※お預かりした書類は、開示・利

用停止等のご請求に対する回答が終わり次第、遅滞な く適切な方法で破棄いたしま

す。  

【本人確認のための書類】 公的機関が発行した氏名・住所の記載がある身分証明書

のコピーを添付してください。  

【運転免許証/パスポート/健康保険の被保険者証/住民票/住民基本台帳カード】 

※本籍地が記載されている証明書の場合は、お手数ですが本籍地は隠してからお送

りく ださいますようお願いいたします。  

【郵送先】  

株式会社耳 個人情報お問い合わせ相談窓口宛  

https://www.kj-music.com/contact-us  

 

また、次に定める場合は、対応いたしかねますので、予めご了承願います。対応でき

ない ことを決定した場合は、その旨理由を付してご通知申し上げます。  

• ご本人様の確認ができない場合 

• ご本人以外の代理人によるご請求に際して、代理権等の地位、権限等が確認でき

ない 場合  

• 所定の依頼書類に不備があった場合  

• ご依頼のあった個人情報の内容が、当社の保有個人データに該当しない場合  

• 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合  



• 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 • 他の法令に

違反することとなる場合 以上 

 


