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個人情報保護ポリシー 
 

発効日：2021 年 1 月 1 日 

 

1. 個人情報の保護 

華鐘コンサルティンググループ（株式会社華鐘コンサルティング、上海華鐘投資コンサ

ルティング有限会社、上海華鐘コンサルタントサービス有限会社、上海華鐘情報管理コン

サルティング有限会社、上海華鐘国際貿易有限会社を含むがこれらに限らない。以下、「華

鐘」または「当社」または「華鐘関連会社」）は、個人情報の保護を極めて重視し、お客様

のプライバシーを尊重し、個人情報を全力で保護することをお約束します。華鐘は、法律

法規の規定に従って対応する安全保護措置を講じ、お客様の個人情報を保護します。本「個

人情報保護ポリシー」（以下、「本ポリシー」）では、お客様の業務活動（例：会議、イベン

ト、顧客サービスなど）において華鐘が収集した個人情報、及びお客様からウェブサイト、

メール、ファックス、電話、書面などを介して華鐘にご提供頂いた個人情報の処理及び保

護の方法についてご説明いたします。 

本ポリシーは、華鐘がオンラインまたはオフラインで提供する様々なサービスに適用し

ますので、ご承知おき下さい。華鐘が提供するウェブサイトサービスを引続き使用される

場合、プライバシーポリシーの条項及び条件について明示的な授権、同意を表明されるも

のと見なします。華鐘がオフラインまたは他の方法でサービスをご提供する場合、華鐘は、

サービス提供時に、本ポリシーの内容を閲覧しご同意頂くよう再度お願いする場合があり

ます。 

 

2.個人情報の提供及び収集 

1． お客様（またはお客様の勤務先）が華鐘のユーザー登録、華鐘の会員登録、または華鐘

のウェブサイトサービスやオフラインサービスの使用登録をされる場合、関連する個人

情報を当社にご提供いただく必要がございます。また、お客様の所在地、所属業界、お

好みの通信方式などに基づき、当社からお客様（またはお客様の勤務先）に関連の個人

情報のご提供を求めることがございます。 

2． お客様（またはお客様の勤務先）からウェブサイト、メール、ファックス、電話または

書面を介してお問合せ、情報の請求、華鐘へのご意見、購読のお申込みを頂く場合、関
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連の個人情報の提供をお願いすることがございます。 

3． お客様が、華鐘の開催する各種オンライン、オフライン講座、シンポジウムへの参加申

し込みをされる場合、または華鐘への業務委託に関連してオンライン、オフラインの会

議に参加される場合、オンラインまたはオフラインで関連の個人情報の提供をお願いす

ることがございます。 

4． お客様が華鐘と個別契約を締結された場合、または華鐘の会員に加入された場合、ご依

頼の内容や事柄に基づき、業務履行のために、オンラインまたはオフラインで関連の個

人情報の提供をお願いすることがございます。 

5． 当社のウェブサイトにアクセスされる際、ウェブサイトが cookie 技術によりお客様の

個人情報を自動的に収集する可能性があります。 

 

上記第 1、2、3 項の「個人情報」には、お客様またはお客様勤務先の従業員のお名前、

性別、住所、企業名、職務、電話番号、Eメールアドレスなどが含まれます。 

上記第 4 項の「個人情報」には、お客様またはお客様勤務先の従業員のお名前、性別、

住所、企業名、職務、電話番号、Eメールアドレスなどのほか、華鐘がご依頼の業務を履行

するために必要な一部のデリケートな個人情報（企業従業員の身分証、パスポート、社会

保険情報、銀行口座、給与所得、税収などを含むがこれらに限らない）も含まれます。 

上記 5 項で収集した「個人情報」には、お客様のインターネットプロトコル(IP)アドレ

スに関する情報、ブラウザ情報、アクセスの日時、cookie 技術により収集されたその他の

個人情報などが含まれます。本項の具体的な収集内容や収集方式については「cookie ポリ

シー」をご参照下さい。 

また、お客様が企業を代表して華鐘にご提供いただく情報に個人情報が含まれている場

合、個人情報ご提供の際に、当該社員様の明確な授権同意を得て頂くようお願いいたしま

す。 

 

3. 情報の使用 

1. 華鐘がお客様からご提供いただく個人情報や収集する個人情報（以下、「お客様の個人

情報」と総称）は、以下の目的に用いることがございます。 

（1） 業務連絡（お問合せへの回答、お客様への書面や電話でのご連絡を含む）。 

（2） 契約の履行（商品やサービスの提供など）。 
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（3） 華鐘の商品やサービスに関するご案内。 

