
アサヒグループ   

EEA個人データお客様等向けプライバシーポリシー 

 

本プライバシーポリシーは、日本国 〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1に本社

を置くアサヒグループホールディングス株式会社（以下「AGH」といいます。）及び日本に

所在する子会社（以下「グループ会社」といいます。）から成る企業集団（以下「アサヒグル

ープ」といい、アサヒグループに属する各社を指して「アサヒグループ各社」といいます。）

に適用されるプライバシーポリシーです。 

 

ご本人の個人データの取扱方法についてご理解いただくために、本プライバシーポリシー

をよくお読みください。 

 

本プライバシーポリシーは、アサヒグループ各社のお客様、取引先及びその役職員等、ウェ

ブサイトの利用者並びに消費者に関する「個人データ」の処理のうち、以下のいずれかに

該当する場合に適用されます。 

(i) EU 域内の拠点の活動に関連してなされる個人データの取扱い。その取扱いがEU 

域内で行われるか域外で行われるかは問いません。 

(ii) EU 域内に拠点のないグループ会社によるEU域内のご本人に関する個人データ

の取扱い。ただし、取扱活動が次に掲げる項目に関連しているものに限られます。 

(a) EU域内のご本人に対する商品・サービスの提供に関する取扱い。この場合、ご

本人に支払が要求されるか否かについては問いません。 

(b) EU域内で行われるご本人の行動の監視に関する取扱い。 

 

具体的には、ご本人が、アサヒグループ各社のウェブサイトをご利用、ソーシャルメディア

上でのアサヒグループ各社へのお問合せ、アサヒグループ各社とのご連絡、アサヒグルー

プ各社の施設への入退出、アサヒグループ各社への商品・サービスのご提供、アサヒグル

ープ各社が提供する商品・サービスのご利用、アサヒグループ各社へのご自身のデータの

ご提供（キャンぺーンへのお申込み、工場見学などのイベントへのご参加など）においてご

提供されたものを含みます。）の際は、ご注意ください。  

 

本プライバシーポリシーにおいて、EUとは、以下の欧州連合加盟国27か国（今後加盟国

が増減する場合にはそれに従う。）を指します。 



ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、ス

ペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハ

ンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニ

ア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン 

ただし、英国、アイスランド、ノルウェー及びリヒテンシュタインも本プライバシーポリシー

の定義上、EUに含まれるものとします。 

 

また、本プライバシーポリシーにおいて、2016年一般データ保護規則及び英国の個人情

報保護規制を以下併せて「欧州データ保護規則」と呼称します。 
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1. 個人データの取得 

ご本人に関するデータの一部は、ご本人から直接取得する場合もありますが、ご

本人が所属する法人その他の団体（以下「所属先」といいます。）、ご本人が商品を

購入した販売店、市場調査会社、ウェブサイト、広告代理店（芸能事務所を含みま

す。）、公的機関等の第三者（以下「第三者」といいます。）から取得する場合もあり

ます。なお、文脈によって、この「第三者」にはAGHの日本以外に所在する子会社

等も含まれます。 

アサヒグループ各社及びその委託先は、以下のご本人に関するデータ（以下「個人

データ」といいます。）を取得し、利用することがあります。 

 



1.1 個人データの取得方法と種類.  

ご本人及びその所属先がアサヒグループ各社に提供する（又はアサヒグループ各

社が第三者から取得する）個人データには、以下が含まれます。 

 

(a) アサヒグループ各社へお問い合わせいただく場合(オンラインフォームの利

用、注文フォームへの入力、アカウントの設定、電話、電子メールその他の手段) 

(i) 氏名 

(ii) 役職 

(iii) 所属先名 

(iv) 電子メールアドレス 

(v) 電話番号 

(vi) 電話音声の記録 

(vii) アカウント情報 

(viii) 所属先の住所 

(ix) 性別 

(x) 生年月日／年齢 

(xi) ソーシャルメディア上のプロフィールデータ（ご本人の嗜好及び

やりとりを含みます。） 

 

(b) アサヒグループ各社の施設へのご訪問又は工場見学などのイベントにご参加

いただく場合 

(i) 氏名 

(ii) 役職 

(iii) 所属先名 

(iv) 電子メールアドレス 

(v) 電話番号 

(vi) 所属先の住所 

(vii) 性別 

(viii) 生年月日／年齢 

(ix) 監視カメラに記録されたご本人の映像 

 

(c) アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリをご利用いただく場合 

(i) 氏名 

(ii) ユーザーネーム 

(iii) 生年月日／年齢 

(iv) ウェブサイトの閲覧履歴（クリックしたページ等） 



(v) 支払明細 

(vi) 注文履歴 

(vii) 自動的に取得する以下のデータ 

・技術データ（端末をインターネットに接続する際に利用したIPアドレ

ス、データを請求した際に利用したドメイン名・国名、ファイル、ブラ

ウザの種類・バージョン、ブラウザのプラグインの種類・バージョン、

オペレーティングシステム及びプラットフォームを含みます。） 

・訪問に関するデータ（アサヒグループ各社のウェブサイトの前後に

又はこれを経由してアクセスしたサイトのURL、日時を含むウェブサ

イト内でのクリック情報、特定のページへの訪問の日時・利用時間、ス

クロール・クリック・マウスオーバーなどのページ内での行動データ、

ページからの退出方法、トラフィックデータ、ロケーションデータ、ウ

ェブログその他の通信データ、及びお客様がサービスの提供／ダウ

ンロードを要求した際に提供されたデータを含みます。） 

・モバイルアプリの場合は、必要な位置情報、さらにご本人がサービ

ス提供者であるときは、アサヒグループ各社がご本人から提供され

るサービスの有効性及び効率を確認するための位置情報 

 

