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inTEAM プライバシーポリシー 

最終更新日：2021 年 10 月 13 日 

 

多言語コミュニケーションアプリ「inTEAM」（以下「本アプリ」といいます）を運営するフレンズ株式会社

（以下「当社」といいます）は、本アプリのユーザー及びユーザー登録希望者（以下「ユーザー等」といい

ます）の個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報

保護法」といいます）を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー（以下「本プライバシーポリシー」とい

います）に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。 

 

1 本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法の定義に従うものとし、その他の

定義については、inTEAM 利用規約（以下「利用規約」といいます）に従うものとします。 

 

2 当社は、本アプリにおいて、以下の情報を収集し、利用目的に従って利用いたします。 

（1） ユーザー等からの収集 

① 収集情報： 

a） 個人ユーザー又は団体ユーザーの構成員： 

· アプリ上の表示名（本アプリの制約の範囲で自由設定） 

· ログイン ID（本アプリの制約の範囲で自由設定） 

· パスワード 

· 母国語 

· メールアドレス 

· 自己紹介（任意） 

· その他当社が定める事項 

b） 団体ユーザー： 

· 団体名（法人の場合は法人名） 

· 団体のウェブサイトがある場合、当該ＵＲＬ 

· 団体管理者氏名 

· 団体管理者メールアドレス 

· 団体電話番号 

c） ユーザー共通：利用規約に基づき本アプリに登録されるチャット情報について個人を特

定できない処置を行った情報 

② 利用目的：  

· 本アプリのサービスを提供するため 

· 本アプリのユーザーの情報を確認又は管理するため 

· 本アプリに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため 

· 利用規約に基づく当社の行為を実施するため 
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· 本アプリの運営に関する事務連絡を行うため 

· 利用規約に違反する行為に対する対応のため 

· 本アプリの改善、サービスの開発等に役立てるため 

· 当社が本アプリ又は他サービス展開のマーケティングに向けた分析を行うため 

· その他、上記利用目的に付随する目的のため 

（2） 問い合わせフォームからの収集 

① 収集情報：氏名、メールアドレス、問い合わせ本文 

② 利用目的：お問い合わせ等への対応のため 

 

3 当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、ユーザー等の同意を得ず、

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りで

はありません。 

（1） 法令に基づく場合 

（2） 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ユーザー等の

同意を得ることが困難であるとき 

（3） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、ユーザー等の同意を得ることが困難であるとき 

（4） 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ユーザー等の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

4 当社は、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。 

 

5 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理を

図るものとし、当社の従業者又は関係者に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、

個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が

図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。 

 

6 当社は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめユー

ザー等の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定

める第三者への提供には該当しません。 

（1） 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は

一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合 

（2） 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

（3） 個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合 

7 当社は、ユーザー等から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、ユ

ーザー等ご本人からのご請求であることを確認の上で、ユーザー等に対し、遅滞なく開示を行います
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（当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。）。但し、個人情報保護法その

他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。 

 

8 当社は、ユーザー等から、個人情報が真実でないという理由によって、個人情報保護法の定めに基

づきその内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」といいます。）を求められた場合には、ユー

ザー等ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、

遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を

ユーザー等に通知します（訂正等を行わない旨の決定をしたときは、ユーザー等に対しその旨を通

知いたします。）。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等の義務を負わない

場合は、この限りではありません。 

 

9 当社は、ユーザー等から、ユーザー等の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超え

て取り扱われているという理由又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由に

より、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止又は消去（以下「利用停止等」といいま

す。）を求められた場合において、そのご請求に理由があることが判明した場合には、ユーザー等ご

本人からのご請求であることを確認の上で、遅滞なく当該個人情報の利用停止等を行い、その旨

をユーザー等に通知します。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が利用停止等の義

務を負わない場合は、この限りではありません。 

 

10 当社は、Cookie 及びこれに類する技術を利用する方法により、ユーザー等から、情報を収集するこ

とがあります。 

（1） 各種のウェブサイト解析ツール又は広告配信サービスの利用のため、Cookie を通じ

て情報収集を行うことがあります。 

（2） Cookie はユーザーのコンピュータ内に記録されますが、個人を特定するものは一切

含まれません。Cookie を無効化したいユーザーは、ウェブブラウザの設定を変更することにより

Cookie を無効化することができます。 

（3） 但し、Cookie を無効化すると、当社のサービスの一部の機能をご利用いただけなく

なる場合があります。 

 

11 ユーザー等は、当社が Google アナリティクスサービスを利用するにあたり、以下に同意するものとし

ます。 

当社がユーザー等のデータ収集のために Cookie を使用していること 

 