（4） 華鐘が開催（主催、共催、賛助、援助）するシンポジウムや展示会に関するご案内。 

（5） 顧客満足度調査などのアンケートの発行。 

（6） お客様のお問合せやご要望への対応。 

（7） 本ウェブサイトに関する重要情報、華鐘個人情報保護ポリシーの変更に関する重要

情報及び/またはその他の管理情報の発送。 

（8） 華鐘が提供する商品やサービスの改善、華鐘のサービス効率の向上（例：データ分

析、監査、新商品の開発、当社ウェブサイトの強化、当社のサービス改善など）の

ため。 

（9） 華鐘の財産、サービス及び法的権利を保護するため。華鐘及び/またはビジネスパー

トナーが詐欺を蒙ることを回避するため。監査、コンプライアンス、企業管理職能

をサポートするため。 

（10） 華鐘が業務を実施する際に合理的且つ必要であると考えられるその他の用途。 

 

2. 華鐘がお客様の個人情報を上記目的以外に使用する場合、法律法規により許可される場

合を除き、全て事前にお客様の明確な授権同意を取得いたします。 

 

3. 関連の法律法規及び政策に基づき、以下の状況において、当社はお客様の授権同意を得

る必要なく個人情報を使用する可能性がございます。 

（1） 法律法規に規定される華鐘との義務の履行に関連する場合。 

（2） 国家の安全、国防の安全に関係する場合。 

（3） 公共の安全、公共衛生、重大な公共の利益に関係する場合。 

（4） 刑事捜査、訴訟、裁判及び判決執行などに関係する場合。 

（5） お客様や他の個人の生命、財産など重大な合法的権益を保護するためであるが、本

人の授権同意を得るのが困難な場合。 

（6） 関連する個人情報がお客様自身で社会に公開したものである場合。 

（7） お客様のご要望に基づき契約を締結、履行する際に必要である場合。 

（8） 合法的に公開、開示された情報の中から個人情報を収集した場合。例：合法的なニ

ュース報道、政府情報公開などのチャネル。 

（9） 提供する製品やサービスの安全で安定した動作を維持するために必要である場合。



4 

 

例：製品やサービスの障害の発見、処置など。 

（10） 公共の利益のための統計や学術研究の実施に必要であり、且つ当社が対外的に学術

研究や記述の結果を提供する際に、結果に含まれる個人情報について標識化処理を

行う場合。 

（11） 法律法規が規定するその他の状況。 

 

4. 個人情報の共有、譲渡及び公開・開示 

4.1 個人情報の共有、譲渡 

1. お客様の同意を明確に取得した場合、または法律法規が規定する状況を除き、華鐘は、

華鐘以外の如何なる会社、組織、個人とも、お客様の個人情報を享有したり譲渡したり

することはありませんが、以下の状況を除きます。 

1) 華鐘関連会社間の情報の共有または譲渡：お客様の個人情報は、華鐘関連会社間で共有

したり、他の華鐘関連会社へ譲渡したりすることがございます。華鐘は、個人情報の使

用目的に従い、法律規定に合致することを前提として、お客様の個人情報を共有または

譲渡いたします。 

2) 華鐘の提携パートナーとの間の個人情報の共有または譲渡：本ポリシーで宣言する目的

を実現するためにのみ、華鐘の一部のサービスは、華鐘の提携パートナーよりご提供い

たします。華鐘は、より良い顧客サービスやユーザー体験をご提供するために、提携パ

ートナーとお客様の一部個人情報を共有または譲渡することがございます。 

 

2. 合併、買収または破産、清算といった状況が発生し、個人情報の譲渡に関連する場合、

華鐘はお客様に状況をお知らせし、新たにお客様の個人情報を保有する会社、組織に対

し、本ポリシーを下回らない基準でお客様の個人情報を保護するよう要求いたします。 

 

3. お客様の個人情報を華鐘と共有する、又は譲渡を受ける会社、組織、個人に対し、華鐘

は、合意書などの方法により、華鐘の説明、本ポリシー及び守秘や安全に関連するその

他のすべての措置に従って、お客様の個人情報を取り扱うよう要求いたします。 

 

4.2 公開・開示 

お客様の同意を明確に取得した場合、または法律法規が規定する状況を除き、華鐘がお
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客様の個人情報を対外的に公開、開示することはありません。法律法規の要求によりお客

様の個人情報を開示する場合、法律法規などの規定に基づいて、当該公開、開示の目的、

情報開示の形式、関与する可能性のあるデリケート情報などの内容をお客様にお知らせい

たします。 

 

