
株式会社broom（以下、「当社」といいます。）は、下記の個人情報
保護方針に則り、当社ウェブサイト閲覧者、お客様、取引関係者等
（以下「ご本人」といいます。）の個人情報（以下「個人情報」といいます。）
を安全かつ適切に取り扱います。

1. 当個人情報保護方針は、当社がご本人から取得した
 個人情報について適用されます。

2. 当社が取得した個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等
 が発生しないよう、個人情報取扱規定を整備し、これらの危険に
 対する安全対策を積極的に実施します。

3. 当社が取得した個人情報は当社にて厳重に管理し、ご本人の
 同意を得た場合又は法令により例外が認められる場合を除き、
 取得の際に予め明示した目的又は以下の利用目的の範囲内
 で利用いたします。
 a. メールニュース配信
 b. 各種問い合わせ、ご依頼に対する対応
 c. 製品・サービスの企画、研究、開発等
 d. 製品・サービスに関する案内、提供、管理
 e. セミナー、講演、展示会、イベント等の案内、運営、管理
 f. 上記各号に関連する全ての業務

4. 当社は、当社が取得した個人情報について、法令により例外が
 認められる場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に
 提供することはございません。

5. 当社が取得した個人情報の取扱い及び管理、並びに本個人情報
 保護方針の効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。

6. 当社が取得した個人情報及び本個人情報保護方針に関する
 紛争については、東京地方裁判所を第一審の
 専属的合意管轄裁判所とします。

7. 当社は、当個人情報保護方針をいつでも変更することが
 できるものとします。
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株式会社broom 代表取締役 井本拓夢

broom inc.  (the Company) in accordance with the following
Privacy Policy, handles personal information of our website
visitors, customers and business clients (you) in safe and
appropriate manner.

1. This Privacy Policy applies solely to the personal
 information provided by you.

2. The Company establishes the stipulations pertaining to
 the handling of personal information and implements a
 variety of security measures, to prevent issues such as
 illegal access, loss or leakage of information and to
 maintain the safety of your personal information.

3. Personal information, which the Company collects, will be
 stored and managed by the Company. The information
 collected is used for the following purposes, aside from
 the cases which are agreed by you or exceptionally
 allowed by the law:
 a. To send periodic news emails for the subscribers.
 b. To respond to questions and inquiries.
 c. For research and development of products and ervices,
  or organizing events.
 d. For the announcement, provision and management of
  services and products.
 e. For the announcement and management of events,
  exhibitions, and seminars.
 f. For any other business related to the operations
  described in the above items.

4. The Company does not sell, trade, or transfer your
 personal information to third parties without your
 consent. The Company may disclose your information
 when legally required to by law from organizations such
 as courts, government committees, or supervisory agencies.

5. The handling and management of the personal information
 the Company collects, as well as validity and
 interpretation of this Privacy Policy, shall be governed by
 the Laws of Japan.

6. The Tokyo District Court shall have exclusive jurisdiction
 for the first instance for any disputes relating to the
 personal information the Company collects and to this
 Privacy Policy.

7. The Company may revise this Privacy Policy
 from time to time.

Effective Date: 1st July 2021
broom inc. CEO Takumu Imoto
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