12 ユーザー等は、当社が Google Adsense サービスを利用するにあたり以下に同意するものとします。 

（1） Google 等の第三者配信事業者が Cookie を使用して、ユーザー等が当社のウ

ェブサイトや他のウェブサイトに過去にアクセスした際の情報に基づいて広告を配信すること 

（2） Google が広告 Cookie を使用することにより、ユーザー等が当社のウェブサイト
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や他のウェブサイトにアクセスした際の情報に基づいて、Google やそのパートナーが適切な広

告をユーザーに表示できること 

（3） ユーザー等は、広告設定でパーソナライズ広告を無効にできること 

Google 広告に関するポリシー 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja 

 

13 ユーザー等は、本アプリでは、今後の開発の参考とするため、アプリの利用状況データを収集するツ

ールとして Firebase(Google Inc.)を使用しており、Firebase がご利用者の情報を自動取得す

る場合があることに同意するものとします。取得する情報、利用目的、第三者への提供等につきまし

ては、以下の Google プライバシーポリシーのリンクよりご確認ください。 

Google プライバシーポリシー 

https://policies.google.com/privacy?hl=ja 

 

14 ユーザー等は、当社が本アプリにおいて、広告配信ツールとして AdMob(Google Inc.)を使用して

おり、AdMob がご利用者の情報を自動取得する場合があることに同意するものとします。取得する

情報、利用目的、第三者への提供等につきましては、以下の広告配信事業者のアプリケーション・

プライバシーポリシーのリンクよりご確認ください。 

Google 広告に関するポリシー 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja 

 

15 開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情のお申出その他個人情報の取扱いに関するお問い合わ

せは、本アプリのお問い合わせフォーム等を通じて、当社までご連絡ください。 

 

16 当社は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、

必要に応じて、本プライバシーポリシーを改定することがあります。本プライバシーポリシーを改定した

場合は、その旨を本アプリ上で告知しますので、定期的にご確認下さいますようお願いしたします。 

 

以上 
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inTEAM Privacy Policy (English Ver) 

Last updated: October 13, 2021 

If this English version of “inTEAM Privacy Policy” does not conform to Japanese 

version, the Japanese version shall prevail. 

 

Friends CORP. (hereinafter referred to as "our company"), which operates the 

multilingual communication application "inTEAM" (hereinafter referred to as "this 

application"), refers to users of this application and those who wish to register as 

users (hereinafter referred to as "users"). Recognizing the importance of protecting 

personal information (referred to as), we will comply with the Act on the Protection 

of Personal Information (hereinafter referred to as the "Personal Information 

Protection Law") and the following privacy policy (hereinafter referred to as the 

"Privacy Policy"). We will endeavor to handle and protect it appropriately. 

 

1 In this privacy policy, personal information shall be in accordance with the 

definition of the Personal Information Protection Law, and other definitions shall be 

in accordance with the inTEAM Terms of Use (hereinafter referred to as "Terms of 

Use"). 

 

2 We collect the following information in this application and use it according to the 

purpose of use. 

(1) Collection from users, etc. 

① Collected information: 

a) Members of individual users or group users: 

· Display name on the app (free setting within the limits of this app) 

· Login ID (free setting within the limits of this application) 

· password 

· Native language 

· email address 

· Self-introduction (optional) 

· Other matters specified by the Company 

b) Group users: 

· Organization name (in the case of a corporation, the corporation name) 

· If there is an organization website, the URL 

· Group manager name 

· Group administrator email address 
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· Group phone number 

c) Common to all users: Information that has been treated so that no individual can 

be identified for the chat information registered in this application based on the 

terms of use. 

② Purpose of use: 

· To provide the service of this application 

· To check or manage the user information of this application 

· To respond to information and inquiries regarding this application 

· To carry out our actions based on the terms of use 

· To contact the office regarding the operation of this application 

· To respond to acts that violate the Terms of Service 

· To help improve this application, develop services, etc. 

· For our company to analyze the development of this application or other services 

for marketing 

· For other purposes incidental to the above purpose of use 

(2) Collection from the inquiry form 

① Collected information: name, email address, inquiry text 

② Purpose of use: To respond to inquiries, etc. 

 

3 We will not handle personal information beyond the scope necessary to achieve 

the purpose of use without obtaining the consent of users, etc., except when 

permitted by the Personal Information Protection Law and other laws and 

regulations. However, this does not apply in the following cases. 

(1) When required by law 

(2) When it is necessary to protect the life, body or property of a person and it is 

difficult to obtain the consent of the user, etc. 

(3) When it is particularly necessary to improve public health or promote the sound 

development of children, and it is difficult to obtain the consent of users, etc. 