4.3 授権を必要としない場合 

既にご承知のように、法律法規の規定に基づき、以下の状況においては、華鐘がお客様

の個人情報を共有、譲渡、公開・開示する際、お客様の授権同意を必要としません。 

（1） 法律法規に規定される華鐘との義務の履行に関連する場合。 

（2） 国家の安全、国防の安全に関係する場合。 

（3） 公共の安全、公共衛生、重大な公共の利益に関係する場合。 

（4） 犯罪の捜査、訴訟、裁判及び判決執行などに関係する場合。 

（5） お客様や他の個人の生命、財産など重大な合法的権益を保護するためであるが、本

人の授権同意を得るのが困難な場合。 

（6） 関連する個人情報が、個人情報の主体自ら社会に公開したものである場合。 

（7） 合法的に公開、開示された情報の中から収集した個人情報である場合。例：合法的

なニュース報道、政府情報公開などのチャネル。 

（8） お客様のご要望に基づいて契約を締結するために必要な場合。 

（9） 法律法規が規定するその他の状況。 

 

5. 情報のセキュリティ 

1. 華鐘は、個人情報の保護に対する国家の関連法律法規及び政策の要求に厳格に基づいて、

健全な情報安全保障制度及び内部管理制度を構築し、必要な技術措置及び管理措置を講

じてお客様の個人情報の安全を保護します。 

 

2. 華鐘が関連の保護措置を講じ、内部管理を強化してもなお、インターネットウィルス、

サイバー攻撃またはメモリハードディスクの盗難などの各種原因により発生する可能

性のあるリスクは、完全に排除することができません。 

  

6. 個人情報の保管 
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華鐘は、本ポリシーにて述べる目的を達成するために必要な期間においてのみお客様の

個人情報を保留しますが、保留期間を延長する必要がある場合、または法律の許可を受け

た場合を除きます。華鐘は、お客様へのサービスを終了する際、法律法規の規定に従い合

理的な期限内にお客様の個人情報を削除するかまたは匿名化処理を行いますが、法的訴訟

を回避するため、個人情報を分析したり歴史記録として保存したりするため、または華鐘

の情報管理ポリシーやスケジュールに従って、個人情報を保留する必要がある場合、華鐘

が個人情報を保留する期間が業務関係の存続期間を超える可能性があります。但し、その

場合、華鐘は法律法規の規定に従ってお客様が提供された個人情報を保護します。 

 

7. 個人情報の越境転送 

華鐘の業務活動（国際会議業務活動を含む）中、及びウェブサイト上で収集された個人

資料は、予定なく、グローバル組織内部の華鐘関連会社及びその関係者、または当社の世

界各地（現地の法律がお客様に授与する権利がお客様所在国/地域よりも低い国/地域を含

みます）の第三者サービスプロバイダに移転される可能性があります。当社は、法律法規

の要求に従ってお客様の個人情報を保護し、関連の法律法規が要求する義務を実行いたし

ます。これらの法律メカニズム（EU の標準契約条項が含まれる可能性があります）につい

て更に情報が必要な場合は、当社までご連絡下さい。お客様が引続き上記サービスをご利

用になる場合、お客様が自発的に情報の移転や管理委託に同意されたものといたします。 

 

8. お客様の権利 

関連法律法規の規定に基づき、お客様には、情報を閲覧、修正または削除を求める目的

で、華鐘に対してお客様の個人情報の提供を求める権利や、お客様に関する間違ったデー

タの訂正を求める権利があります。また場合によっては、個人情報処理の停止を要求する

こともできます。華鐘が収集したお客様に関する個人情報にアクセスされる場合、閲覧若

しくは訂正される場合、または華鐘の個人情報処理方法についてご意見がある場合、メー

ルにて当社までご連絡下さい（公関部：連絡方法は本ポリシーの最後に記載）。 

 

9. 第三者ウェブサイト 

華鐘は、ユーザーサービスとして、第三者ウェブサイトまたは情報のリンクを提供する

ことがございます。お客様がこれらのリンクを使用される場合、華鐘のウェブサイトから
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離れることになります。これらのリンクは、如何なる第三者、第三者ウェブサイトまたは

それに含まれる情報に対しても華鐘の認可、賛助、提案を表すものではなく、また示唆す

るものでもなく、更に、第三者の使用条項やプライバシーポリシーをカバーするものでも

ありません。お客様が上記のウェブサイトを使用したことにより発生する争議（個人情報

が共有、譲渡、公開、開示されることなどを含むがこれらに限らない）について、華鐘は

一切の責任を負いません。お客様がそれら第三者または第三者ウェブサイトが提供する商

品若しくはサービスを利用される場合、上記ウェブサイトの使用条項やプライバシーポリ

シーに適用される規定に従って下さい。 

 