(d) アサヒグループ各社が商品・サービスを提供する場合 

(i) ご本人に商品・サービスを提供するために必要なデータ（アカウ

ント情報、注文の詳細、注文履歴、支払明細、配送先の住所、銀

行口座、配送の際に設定した条件等のデータをいい、信用情報

及び税務情報に関するデータを含みます。） 

(ii) 商品に名前を記載するためにアサヒグループ各社に提供したご

本人の名前 

(iii) ご本人に提供するサービスの内容 

(iv) 訴訟手続、審判手続、ADRその他の紛争解決手続又は調査手続

の有無・概要 

(v) アサヒグループ各社が行うお客様の管理及びマーケティングに

関連するデータ 

(vi) アサヒグループ各社の施設、イベント等におけるご本人の写真・

映像 

 

(e) アサヒグループ各社がご本人又はその所属先（製造委託先、サプライヤー、広

告代理店、運送業者、倉庫業者、システム業者・エンジニア、広告タレントその他請

負業者を含みます。）から商品・サービスを受ける場合 



(i) 個人事業主であるご本人のウェブサイト 

(ii) ご本人が広告タレントであるとき（候補者のときも含みます。）

は、ご本人の写真・映像 

(iii) 電話の通話記録 

(iv) 履歴書、営業資料、営業提案資料等に記載されたご本人の職歴

等  

(v) サプライヤーに関する調査結果等 

(vi) 職場の連絡先（電話番号、住所、電子メールアドレス） 

(vii) 身分証明書、住民票等 

(viii) パスポート、ビザ等 

(ix) 緊急連絡先 

(x) 健康診断等の結果及び労働災害による傷病の内容 

(xi) 勤務時間（残業時間、実労働時間、所属先の標準労働時間）、シ

フト勤務の有無 

(xii) 報酬・費用請求及びそれらの振込先の明細 

(xiii) 臨床試験（薬品試験、アルコール試験等）の結果 

(xiv) 訴訟手続、審判手続、ADRその他紛争解決手続又は調査手続の

有無・概要 

(xv) 所属先のシステム・アプリケーションへのアクセスに必要なデー

タ（システムID等） 

 

アサヒグループ各社が取得又は提供する個人データの中には、特別カテゴリーの

個人データが含まれる可能性があります。特別カテゴリーの個人データには、ご本

人の身体的及び精神的健康に関するデータも含まれます。 

アサヒグループ各社がご本人にサービスを提供し、又はご本人からアサヒグループ

各社にサービスをご提供いただくためには、一定の種類の個人データが必要であ

ることをご理解ください。ご本人がアサヒグループ各社に個人データを提供しな

い場合又はアサヒグループ各社に個人データの削除を求める場合は、アサヒグル

ープ各社の商品・サービスの提供を受けること又はアサヒグループ各社に商品・サ

ービスをご提供いただくことができなくなる可能性があります。 

    ご本人がジャーナリスト又はアサヒグループ各社の業界に関連する行政機関、事業

者団体に勤務する者である場合、アサヒグループ各社は、公開されている情報から

ご本人に関するデータを取得することがあります。 

 



2. 個人データの利用 

アサヒグループ各社及びその委託先は、以下の目的で個人データを利用すること

があります。 

 

2.1        アサヒグループ各社へお問い合わせいただく場合 

(a) ご本人からのお問合せ（アサヒグループ各社の個人データの取得・利用・保

管の方法に関するご質問及びアサヒグループ各社が保有する個人データ

の写しのご請求を含みます。）への対応 

(b) アサヒグループ内での報告 

(c) アサヒグループ各社の正当な利益が存在する場合、商品の広告・宣伝、商品

開発のためのソーシャルメディア上での調査 

 

2.2   アサヒグループ各社の施設へのご訪問又は工場見学等のイベントにご参加いただ

く場合 

(a) 監視カメラでのモニタリングによるアサヒグループ各社の役職員等及び 

ご訪問者の安全の確保 

 

2.3        アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリをご利用の場合 

(a) ウェブサイト・アプリへのアクセス・ご利用の許可（適用される各国・各地域

の法令上の飲酒年齢にご本人が達していることの確認を含みます。） 

(b) ウェブサイト・アプリの技術上のサポート 

(c) ご本人が請求した情報・サービスの提供 

(d) アサヒグループ各社のサービス・ウェブサイト・アプリの安全性の確保 

(e) ご本人の嗜好・関心に合わせたウェブサイト・アプリのカスタマイズ 

(f)  アサヒグループ各社のウェブサイトのご利用状況の管理 

(g)  アプリの機能を有効にするため（近隣の飲食店をご紹介するアプリ等）、飲

食店におけるアプリを利用したビールの消費量、嗜好等の市場調査 

(h) アサヒグループ各社のキャンペーン・プロモーションへの参加者の管理 

(i)    アサヒグループ各社の商品・サービスのご注文の処理 

(j)  アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの開発・リニューアル、アサヒグ

ループ各社の商品・サービスの開発のための分析及びそれに基づく戦略の

策定  

 

2.4 ご本人及びその所属先からの商品・サービスを取得する場合 

(a) ご本人からのサービスの取得・管理（管理とは、サプライヤーの調査、支払・

費用の報告、財務監査を含みます。） 



(b) ご本人への対価等の支払い 

(c) ご本人の健康・安全の記録・管理 

(d) ご本人の労働能力の評価（ご本人が薬品又はアルコールの摂取等により、

自ら又は他人に危険をもたらすか否かを評価すること等） 

(e) ご本人又はご本人の雇用主の適性を評価するための履歴書・業績の参照 

(f) 機会均等のモニタリング 

 

