プライバシーポリシー
株式会社ラシエット（以下「当社」
）は、以下の方針に従って、皆様よりご提供いただく
個人情報（以下「本個人情報」
）を以下の通り取り扱います。

法令の遵守
当社は、本個人情報の取得、利用その他の取り扱いについて、個人情報の保護に関す
る法律及びこのプライバシーポリシーを遵守します。なお、本個人情報を提供いただ
く個別のウェブサイトにおいて、又は提供いただく際に個別にご提示するお知らせに
おいて、このプライバシーポリシーと異なる定めがある場合、当該異なる定めが優先
的に適用されるものとします。
本個人情報の取得
当社は、本個人情報を公正な手段で取得し、本個人情報は、以下に定める目的のため
に利用します。また、以下に定める目的以外の目的に利用しようとする場合、本個人
情報の取得の際に個別に公表又は通知します。
（1） お客様の個人情報


お客様が利用されるサービス（以下「サービス」)の提供



サービス利用及びご購入いただいた製品のサポート及びお知らせ



当社が販売・提供する商品・サービスに関する情報のお知らせ

（2） 採用応募者の皆さまの個人情報


採用応募者の皆さまへのご連絡



募集要件に合うかどうかの選考資料



今後の採用活動のための統計資料



採用決定後における雇用管理上の基礎資料

保存期間
当社は、利用目的に必要な範囲で本個人情報の保存期間を定め、保存期間経過後又は
利用目的達成後は、遅滞なく本個人情報を適正な方法で消去又は廃棄します。

安全管理措置
当社は、本個人情報の漏洩、滅失及び毀損を防ぐため、必要かつ適切な安全管理措置
を講じるとともに、その改善に努めます。
従業員及び委託先の監督
1.

当社は、管理責任者を置き、その管理責任者により、本個人情報を適切に管理し
ます。

2.

本個人情報にアクセスする権限を持ち、適切な教育を受けた役員及び従業員のみ
が本個人情報を取り扱います。

3.

当社は、本個人情報の利用目的に必要な範囲で、本個人情報を取り扱う業務を税
理士事務所に委託することがあります。その場合、委託先に対して、本個人情報
の適切な取り扱いを契約等で義務づけるとともに、委託先に対して必要かつ適切
な監督を行います。

第三者への開示
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく、本
個人情報を第三者に開示又は提供しません。
（1） 企業等が従うべき法的義務遂行のために必要な場合
（2） お問い合わせ内容に照らし、当社にて対応することが適当と当社で判断した場
合
（3） 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた機関そ
の他の団体・個人から要請等を受けた場合
（4） 当社、本個人情報をご提供いただいたご本人又はご本人以外の第三者の生命財
産又は名誉信用の保護のために必要と認められる等、正当な事由がある場合
（5） 個人が特定されない方法により利用する場合
（6） その他、法令により第三者への開示又は提供が許容されている場合
本個人情報に関するお問い合わせ
1.

本個人情報は、原則としてご本人だけが、開示・訂正・追加・削除・利用停
止及び消去を求めることができます。別途以下に定める「本個人情報の開示
等の請求手続」に基づき請求いただいた場合に限り、合理的な範囲で速やか
に対応いたします。

2.

このプライバシーポリシー及び本個人情報に関するお問い合わせ、ご相談
（本個人情報の開示等請求の方法等）については、info@lassiette.co.jp 宛に
メールをお送りください。

継続的取り組み
当社は、本個人情報の取り扱いにつき、内部規程の整備・見直し、教育の実施等を通
じ、継続的な改善に努めます。

以上
最終更新日：2021 年 3 月 15 日

Privacy policy for using JinzouNetCalc app provided by Apple store.
Privacy Policy
His SERVICE is provided by at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and
disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service.
If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of
information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used
for providing and improving the Service. I will not use or share your information with
anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and
Conditions, which is accessible at the JinzouNetCalc app unless otherwise defined in
this Privacy Policy.
Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with
certain personally identifiable information. The information that I request will be
retained on your device and is not collected by me in any way.
The app does use third party services that may collect information used to identify
you.
Log Data
I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the
app I collect data and information (through third party products) on your phone called
Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet
Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of
the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and
other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous
unique identifiers.
These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on
your device's internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third
party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their
services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know
when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you
may not be able to use some portions of this Service.
Service Providers
I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:


To facilitate our Service;



To provide the Service on our behalf;



To perform Service-related services; or



To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have no access to your
Personal Information.
Security
I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to
use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of
transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and
reliable, and I cannot guarantee its absolute security.
Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will
be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me.
Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have
no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or
practices of any third-party sites or services.

Changes to This Privacy Policy
I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review
this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the
new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they
are posted on this page.
Contact Us
If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to
contact me at info@lassiette.co.jp.
Yusuke Tsukamoto
Chair, Jinzou.net
President, Lassiette Ltd. Co.
280-6 Gumyoji-cho, Minami-ku, Yokohama-shi, 232-0067 Kanagawa, Japan