10. 未成年者の保護 

華鐘の製品、ウェブサイト及びサービスは成人向けであり、お客様が 18歳未満の未成年

者の場合、本ウェブサイトを通じて当社に個人情報をご提供にならないようお願いいたし

ます。 

 

11. 本ポリシーの更新  

華鐘の個人情報保護ポリシーは、修正または更新することがございますが、お客様の明

確な同意なしに、本ポリシーに基づいてお客様が享受される権利を縮小することはありま

せん。本ポリシーの変更は全て、ウェブサイトで公示するかまたは電子メールなどで発表

いたします。その場合、お客様が引続き華鐘のサービスをご利用になれば、お客様が改訂

後のプライバシーポリシーの約定に同意されたものといたします。 

 

12. 個人情報相談窓口 

個人情報に関するお問合せや、開示、訂正、使用停止、個人情報の削除などをご希望の

場合は、下記の個人情報ご相談窓口までご連絡下さい。 

 

【個人情報ご相談窓口】 

上海華鐘投資コンサルティング有限会社 

TEL：021-64671198（内線 201） 総経理 能瀬徹 

Eメール：shcs@shcs.com.cn 



个人信息保护政策 

 

生效日期：2021 年 1 月 1 日 

 

1. 个人信息保护 

华钟咨询集团（包括但不限于：株式会社华钟咨询、上海华钟投资咨询有限公司、上海

华钟咨询服务有限公司、上海华钟信息管理咨询有限公司、上海华钟国际贸易有限公司；以

下简称“华钟”或“我们”或“华钟关联公司”）非常重视您的个人信息保护，华钟承诺尊

重您的隐私并尽全力保护您的个人信息。华钟将按照法律法规要求，采取相应的安全保护措

施来保护您的个人信息。本《个人信息保护政策》（以下简称“本政策”）描述了华钟在您的

业务活动（例如：会议、活动及客户服务）中将如何处理和保护华钟收集到的个人信息以及

您通过网站、邮件、传真、电话或书面等方式向华钟提供的个人信息。 

本政策适用于华钟通过线上或线下形式向您提供的各类服务,请您仔细阅读本政策的内

容。如果您选择继续使用华钟提供的网站服务，即表明您明示授权同意本隐私政策的条款和

条件。如果华钟在线下或通过其他方式向您提供服务，华钟可能会在向您提供服务时要求您

再次阅读并同意本政策的内容。 

 

2.个人信息的提供和收集 

1．在您（或您所在的企业）注册成为华钟的用户、华钟的会员或使用华钟的网站服务或线

下服务时，需要向我们提供的相关个人信息。我们还可能按照您的所在地、所属行业、偏好

的通信方式等要求您（或您所在的企业）提供其他相关的个人信息。 

2．当您（或您所在的企业）通过网站、邮件、传真、电话或书面提交询问、请求信息、向

华钟提供有关反馈意见或向华钟进行订阅时，可能需要向我们提供相关个人信息。 

3. 当您向华钟申请参加华钟举办的各类线上、线下讲座、研讨会或根据您与华钟之间的业

务委托需要您参加各类线上、线下会议时，华钟可能需要您线上或线下提供相关个人信息。 

4. 当您与华钟签订个别协议或加入华钟会员后，根据您的委托内容和委托事项，华钟为履

行与您之间的业务，华钟可能需要您线上或线下提供相关个人信息。 

5. 当您访问我们的网站时，网站可能会通过 cookie 技术自动收集您的个人信息。 

上述第 1、2、3 项中的“个人信息”包括您或您所在企业员工的姓名（名称）、性别、

地址、单位名称、职务、电话号码、电子邮箱地址等。 

上述第 4 项中的“个人信息”包括您或您所在企业员工的姓名（名称）、性别、地址、

单位名称、职务、电话号码、电子邮箱地址等，还包括华钟为履行与您的委托业务,您所必需

的一些个人敏感信息（包括但不限于企业员工的身份证、护照、社保信息、银行账户、工资



收入、税收等）。 

上述第 5 项中的收集到的“个人信息”包括关于您互联网协议（IP）地址的信息、浏览

器信息、访问的日期和时间、通过 cookie 技术收集的其他个人信息等。关于此项的具体的收

集内容和收集方式请参照《cookie 政策》。 

另外，如果您代表企业向华钟提供的信息包括个人信息时，在向华钟提供个人信息时，

请您务必得到企业员工的明确授权同意。 

 