2.5 ご本人へ商品・サービスを提供する場合 

(a) ご本人に提供する商品・サービスの管理（ご注文の確認・処理、ご本人のア

カウント情報の管理、クレジット情報の管理、税金・輸出に関する事務処理、

請求明細、債権の回収、容器の回収を含みます。） 

(b) アサヒグループ各社の商品・サービスに関するご本人からのお問い合わせ

（個人データの取得・利用・保管の方法に関してご本人が行ったご質問及び

アサヒグループ各社が保有するご本人に関するデータの写しのご請求を含

みます。）への対応。アサヒグループ各社は、ご本人と契約を締結していな

い場合、お客様サービスの提供において、アサヒグループ各社に正当な利

益があるときは、ご本人の個人データを上記の目的で処理することができ

ます。 

(c) サービスの公表・通知等（アサヒグループ各社の利用規約の変更、アサ 

ヒグループ各社の費用及び手数料に関する情報の通知等）、アサヒグループ

各社の商品・サービスに関する資料（電子メール・郵便による場合を含みま

す。）の送付 

(d) アサヒグループ各社のイベント又はキャンペーンへのご参加の承諾及びご

本人が許可して撮影した写真の送付 

(e) 安全衛生及び品質保証 

(f)  戦略的分析及び市場調査の実行 

(g) 事業の発展又はマーケティングの目的において、ご本人が同意する場合 

又はアサヒグループ各社に正当な利益が存在する場合で、ご本人が請求し

たとき又はアサヒグループ各社がご本人の利益になると判断したときに

は、アサヒグループ各社の商品及びサービスに関する（ニュースレターを含

み、ご本人が同意した商品・サービスに限ります。）ご案内（ニュースレターを

含み、ご本人が同意した商品・サービスに限ります。）。 

2.6 アサヒグループ各社がイベントにおけるご本人の写真又は映像を利用する場合、マ

ーケティング及び事業の発展の目的においてアサヒグループ各社の正当な利益が

存在するとき又はご本人の同意を得たときは、今後開催されるイベントの告知又

は各社内でのプレゼンテーションの実施  



2.7 アサヒグループ内での報告、経営管理、アサヒグループ各社の事業・設備の保険付

保、研究開発・生産性向上のための調査及びその施策の実施 

2.8 適用される法令・規制及びアサヒグループ各社に適用される社内規定の遵守（そ

の遵守がアサヒグループ各社又は第三者の正当な利益につながると合理的に判

断できる場合を含みます。） 

2.9 アサヒグループ各社の法的権利の成立・行使・防御（アサヒグループ各社若しくは

第三者の正当な利益につながるものであると合理的に判断できる場合又は適用

される法令により要求される場合を含みます。） 

2.10 ジャーナリストであるご本人にアサヒグループ各社の商品・サービスの記事化を目

的としてご本人にご案内することがアサヒグループ各社の正当な利益につながる

場合は、イベントへのご招待、販促資料の送付及びプレスリリースの発行 

 

（１）個人データの利用に関する欧州データ保護規則上の法的根拠 

2.11 アサヒグループ各社は、本プライバシーポリシーに定めるご本人の個人データ利用

に関して、以下のいずれかに該当する場合に、欧州データ保護規則上の法的根拠

を有すると考えます。 

(a) ご本人との間で締結された契約に基づくアサヒグループ各社の義務（ご本人

のご注文の処理、アサヒグループ各社のウェブサイトご利用、アプリのダウン

ロードによるサービスの提供、ご本人若しくはご本人の雇用主へのサービス

の提供又は係る者からのサービスの取得に関する契約の遵守等）を履行す

るため 

(b) アサヒグループ各社に適用されるEU法又はEU各国法上の法的義務（英国

税官庁への情報提供等）の遵守のため 

(c) (a)又は(b)に該当しない場合：アサヒグループ各社又は第三者の正当な利

益（アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの安全性の確保等）のため 

アサヒグループ各社の正当な利益とは、以下の事項をいいます。 

(i) アサヒグループ各社の事業の運営・成長・発展 

(ii) アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの運用 

(iii) サプライヤーの選定 

(iv) アサヒグループ各社の役職員等、アサヒグループ各社の施設・イ

ベントへの来場者の安全な環境の確保 

(v) マーケティング、市場調査及び事業開発 

(vi) お客様への商品・サービスの提供、お支払におけるご本人確認 

(vii) アサヒグループ各社のサプライヤーへの発注、その追跡、処理の

確保 

(viii) 下記第3.1項に記載されるアサヒグループ内の管理目的 



2.12 アサヒグループ各社は、ご本人の同意（以下に記載されるように、ご本人は同意を

行った後であっても、いつでも当該同意を撤回することができます。）を得た場

合、ご本人の特別カテゴリーの個人データを利用することができます。 

今後、個人データを他の目的に利用する場合についても、ご本人の同意（以下に記

載されるように、ご本人は同意を行った後であっても、いつでも当該同意を撤回

することができます。）が必要になる可能性があります。かかる場合、本プライバシ

ーポリシーにおいてその同意の必要性が明記されます。 

 

（２）クッキー 

2.13 アサヒグループ各社のウェブサイト・モバイルアプリの一部のページは、 ご本人の

アサヒグループ各社のウェブサイト へのご訪問又はモバイルアプリのご利用の際

にインターネットブラウザに設置される「クッキー」を利用しています。アサヒグル

ープ各社は、ご本人の特定のブラウザの利用傾向を把握し、記憶することにより、

今後、よりご本人の嗜好に適合したサービスを提供するためにクッキーを利用して

います。 

2.14 アサヒグループ各社がウェブサイト・モバイルアプリでクッキーを利用する場合、ご

本人は、ブラウザ設定により、いつでも、全部又は一部のクッキーの利用を拒否す

ることができます。ただし、全てのクッキー（ウェブサイト・モバイルアプリの利用に

必須のクッキーを含みます。）をブロックするブラウザ設定を利用した場合、ご本

人は、アサヒグループ各社のウェブサイトの全部若しくは一部へのアクセス又はア

サヒグループ各社のウェブサイトを経由して提供される全ての機能のご利用がで

きなくなる可能性があります。 

 