(4) When it is necessary for a national institution or a local public body or a person 

entrusted with it to cooperate in carrying out the affairs stipulated by laws and 

regulations, and with the consent of the user, etc. When there is a risk of hindering 

performance 

 

4 We will properly acquire personal information and will not acquire it by deception 

or other improper means. 
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5 The Company shall ensure the safety management of personal information 

against risks such as loss, destruction, falsification and leakage of personal 

information, and will provide necessary and appropriate supervision to our 

employees or related parties. In addition, when we outsource all or part of the 

handling of personal information, we will carry out necessary and appropriate 

supervision so that the outsourcee can manage the security of personal information. 

 

6 We will not provide personal information to a third party without the prior consent 

of the user, etc., except when disclosure is permitted based on the Personal 

Information Protection Law and other laws and regulations. However, the following 

cases do not correspond to the provision to the third party specified above. 

(1) When we provide personal information by entrusting all or part of the handling 

of personal information to the extent necessary to achieve the purpose of use. 

(2) When personal information is provided due to business succession due to 

merger or other reasons 

(3) When sharing based on the provisions of the Personal Information Protection 

Law 

 

7 When a user, etc. requests the disclosure of personal information based on the 

provisions of the Personal Information Protection Law, the Company will delay the 

user, etc. after confirming that the request is from the user, etc. We will disclose it 

without any notice (if the personal information does not exist, we will notify you to 

that effect). However, this does not apply if the Company is not obligated to disclose 

due to the Personal Information Protection Law and other laws and regulations. 

 

8 When the Company is requested by a user, etc. to correct, add or delete the 

content (hereinafter referred to as "correction, etc.") based on the provisions of the 

Personal Information Protection Law because the personal information is not true. 

After confirming that the request was made by the user, etc., we will conduct the 

necessary investigation without delay within the range necessary to achieve the 

purpose of use, and based on the result, correct the content of the personal 

information. Etc., and notify the user, etc. to that effect (when it is decided not to 

make corrections, etc., the user, etc. will be notified to that effect). However, this 

does not apply if the Company is not obligated to make corrections, etc. under the 

Personal Information Protection Law and other laws and regulations. 
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9 The Company is an individual because the personal information of the user, etc. 

is handled from the user, etc. beyond the scope of the purpose of use announced in 

advance, or because it was obtained by deception or other improper means. If you 

are requested to suspend or delete the use (hereinafter referred to as "suspension 

of use, etc.") based on the provisions of the Information Protection Law, and if it 

becomes clear that there is a reason for the request, you, etc. After confirming that 

the request is from the person himself / herself, we will suspend the use of the 

personal information without delay and notify the user etc. to that effect. However, 

this does not apply if the Company is not obligated to suspend the use, etc. under 

the Personal Information Protection Law and other laws and regulations. 

 

10 We may collect information from users, etc. by using cookies and similar 

technologies. 

(1) Information may be collected through cookies in order to use various website 

analysis tools or advertisement distribution services. 

(2) Cookies are recorded on the user's computer, but do not contain any personally 

identifiable cookies. Users who want to disable cookies can disable cookies by 

changing the settings of their web browser. 

(3) However, if you disable cookies, you may not be able to use some functions of 

our service. 

 

11 Users, etc. agree to the following when using the Google Analytics Service. 

We use his cookies to collect data about you, etc. 

 

12 Users, etc. agree to the following when using the Google Adsense service. 

(1) Third-party distributors such as Google use his cookies to deliver advertisements 

based on information when users, etc. have visited our website or other websites 

in the past. 

(2) Google's use of advertising cookies allows Google and its partners to display 

appropriate advertisements to users based on the information when users access 

our website and other websites. 

(3) Users, etc. can disable personalized advertisements in the advertisement 

settings. 

Google Ads Policy 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja 
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13 Users, etc. use Firebase (Google Inc.) as a tool to collect usage data of the 

application in order to use it as a reference for future development, and Firebase 

automatically acquires user information. You agree that you may. Please check the 

Google Privacy Policy link below for information to be acquired, purpose of use, 

provision to third parties, etc. 

Google privacy policy 

https://policies.google.com/privacy?hl=ja 

 

14 Users agree that we use AdMob (Google Inc.) as an advertisement distribution 

tool in this application, and AdMob may automatically acquire user information. For 

information to be acquired, purpose of use, provision to third parties, etc., please 

check the link of the application privacy policy of the advertisement distributor below. 

Google Ads Policy 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja 

 

15 For requests for disclosure, opinions, questions, complaints, and other inquiries 

regarding the handling of personal information, please contact us through the 

inquiry form of this application. 

 

16 The Company shall review the operational status regarding the handling of 

personal information as appropriate and strive for continuous improvement, and 

may revise this privacy policy as necessary. If this privacy policy is revised, we will 

notify you on this application, so please check it regularly. 