3. 华钟将如何使用信息 

1.华钟可能会将您提供的个人信息或收集的个人信息（以下合称“您的个人信息”）用于以下

目的 

⑴ 业务联系（包括回复您的询问及与您进行书面或电话联系） 

⑵ 履行合同（提供商品和服务等） 

⑶ 华钟的商品和服务相关的介绍 

⑷ 华钟举办（主办、共办、赞助、援助）的研讨会以及展会相关的介绍 

⑸ 发行客户满意度等调查问卷 

⑹ 对客户的咨询或要求给予回应 

⑺ 发送关于本网站的重要信息、关于华钟个人信息保护政策变更的重要信息及/或其他管

理信息 

⑻ 用于改善华钟提供的商品和服务，提高华钟的服务效率（例如，数据分析、审计、开发

新产品、加强我们的网站、改善我们的服务等） 

⑼ 旨在保护华钟的财产、服务和法律权利；旨在避免华钟及/或商业合作伙伴受到欺诈；

旨在支持审计、合规性和企业管理职能  

⑽ 其它开展华钟业务时认为合理且必要的其它用途 

2.如果华钟需要将您的个人信息使用于上述之外的目的时，除非法律和法规允许，华钟都会

另行事先征得您的明确授权同意。 

3.根据相关法律法规及相关政策，以下情形中，我们可能会使用您的个人信息且无需征求您

的授权同意： 

⑴ 与华钟履行法律法规规定的义务相关的； 

⑵ 与国家安全、国防安全直接相关的； 

⑶ 与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的； 



⑷ 与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的； 

⑸ 出于维护您或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人授权同意的； 

⑹ 所涉及的个人信息是您自行向社会公众公开的； 

⑺ 根据您要求签订和履行合同所必需的； 

⑻ 从合法公开披露的信息中收集个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开等渠道； 

⑼ 维护所提供产品或服务的安全稳定运行所必需的，如发现、处置产品或服务的故障； 

⑽ 出于公共利益开展统计或学术研究所必要，且我们对外提供学术研究或描述的结果时，

对结果中所包含的个人信息进行去标识化处理的； 

⑾ 法律法规规定的其他情形。 

 

4. 个人信息共享、转让及公开披露 

4.1 个人信息共享、转让 

1. 在明确获得您的同意或法律法规规定的情形以外，华钟不会与华钟以外的任何公司、组

织和个人共享、转让您的个人信息，但以下情形除外。 

1) 华钟关联公司之间的信息共享或转让：您的个人信息可能会在华钟关联公司之间共享或

被转让到另一家华钟关联公司。华钟将按照个人信息的使用目的，在符合法律规定的前提下，

共享或转让您的个人信息。 

2) 与华钟的合作伙伴之间的个人信息共享或转让：仅为实现本政策中声明的目的，华钟的

某些服务将由华钟的合作伙伴提供。华钟可能会向合作伙伴共享或转让您的某些个人信息，

以提供更好的客户服务和用户体验。 

2. 当发生合并、收购或破产清算的情形时，如涉及到个人信息转让，华钟会告知您相关情

况，并要求新的持有您个人信息的公司、组织以不低于本政策的标准保护您的个人信息。 

3. 对与华钟共享或接受转让您的个人信息的公司、组织和个人，华钟会通过协议等方式要

求他们按照华钟的说明、本政策以及其他任何相关的保密和安全措施来处理您的个人信息。 

4.2 公开披露 

在明确获得您的同意或法律法规规定的情形以外，华钟不会对外公开披露您的个人信息。如

果法律法规要求华钟披露您的个人信息，华钟将按照法律法规等规定，向您告知此次公开披

露的目的、披露信息的类型及可能涉及的敏感信息等内容。 

4.3 无需授权的情况 

根据法律法规的规定，您已充分知晓，在以下情形下，华钟共享、转让、公开披露您的个人



信息时无需征得您的授权同意： 

（1） 与华钟履行法律法规规定的义务相关的； 

（2） 与国家安全、国防安全有关的； 

（3） 与公共安全、公共卫生、重大公共利益有关的；  

（4） 与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等有关的； 

（5） 出于维护个人信息主体或其他个人的生命、财产等重大合法权益但又很难得到本人同

意的； 

（6） 所涉及的个人信息是个人信息主体自行向社会公众公开的； 

（7） 从合法公开披露的信息中收集的您的个人信息的，如合法的新闻报道、政府信息公开

等渠道； 

（8） 根据您的要求签订合同所必需的； 

（9） 法律法规规定的其他情形。 

 

5.信息安全 

1. 华钟会严格按照国家对个人信息保护的相关法律法规政策要求，建立健全信息安全保障

制度及内部管理制度，并采取必要的技术措施和管理措施保护您的个人信息安全。 

2. 尽管华钟已实施了相关的保护措施并加强内部管理，华钟仍不能完全排除因网络病毒、

网络攻击或存储硬盘被盗窃等各类原因所可能发生的风险。 

 