（３）マーケティング 

2.15 アサヒグループ各社は、電子メール・アプリ・電話・郵便によりマーケティングを実

施するために、ご本人の個人データを収集し、利用することがあります。 

2.16 アサヒグループ各社は、マーケティングのため、必要があると判断した場合には、

一定のマーケティング資料（ダイレクトマーケティングを含みます。）をご本人に送

付することがあります。 

2.17 しかしながら、アサヒグループ各社は、欧州データ保護規則若しくはEU各国法に

より要求される場合又はダイレクトマーケティングを目的として第三者に対しご本

人の個人データの開示を予定する場合、常にご本人からダイレクトマーケティング

に対する同意を得ることとします。 

2.18 マーケティングを目的とした個人データの利用の中止を希望される場合は、第

10.2項に記載した連絡先にご連絡ください。 

 



3. 個人データの開示 

3.1 アサヒグループ各社は、社内における管理目的（例えば、お客様への安定したサー

ビスの提供の確保、企業戦略、コンプライアンス、監査・モニタリング、研究開発、品

質保証）がアサヒグループ各社の正当な利益につながる場合には、HD及びその子

会社の間でご本人の個人データを共同して利用することがあります。また、アサヒ

グループ各社が情報システム等のサービスを業務委託するアサヒグループの関連

会社との間でご本人の個人データを共同して利用することがあります。 

3.2 アサヒグループ各社は、以下に該当する第三者との間でご本人の個人データを共

有します。 

(a) アサヒグループ各社へのサービス提供会社及びアサヒグループ各社の業務

委託先（支払処理会社、技術サポート提供会社、保険会社、物流会社及びク

ラウドサービス提供会社を含みますが、これらに限りません。） 

(b) ご本人の所属する法人その他の団体 

(c) 特約店、販売店 

(d) 公的機関  

(e) 業務上の健康状態に関する評価の委託先及び薬物・アルコール検査を実施

する医療専門家 

(f) アサヒグループ各社のマーケティング活動、広告活動及び販促活動の代理店 

(g) アサヒグループ各社のウェブサイト・ソフトウェアアプリの改良・最適化につ

ながる、データ解析業者・検索エンジン提供業者 

3.3 ご本人の個人データを提供する第三者は、アサヒグループ各社へのサービス提供

以外の目的で個人データを利用することが（欧州データ保護規則若しくはEU各国

法又は契約によって）制限されています。 

アサヒグループ各社は第三者に対して本プライバシーポリシー並びに欧州データ

保護規則及びEU各国法に定めるプライバシー及びセキュリティに係る適切な措置

を義務付けています。 

3.4 アサヒグループ各社はご本人の個人データを共有する第三者が、本プライバシー

ポリシー並びに欧州データ保護規則及びEU各国法に定めるプライバシー及びセ

キュリティに係る義務に従うことを確保します。以下のいずれかに該当する場合に

おいて、アサヒグループ各社はご本人の個人データを第三者に開示します。 

(a) アサヒグループ各社の事業の運営・成長・発展を目的とした当該開示がアサ

ヒグループ各社の正当な利益になる場合。正当な利益になる場合とは、以下

のような目的のときです。 

(i) アサヒグループ各社が、一定の事業又は資産を売買するとき、

当該事業又は資産の買主予定者又は売主予定者に対しご本人

の個人データを開示するため。 



(ii) 万が一、アサヒグループ各社又はその関連会社の大部分の資産

が第三者により取得されたとき、当該第三者に対しアサヒグル

ープ各社が保有する個人データが譲渡対象の資産の一つとなる

ため。 

(b) 各国・各地域の政府・行政機関・司法機関の担当者からの法定の要請を遵守

するため（国家安全保障若しくは法令の執行要件を充足するために要求さ

れた場合を含みます。）、又は違法行為を防止するため。 

(c) アサヒグループ各社のウェブサイト等の利用規約その他の契約を適用すると

き、お客様からのアサヒグループ各社への請求への対応、アサヒグループ各

社又は第三者の権利の保護、安全又は違法行為の防止のため。 

(d) アサヒグループ各社又は第三者の役職員等の権利、財産保護のため。これに

は、詐欺防止及び信用リスクの軽減を目的として他の組織との間で個人デ

ータを交換することが含まれることがあります。 

3.5 アサヒグループ各社は、アサヒグループ内での報告、マーケティング・販促を目的

として、ウェブサイト・アプリから取得した個人データ、商品・サービスを提供するご

本人の個人データ、及びソーシャルメディア上で取得した個人データを相互に組み

合わせた統計情報を開示・利用することがあります。当該匿名化された集計報告

又は統計では、アサヒグループ各社のユーザーを特定することはできません。 

3.6 上記に明示した場合を除き、アサヒグループ各社は、ご本人への通知又はご本人

の同意なく第三者に対しご本人の個人データの共有、提供を行うことはありませ

ん。特定の方法でアサヒグループ各社がご本人の個人データを利用することにつ

いて同意を行ったものの、撤回を希望する場合はご連絡ください。その場合、アサ

ヒグループ各社はご本人の情報の利用を中止します。 

 

4. 個人データの保持 

アサヒグループ各社は、個人データの利用目的、適用される各国・各地域の法令、

アサヒグループ各社の法的な権利義務の成立・履行・防御等のために必要な期間、

個人データを保持します。 

 

5. ご本人の権利 

5.1 ご本人は、アサヒグループ各社が保有するご自身の個人データに関して一定の権

利を有しています。ご本人の権利に関する情報を追加でご希望される場合や当該

権利を行使することをご希望される場合は電話・電子メールでアサヒグループ各

社にご連絡ください。ご本人は、欧州データ保護規則及びEU各国法で認められる

場合には、アサヒグループ各社に対し以下を要求する権利を有しています。 

(a) 個人データへのアクセス権を提供すること。 



(b) 最新ではない又は不正確である個人データを更新すること。 

(c) 個人データを削除すること。 

(d) 個人データの処理方法を制限すること。 

(e) 個人データをダイレクトマーケティング目的で処理しないこと。 

(f) 個人データを第三者に提供すること又は提供しないこと。 

(g) 個人データのコピーを提供すること。 

(h) 個人データを利用することについて、異議を申立てること。 

5.2 アサヒグループ各社は、上記の要求を全て検討した上で、合理的な期間内に（いか

なる場合においてもEU法又はEU各国法により要求される期間内とします。）回

答しますが、一定の場合は、一部の個人データが要求の対象から除外されること

があります。 

5.3 除外される場合には回答をお送りする際にその旨をお伝えします。なお、回答をお

送りする前に身元確認に必要な情報の提供をお願いする場合がございます。 

5.4 アサヒグループ各社がご本人の個人データの利用について、ご本人の同意を理由

とする場合、ご本人は、電話・電子メールでご連絡いただくことにより同意を撤回

することができ、アサヒグループ各社はその利用を停止します。ただし、ご本人が

同意を撤回した場合、アサヒグループ各社にサービスを提供しているときは、ご本

人のサービスの内容に影響が及ぶ可能性があるとともに、アサヒグループ各社が

ご本人にサービスを提供しているときは、アサヒグループ各社のサービスの内容

に影響が及ぶ可能性があります。 

 

6. 個人データの移転 

6.1 アサヒグループ各社やその委託先のためにEU域外で勤務する役職員等は、個人

データを利用、保管又はこれにアクセスすることがあります。当該処理は、上記第

2条記載のとおり、ご本人又はその所属先へのアサヒグループ各社のサービスの

提供、ご本人又はその委託先からのサービスの取得、取引の処理又はサポートサ

ービスの提供を目的として行われます。ご本人の個人データの開示先に関する詳

細については、第3条に定めるとおりです。 

6.2 アサヒグループ各社は、EU域外の第三者にご本人に関する個人データを提供する

場合、取得者が本プライバシーポリシーに従ってご本人の個人データを十分に保

護することを確保するための適切な措置を講じます。当該措置は、主に、採択され

た標準契約条項の当該第三者との間での締結ですが、これに限られません。 

6.3 アサヒグループ各社は、ご本人から第10.2項の連絡先へのお問い合わせがあっ

た場合に、上記の措置の詳細を提供します。 

 



7. セキュリティ 

7.1 アサヒグループ各社は、個人データの紛失、不法な使用・開示・改変・利用制限・破

棄及び個人データへの不正アクセスから個人データを保護する義務に加え、適切

な組織的・技術的措置等を通じて、個人データの秘密性を保護するためのあらゆ

る合理的な予防措置を講じる義務を負います。組織的措置には、アサヒグループ

各社の施設への出入管理、役職員等研修、ファイルキャビネットの施錠等の物理的

措置が含まれます。技術的措置には、暗号化、アサヒグループ各社のシステムへの

アクセスパスワードの設定、アンチウイルスソフトウェアの導入等が含まれます。 

7.2 ご本人からの個人データの提供はインターネットを通じて行われることがありま

す。アサヒグループ各社は、ご本人から提供された個人データを保護するために最

善を尽くしますが、インターネットを通じて行われる情報の送信は完全に安全なも

のではありません。そのため、ご本人は、アサヒグループ各社のウェブサイトに送信

なされる個人データの安全性をアサヒグループ各社が保証できないこと、及び当

該送信はご本人自身の責任の下に行うことをご確認いただき、ご了承いただくも

のとします。アサヒグループ各社は、一旦取得したご本人の個人データについて

は、ご本人の個人データへの不正アクセスを防ぐため、厳格な手続及びセキュリテ

ィの対策を行うものとします。 

7.3 アサヒグループ各社が、ご本人のオンライン上のアカウントで用いられるID・パス

ワードをご本人に付与した（又はご本人が当該ID・パスワードを設定した）場合、

ご本人は当該ID・パスワードの秘密性を保持する責任を負います。ID・パスワード

は他人と共有しないようご注意ください。 

 

8. 第三者のウェブサイト 

アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリ・ソーシャルメディアのページには、アサ

ヒグループ各社の関連会社を含む第三者が運営するウェブサイトへのリンクが含

まれる場合があります。アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリ・ソーシャルメ

ディア上のページを通じて、アサヒグループ各社又はその委託先が取得する個人

データのみが、本プライバシーポリシーの適用対象となります。アサヒグループ各

社は第三者が取得・利用・保管する個人データについて責任を負いません。第三者

のウェブサイトは、当該第三者が独自に利用規約及びプライバシーポリシーを設け

ているため、当該ウェブサイトに個人データを提供する前にそれらをよくお読みく

ださい。アサヒグループ各社は、第三者のウェブサイトの内容、利用規約及びプラ

イバシーポリシーの内容について責任を負いません。 

 



9. アサヒグループのプライバシーポリシーの変更 

アサヒグループは随時、本プライバシーポリシーを変更することができます。本プ

ライバシーポリシーを変更した場合には、本ページに掲載します。 

 

10. 追加のご質問・お問い合わせ 

10.1 ご本人の個人データの取得・利用・保管についてお問い合わせがある場合又はご

本人の個人データに関して権利の行使を希望される場合には、以下の連絡先にご

連絡ください。アサヒグループ各社は、ご本人の個人データの利用又は開示に関

するお問い合わせについて調査の上、ご回答いたします。 

10.2 ご本人は、アサヒグループ各社がEU域内に拠点を置く場合には、当該EU各国の

データ保護当局、EU域内のご本人に商品・サービスの提供を行っている場合に

は、当該商品・サービスに関連する個人データの処理が行われているEU各国内の

データ保護当局に異議を申し立てることができます。また、ご自身の権利が侵害

されたとご判断された場合には現地の裁判所を通じて救済を求めることができま

す。 

 

＜連絡先＞ 

アサヒグループ各社の連絡先は以下の通りです。以下の(a)及び(b)のいずれも

お問い合わせの際に、連絡先としてご利用頂けます。 

(a) 欧州に設置したアサヒグループ各社の代理人の連絡先 

代理人の名称： Asahi CE & Europe Services s.r.o. 