6. 个人信息的存储 

华钟只会在达成本政策所述目的所需的期限内保留您的个人信息，除非需要延长保留期

或受到法律的允许。当华钟与您之间的服务终止时，华钟将按照法律法规的规定，在合理期

限内删除您的个人信息或进行匿名化处理，但华钟可能需要保留个人信息以免受法律诉讼、

或用于分析个人信息或存为历史记录，或者遵循华钟的信息管理政策和日程安排，此时华钟

保留个人信息的时间也可能会超过业务关系的存续时间，但此时华钟将按照法律法规的规定

保护您提供的个人信息。 

 

7. 个人信息的跨境传输 

在华钟业务活动（包括国际会议业务活动）过程中以及网站上收集的个人资料可能会不

时转移至全球组织内部的华钟关联公司及其相关人员处，以及我们世界各地（包括当地法律



授予您的权利少于您所在国家/地区的国家/地区）的第三方服务提供商。我们将按照法律法

规的要求，保护您的个人信息，并落实相关法律法规要求的义务。如果您想了解有关这些法

律机制（其中可能包括欧盟的标准合同条款）的更多信息，请与我们联系。您继续使用上述

服务即表示您自愿同意跨境转移和托管此类信息。 

 

8. 您的权利 

根据相关法律法规的规定，您有权出于查看、修改或要求删除信息之目的,要求华钟提

供您的个人信息，也有权要求纠正任何有关您的错误数据。在某些情况下，您也可以要求华

钟停止处理您的个人信息。如果您想要请求访问、查看或纠正华钟已经收集的、与您有关的

个人信息，或者讨论华钟如何处理您的个人信息，请通过邮件联系华钟（公关部：联络方式

请见本政策尾部）。 

 

9. 第三方网站 

华钟可能会提供第三方网站或信息的链接作为用户服务。如果您使用这些链接，即会离

开华钟的网站。此类链接不代表或暗示华钟对任何第三方、第三方网站或者其中包含信息的

认可、赞助或者建议，且不涵盖任何第三方的相关使用条款或隐私政策，若您使用上述网站

所造成的任何纠纷，包括但不限于个人信息被共享、转让及公开披露等，华钟对上述内容概

不负责。如您需要使用该第三方或第三方网站所提供的商品或服务，也请遵循适用于上述网

站使用条款和隐私政策的相关规定。 

 

10.未成年人保护 

华钟的产品、网站和服务面向成年人，如您为不满 18 周岁的未成年人，请您不要通过

本网站向我们提供任何您的个人信息。 

 

11. 本政策更新  

华钟的个人信息保护政策可能修改或更新。未经您明确同意，华钟不会降低您按照本政

策所应享有的权利。华钟会以网站公示或通过电子邮件等形式发布对本政策所做的任何变

更。在该种情况下，若您继续使用华钟的服务，即表示您同意接受修订后的隐私政策约束。 

 

12. 个人信息咨询窗口 

有关个人信息的咨询以及要求披露、更正、停止使用、删除个人信息等时，请与下述个

人信息咨询窗口联系。 



 

【个人信息咨询窗口】 

上海华钟投资咨询有限公司 

TEL：021-64671198-201分机    总经理 能濑徹 

电子邮件地址：shcs@shcs.com.cn 
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  Cookie ポリシー 
 

発効日：2021 年 1 月 1 日 

 

華鐘コンサルティンググループ（株式会社華鐘コンサルティング、上海華鐘投資コンサ

ルティング有限会社、上海華鐘コンサルタントサービス有限会社、上海華鐘情報管理コン

サルティング有限会社、上海華鐘国際貿易有限会社を含むがこれらに限らない。以下、「華

鐘」または「当社」または「華鐘関連会社」）は、お客様にウェブサイトサービスを提供す

る際に Cookie技術を使用いたします。Cookieによって収集された情報は、通常、お客様の

身元の識別に直接用いることはありません。華鐘は上記情報を使用して、ウェブサイトサ

ービスを最適化し、ウェブサイトの使用状況や性能、ユーザーの注目分野を分析し、ウェ

ブサイトの安全性を向上させることにより、お客様により良質でより個別的なサービスを

ご提供いたします。 

 

本 Cookie ポリシーは、華鐘の以下のウェブサイト(https：//www.shcs.com.cn/)に適用

されますので、同時に華鐘の「個人情報保護ポリシー」もご覧ください。 

 