住所： Ovocný trh 1096/8, Staré Město,  

110 00 Praha 1, Czech Republic 

宛名（FAO）： Legal Director 

E-mail： personaldataprotection@eu.asahibeer.com 

  

(b) 日本国内に設置した窓口の連絡先 

＜アサヒビール株式会社 お客様相談室＞ 

（※ アサヒ飲料株式会社以外のアサヒグループ会社へのお

問い合わせの際にご利用ください。） 

住所：〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 

mailto:personaldataprotection@eu.asahibeer.com


Tel:0120-011-121（フリーダイヤル） 

受付時間： 日本時間9:00～17:00  ただし、土日祝日を除く 

 

＜アサヒ飲料株式会社 お客様相談室＞  

（※ アサヒ飲料株式会社に関するお問い合わせ先の際に

ご利用ください。） 

住所：〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 

Tel:0120-328-124（フリーダイヤル） 

受付時間： 日本時間9:00～17:00  ただし、土日祝日を除く 

 

10.3  本プライバシーポリシーは2023年4月1日現在における、アサヒグループ各社の

最新のプライバシーポリシーです。 
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	(ii) 商品に名前を記載するためにアサヒグループ各社に提供したご本人の名前
	(iii) ご本人に提供するサービスの内容
	(iv) 訴訟手続、審判手続、ADRその他の紛争解決手続又は調査手続の有無・概要
	(v) アサヒグループ各社が行うお客様の管理及びマーケティングに関連するデータ
	(vi) アサヒグループ各社の施設、イベント等におけるご本人の写真・映像

	(e)　アサヒグループ各社がご本人又はその所属先（製造委託先、サプライヤー、広告代理店、運送業者、倉庫業者、システム業者・エンジニア、広告タレントその他請負業者を含みます。）から商品・サービスを受ける場合
	(i) 個人事業主であるご本人のウェブサイト
	(ii) ご本人が広告タレントであるとき（候補者のときも含みます。）は、ご本人の写真・映像
	(iii) 電話の通話記録
	(iv) 履歴書、営業資料、営業提案資料等に記載されたご本人の職歴等
	(v) サプライヤーに関する調査結果等
	(vi) 職場の連絡先（電話番号、住所、電子メールアドレス）
	(vii) 身分証明書、住民票等
	(viii) パスポート、ビザ等
	(ix) 緊急連絡先
	(x) 健康診断等の結果及び労働災害による傷病の内容
	(xi) 勤務時間（残業時間、実労働時間、所属先の標準労働時間）、シフト勤務の有無
	(xii) 報酬・費用請求及びそれらの振込先の明細
	(xiii) 臨床試験（薬品試験、アルコール試験等）の結果
	(xiv) 訴訟手続、審判手続、ADRその他紛争解決手続又は調査手続の有無・概要
	(xv) 所属先のシステム・アプリケーションへのアクセスに必要なデータ（システムID等）


	アサヒグループ各社が取得又は提供する個人データの中には、特別カテゴリーの個人データが含まれる可能性があります。特別カテゴリーの個人データには、ご本人の身体的及び精神的健康に関するデータも含まれます。
	アサヒグループ各社がご本人にサービスを提供し、又はご本人からアサヒグループ各社にサービスをご提供いただくためには、一定の種類の個人データが必要であることをご理解ください。ご本人がアサヒグループ各社に個人データを提供しない場合又はアサヒグループ各社に個人データの削除を求める場合は、アサヒグループ各社の商品・サービスの提供を受けること又はアサヒグループ各社に商品・サービスをご提供いただくことができなくなる可能性があります。
	ご本人がジャーナリスト又はアサヒグループ各社の業界に関連する行政機関、事業者団体に勤務する者である場合、アサヒグループ各社は、公開されている情報からご本人に関するデータを取得することがあります。


	2. 個人データの利用
	(c)　アサヒグループ各社の正当な利益が存在する場合、商品の広告・宣伝、商品開発のためのソーシャルメディア上での調査
	2.2　  アサヒグループ各社の施設へのご訪問又は工場見学等のイベントにご参加いただく場合
	(a)　監視カメラでのモニタリングによるアサヒグループ各社の役職員等及び
	ご訪問者の安全の確保

	2.3        アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリをご利用の場合
	(a)　ウェブサイト・アプリへのアクセス・ご利用の許可（適用される各国・各地域の法令上の飲酒年齢にご本人が達していることの確認を含みます。）
	(b)　ウェブサイト・アプリの技術上のサポート
	(c)　ご本人が請求した情報・サービスの提供
	(d)　アサヒグループ各社のサービス・ウェブサイト・アプリの安全性の確保
	(e)　ご本人の嗜好・関心に合わせたウェブサイト・アプリのカスタマイズ
	(f)　 アサヒグループ各社のウェブサイトのご利用状況の管理
	(g)  アプリの機能を有効にするため（近隣の飲食店をご紹介するアプリ等）、飲食店におけるアプリを利用したビールの消費量、嗜好等の市場調査
	(h)　アサヒグループ各社のキャンペーン・プロモーションへの参加者の管理
	(i)    アサヒグループ各社の商品・サービスのご注文の処理
	(j)　 アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの開発・リニューアル、アサヒグループ各社の商品・サービスの開発のための分析及びそれに基づく戦略の策定

	2.4 ご本人及びその所属先からの商品・サービスを取得する場合
	(a) ご本人からのサービスの取得・管理（管理とは、サプライヤーの調査、支払・費用の報告、財務監査を含みます。）
	(b) ご本人への対価等の支払い
	(c) ご本人の健康・安全の記録・管理
	(d) ご本人の労働能力の評価（ご本人が薬品又はアルコールの摂取等により、自ら又は他人に危険をもたらすか否かを評価すること等）
	(e) ご本人又はご本人の雇用主の適性を評価するための履歴書・業績の参照
	(f) 機会均等のモニタリング

	2.5 ご本人へ商品・サービスを提供する場合
	(a)　ご本人に提供する商品・サービスの管理（ご注文の確認・処理、ご本人のアカウント情報の管理、クレジット情報の管理、税金・輸出に関する事務処理、請求明細、債権の回収、容器の回収を含みます。）
	(b)　アサヒグループ各社の商品・サービスに関するご本人からのお問い合わせ（個人データの取得・利用・保管の方法に関してご本人が行ったご質問及びアサヒグループ各社が保有するご本人に関するデータの写しのご請求を含みます。）への対応。アサヒグループ各社は、ご本人と契約を締結していない場合、お客様サービスの提供において、アサヒグループ各社に正当な利益があるときは、ご本人の個人データを上記の目的で処理することができます。
	(c)　サービスの公表・通知等（アサヒグループ各社の利用規約の変更、アサ
	ヒグループ各社の費用及び手数料に関する情報の通知等）、アサヒグループ各社の商品・サービスに関する資料（電子メール・郵便による場合を含みます。）の送付
	(d)　アサヒグループ各社のイベント又はキャンペーンへのご参加の承諾及びご本人が許可して撮影した写真の送付
	(e)　安全衛生及び品質保証
	(f)　 戦略的分析及び市場調査の実行
	(g)　事業の発展又はマーケティングの目的において、ご本人が同意する場合
	又はアサヒグループ各社に正当な利益が存在する場合で、ご本人が請求したとき又はアサヒグループ各社がご本人の利益になると判断したときには、アサヒグループ各社の商品及びサービスに関する（ニュースレターを含み、ご本人が同意した商品・サービスに限ります。）ご案内（ニュースレターを含み、ご本人が同意した商品・サービスに限ります。）。

	2.6 アサヒグループ各社がイベントにおけるご本人の写真又は映像を利用する場合、マーケティング及び事業の発展の目的においてアサヒグループ各社の正当な利益が存在するとき又はご本人の同意を得たときは、今後開催されるイベントの告知又は各社内でのプレゼンテーションの実施
	2.7 アサヒグループ内での報告、経営管理、アサヒグループ各社の事業・設備の保険付保、研究開発・生産性向上のための調査及びその施策の実施
	2.8 適用される法令・規制及びアサヒグループ各社に適用される社内規定の遵守（その遵守がアサヒグループ各社又は第三者の正当な利益につながると合理的に判断できる場合を含みます。）
	2.9 アサヒグループ各社の法的権利の成立・行使・防御（アサヒグループ各社若しくは第三者の正当な利益につながるものであると合理的に判断できる場合又は適用される法令により要求される場合を含みます。）
	2.10 ジャーナリストであるご本人にアサヒグループ各社の商品・サービスの記事化を目的としてご本人にご案内することがアサヒグループ各社の正当な利益につながる場合は、イベントへのご招待、販促資料の送付及びプレスリリースの発行

	（１）個人データの利用に関する欧州データ保護規則上の法的根拠
	2.11 アサヒグループ各社は、本プライバシーポリシーに定めるご本人の個人データ利用に関して、以下のいずれかに該当する場合に、欧州データ保護規則上の法的根拠を有すると考えます。
	(a) ご本人との間で締結された契約に基づくアサヒグループ各社の義務（ご本人のご注文の処理、アサヒグループ各社のウェブサイトご利用、アプリのダウンロードによるサービスの提供、ご本人若しくはご本人の雇用主へのサービスの提供又は係る者からのサービスの取得に関する契約の遵守等）を履行するため
	(b) アサヒグループ各社に適用されるEU法又はEU各国法上の法的義務（英国税官庁への情報提供等）の遵守のため
	(c) (a)又は(b)に該当しない場合：アサヒグループ各社又は第三者の正当な利益（アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの安全性の確保等）のため
	アサヒグループ各社の正当な利益とは、以下の事項をいいます。
	(i) アサヒグループ各社の事業の運営・成長・発展
	(ii) アサヒグループ各社のウェブサイト・アプリの運用
	(iii) サプライヤーの選定
	(iv) アサヒグループ各社の役職員等、アサヒグループ各社の施設・イベントへの来場者の安全な環境の確保
	(v) マーケティング、市場調査及び事業開発
	(vi) お客様への商品・サービスの提供、お支払におけるご本人確認
	(vii) アサヒグループ各社のサプライヤーへの発注、その追跡、処理の確保
	(viii) 下記第3.1項に記載されるアサヒグループ内の管理目的


	2.12 アサヒグループ各社は、ご本人の同意（以下に記載されるように、ご本人は同意を行った後であっても、いつでも当該同意を撤回することができます。）を得た場合、ご本人の特別カテゴリーの個人データを利用することができます。
	今後、個人データを他の目的に利用する場合についても、ご本人の同意（以下に記載されるように、ご本人は同意を行った後であっても、いつでも当該同意を撤回することができます。）が必要になる可能性があります。かかる場合、本プライバシーポリシーにおいてその同意の必要性が明記されます。
	（２）クッキー
	2.13 アサヒグループ各社のウェブサイト・モバイルアプリの一部のページは、 ご本人のアサヒグループ各社のウェブサイト へのご訪問又はモバイルアプリのご利用の際にインターネットブラウザに設置される「クッキー」を利用しています。アサヒグループ各社は、ご本人の特定のブラウザの利用傾向を把握し、記憶することにより、今後、よりご本人の嗜好に適合したサービスを提供するためにクッキーを利用しています。
	2.14 アサヒグループ各社がウェブサイト・モバイルアプリでクッキーを利用する場合、ご本人は、ブラウザ設定により、いつでも、全部又は一部のクッキーの利用を拒否することができます。ただし、全てのクッキー（ウェブサイト・モバイルアプリの利用に必須のクッキーを含みます。）をブロックするブラウザ設定を利用した場合、ご本人は、アサヒグループ各社のウェブサイトの全部若しくは一部へのアクセス又はアサヒグループ各社のウェブサイトを経由して提供される全ての機能のご利用ができなくなる可能性があります。