一、Cookieとは 

Cookie は小型のテキストファイルで、お客様が当社のウェブサイトにアクセスされると、

サイトがこれらファイルをお客様のコンピューターまたはデバイスに置き、ウェブサイト

でのお客様の活動を記録します。それにより、当社はお客様のウェブサイトご使用情報を

収集することができるというものです。Cookie はお客様のコンピューターにリスクを与え

るものではなく、単純なテキストファイルであり、実行可能なプログラムではありません。 

 

二、当社ウェブサイトでの Cookieの使用 

華鐘は、Cookie を使用することによりお客様を識別し、お客様の興味を理解し、好みを

覚え、ウェブサイトのご利用状況をトレースします。これには、お客様が閲覧されたペー

ジ、クリックされたウェブリンク、各ページを閲覧された時間の記録、分析などが含まれ

ます。更に、Cookie 使用によりお客様のユーザー体験を改善し、サイトのセキュリティ性

能を維持します。 
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また、ウェブサイトを管理し、研究する目的で、華鐘は第三者サービスプロバイダと契

約し、当社サイトのユーザーの利用や数量の統計情報を追跡し、分析します。これら第三

者サービスプロバイダは、永続 Cookieを使用して、当社のユーザー体験の改善、ウェブサ

イトのコンテンツの管理、及びユーザーのウェブサイト閲覧、利用状況の分析をサポート

します。 

 

三、cookieのタイプについて 

1. 永続 Cookie 

華鐘は、永続 Cookie を利用してウェブサイトの使用体験を改善し、お客様が再アク

セスされたときには、永続 cookie によりお客様のデバイスを識別します。これには、

お客様が当社の「個人情報保護ポリシー」及び本 Cookie ポリシーに同意された記録、

お客様が再度ウェブサイトを利用される際に再び「個人情報保護ポリシー」及び Cookie

ポリシーへの同意を求めるメッセージをポップアップしないことに同意する情報が含

まれている場合があります。 

2. セッション Cookie 

セッション Cookie は一時的なもので、お客様がウェブブラウザをオフにするとデバ

イスから削除されます。当社は、セッション Cookie を利用することにより、お客様の

華鐘サイトご利用状況の収集と分析に役立て、お客様のユーザー体験を改善し、ウェブ

サイトのセキュリティ性能を維持します。 

 華鐘のウェブサイトが収集した情報、及びお客様のコンピューター上で Cookie が収

集した可能性のあるデータの保留期間は、第四条の使用目的の実現に要する期間を超え

ることはありません。いかなる場合も、これらの情報が 1年以上保留されることはあり

ません。 

 

四、Cookieの使用目的 

目的 概要 

IDの検証 当社がお客様の ID 情報を検証し、アカウントの安全性を確保できる

よう、Cookieがお客様の当社ウェブサイト使用を当社に知らせます。 

ウェブサイトの

セキュリティ 

Cookie は、華鐘ウェブサイトサービスの安全性向上をサポートしま

す。 
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ユーザー体験の

改善 

Cookie は、お客様が複数回アクセスされたときにお客様を“記憶”

することができます。例えば、ユーザー名を識別し、その後のアクセ

ス中に同じカスタム設定を提供することができます。 

分析及び研究 Cookie は、ウェブサイトの使用状況と性能表現を分析して、華鐘の

新製品の研究開発、顧客分析、顧客サービスなどに参考データを提供

することができ、華鐘の製品やサービスの改善につながります。 

   

五、Cookie を無効にする、または Cookieの使用同意を撤回する方法について 

お客様が Cookie を無効にしたい場合、または Cookie の使用同意を撤回したい場合、イ

ンターネットブラウザの設定を調整することにより、Cookie 設定の全部または一部を拒否

することができます。ブラウザはそれぞれ異なりますので、お客様のブラウザの説明をご

参照頂き、cookieに関するプライバシーやセキュリティ設定をご理解下さい。 

なお、Cookie をオフにされた場合、華鐘ウェブサイトサービスの機能を十分に使用でき

ない場合がありますのでご注意ください。 

 

六、Cookieポリシーの更新 

華鐘は、Cookieポリシーを修正または更新することがございますが、本 Cookieポリシー

の変更は全て、ウェブサイトに公示して発表いたします。その場合、お客様が引続き華鐘

のサービスをご利用になれば、お客様が改訂後の Cookieポリシーの約定に同意されたもの

といたします。 

 

Cookie ポリシーに関するその他のお問合せは、下記の個人情報ご相談窓口までご連絡下

さい。 

【個人情報ご相談窓口】 

上海華鐘投資コンサルティング有限会社 

TEL：021-64671198（内線 201） 総経理 能瀬徹 

Eメール：shcs@shcs.com.cn 



Cookie 政策 

 

生效日期：2021 年 1 月 1 日 

 