	（３）マーケティング
	2.15 アサヒグループ各社は、電子メール・アプリ・電話・郵便によりマーケティングを実施するために、ご本人の個人データを収集し、利用することがあります。
	2.16 アサヒグループ各社は、マーケティングのため、必要があると判断した場合には、一定のマーケティング資料（ダイレクトマーケティングを含みます。）をご本人に送付することがあります。
	2.17 しかしながら、アサヒグループ各社は、欧州データ保護規則若しくはEU各国法により要求される場合又はダイレクトマーケティングを目的として第三者に対しご本人の個人データの開示を予定する場合、常にご本人からダイレクトマーケティングに対する同意を得ることとします。
	2.18 マーケティングを目的とした個人データの利用の中止を希望される場合は、第10.2項に記載した連絡先にご連絡ください。

	3. 個人データの開示
	3.1 アサヒグループ各社は、社内における管理目的（例えば、お客様への安定したサービスの提供の確保、企業戦略、コンプライアンス、監査・モニタリング、研究開発、品質保証）がアサヒグループ各社の正当な利益につながる場合には、HD及びその子会社の間でご本人の個人データを共同して利用することがあります。また、アサヒグループ各社が情報システム等のサービスを業務委託するアサヒグループの関連会社との間でご本人の個人データを共同して利用することがあります。
	3.2 アサヒグループ各社は、以下に該当する第三者との間でご本人の個人データを共有します。
	(a) アサヒグループ各社へのサービス提供会社及びアサヒグループ各社の業務委託先（支払処理会社、技術サポート提供会社、保険会社、物流会社及びクラウドサービス提供会社を含みますが、これらに限りません。）
	(b) ご本人の所属する法人その他の団体
	(c) 特約店、販売店
	(d) 公的機関
	(e) 業務上の健康状態に関する評価の委託先及び薬物・アルコール検査を実施する医療専門家
	(f) アサヒグループ各社のマーケティング活動、広告活動及び販促活動の代理店
	(g) アサヒグループ各社のウェブサイト・ソフトウェアアプリの改良・最適化につながる、データ解析業者・検索エンジン提供業者

	3.3 ご本人の個人データを提供する第三者は、アサヒグループ各社へのサービス提供以外の目的で個人データを利用することが（欧州データ保護規則若しくはEU各国法又は契約によって）制限されています。
	アサヒグループ各社は第三者に対して本プライバシーポリシー並びに欧州データ保護規則及びEU各国法に定めるプライバシー及びセキュリティに係る適切な措置を義務付けています。
	3.4 アサヒグループ各社はご本人の個人データを共有する第三者が、本プライバシーポリシー並びに欧州データ保護規則及びEU各国法に定めるプライバシー及びセキュリティに係る義務に従うことを確保します。以下のいずれかに該当する場合において、アサヒグループ各社はご本人の個人データを第三者に開示します。
	(a) アサヒグループ各社の事業の運営・成長・発展を目的とした当該開示がアサヒグループ各社の正当な利益になる場合。正当な利益になる場合とは、以下のような目的のときです。
	(i) アサヒグループ各社が、一定の事業又は資産を売買するとき、当該事業又は資産の買主予定者又は売主予定者に対しご本人の個人データを開示するため。
	(ii) 万が一、アサヒグループ各社又はその関連会社の大部分の資産が第三者により取得されたとき、当該第三者に対しアサヒグループ各社が保有する個人データが譲渡対象の資産の一つとなるため。

	(b) 各国・各地域の政府・行政機関・司法機関の担当者からの法定の要請を遵守するため（国家安全保障若しくは法令の執行要件を充足するために要求された場合を含みます。）、又は違法行為を防止するため。
	(c) アサヒグループ各社のウェブサイト等の利用規約その他の契約を適用するとき、お客様からのアサヒグループ各社への請求への対応、アサヒグループ各社又は第三者の権利の保護、安全又は違法行為の防止のため。
	(d) アサヒグループ各社又は第三者の役職員等の権利、財産保護のため。これには、詐欺防止及び信用リスクの軽減を目的として他の組織との間で個人データを交換することが含まれることがあります。

	3.5 アサヒグループ各社は、アサヒグループ内での報告、マーケティング・販促を目的として、ウェブサイト・アプリから取得した個人データ、商品・サービスを提供するご本人の個人データ、及びソーシャルメディア上で取得した個人データを相互に組み合わせた統計情報を開示・利用することがあります。当該匿名化された集計報告又は統計では、アサヒグループ各社のユーザーを特定することはできません。
	3.6 上記に明示した場合を除き、アサヒグループ各社は、ご本人への通知又はご本人の同意なく第三者に対しご本人の個人データの共有、提供を行うことはありません。特定の方法でアサヒグループ各社がご本人の個人データを利用することについて同意を行ったものの、撤回を希望する場合はご連絡ください。その場合、アサヒグループ各社はご本人の情報の利用を中止します。

	4. 個人データの保持
	アサヒグループ各社は、個人データの利用目的、適用される各国・各地域の法令、アサヒグループ各社の法的な権利義務の成立・履行・防御等のために必要な期間、個人データを保持します。

	5. ご本人の権利
	5.1 ご本人は、アサヒグループ各社が保有するご自身の個人データに関して一定の権利を有しています。ご本人の権利に関する情報を追加でご希望される場合や当該権利を行使することをご希望される場合は電話・電子メールでアサヒグループ各社にご連絡ください。ご本人は、欧州データ保護規則及びEU各国法で認められる場合には、アサヒグループ各社に対し以下を要求する権利を有しています。
	(a) 個人データへのアクセス権を提供すること。
	(b) 最新ではない又は不正確である個人データを更新すること。
	(c) 個人データを削除すること。
	(d) 個人データの処理方法を制限すること。
	(e) 個人データをダイレクトマーケティング目的で処理しないこと。
	(f) 個人データを第三者に提供すること又は提供しないこと。
	(g) 個人データのコピーを提供すること。
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