华钟咨询集团（包括但不限于：株式会社华钟咨询、上海华钟投资咨询有限公司、上海

华钟咨询服务有限公司、上海华钟信息管理咨询有限公司、上海华钟国际贸易有限公司；以

下简称“华钟”或“我们”或“华钟关联公司”）在向您提供网站服务时将会使用 Cookie 技

术。由 Cookie 所收集到的信息通常不会用于直接识别您的身份，华钟将使用上述信息以优

化网站服务,分析网站的使用情况以及性能表现，用户的关注点，增强华钟的网站安全性，以

便于改善华钟能为您提供更优质和更个性化的服务。 

本 Cookie 政策适用于华钟的下列网站（https://www.shcs.com.cn/），请将本 Cookie 政

策应与华钟的《个人信息保护政策》一起阅读。 

一、什么是 Cookie？ 

Cookie 是一种小型文本文件，在您访问我们的某一个网站时，网站可能会将这些文件

放在您的计算机或设备上记录您的网站活动、以便我们收集有关您如何使用我们网站的信

息。Cookie 不会对您的电脑构成风险，它们只是单纯的文本文件，而非可执行的程序。 

二、我们的网站如何使用 Cookie？ 

华钟使用 Cookie 来识别您、了解您的兴趣、记住您的偏好，以及跟踪您使用我们网站

的情况，具体包括记录并分析您具体浏览华钟的网页，点击的网页链接，浏览各网页内容所

停留的时间等。华钟还将使用 Cookie 来改善您的用户体验，并维护华钟网站的安全性能。 

为了管理我们的网站以及出于研究的目的，华钟还与第三方服务提供商签订了合同，以

便跟踪并分析我们网站用户的统计使用及数量信息。这些第三方服务提供商使用永久性 

Cookie 来帮助我们改进用户体验、管理网站内容、以及分析用户浏览和使用网站的情况。 

三、我们使用 cookie 的类型有哪些？ 

1.永久性 Cookie。华钟使用永久性 Cookie 来改善网站的使用体验，华钟会在您再次访

问时使用该永久性 cookie 来识别您的设备，其中可能包括记录您已接受我们的《个人信息

保护政策》及本 Cookie 政策，同意在您再次使用网站时不弹出要求您再次接受《个人信息

保护政策》及 Cookie 政策的消息。 

2.会话 Cookie。会话 Cookie 是临时性的，在您关闭网络浏览器时会从您的设备中删除。

我们使用会话 Cookie 来帮助收集并分析您对华钟网站的使用情况, 改善您的用户体验，并

维护华钟网站的安全性能。 

由华钟网站收集的信息和及可能存放在您计算机上的 Cookie 所收集数据的保留时间，

将不会超过实现第四条使用目的所需时间。无论如何，这些信息都不会留存一年以上。 



四、我们使用 Cookie 的目的具体包括哪些？ 

目的分类 说明 

验证身份 Cookie 将在您使用我们网站时通知我们，以使我们可验证您的身份

信息，以确保您的账号安全。 

网站安全 Cookie 帮助并提高华钟网站服务的安全性。 

改善用户体验 Cookie 能让我们在您的多次访问中“记住”您。例如我们会识别您

的用户名，在您之后的访问期间为您提供相同的自定义设置。 

分析与研究 Cookie 可以分析网站的使用情况以及性能表现，为华钟的新产品研

发、客户分析、客户服务等提供参考数据,从而改善华钟的产品和服

务。 

五、如何禁用 Cookie 或者撤回同意使用 Cookie 的意愿？ 

如果您希望禁用 Cookie 或希望撤回同意使用 Cookie，您可以通过调整互联网浏览器的

设置，以拒绝所有或部分 Cookie 的设置。因为浏览器各有不同，请参阅与您的浏览器有关

的说明，了解与 cookies 有关的隐私和安全设置。 

请注意，如果您关闭了 Cookie，您可能无法充分使用华钟网站服务的所有功能。 

六、Cookie 政策更新 

华钟可能会对本Cookie政策进行修改或更新。华钟会以网站公示的形式发布对本 Cookie

政策所做的任何变更。在该种情况下，若您继续使用华钟的服务，即表示您同意接受修订后

的 Cookie 政策约束。 

如果您对华钟的 Cookie 政策有任何其他问题，请通过以下信息联系我们： 

【个人信息咨询窗口】 

上海华钟投资咨询有限公司 

TEL：021-64671198-201 分机   总经理 能濑徹 

电子邮件地址：shcs@shcs.com.cn 


	Privacy policy
	個人情報保護ポリシー（日本語）210113
	个人信息保护政策（最终版）
	cookieポリシー（日本語）210113
	Cookie 政策（最终版）

