
(Japanese version available below. 日本語版は、英語版に続く) 

 

Purpose of use of personal information: 

On this website, you may be asked to register personal information such as 

your name and e-mail address when you contact us by e-mail or register for our 

e-mail newsletter. 

 

This personal information will only be used to contact you by e-mail with 

answers to your questions and to provide necessary information, and will not be 

used for any other purpose than that for which you provided the personal 

information.  

 

 

Disclosure of personal information to third parties: 

Personal information on this website is properly managed and will not be 

disclosed to third parties except in the following cases:  

• When the person concerned has consented to the disclosure; or  

• When disclosure is required by law.  

 

 

Disclosure, correction, addition, deletion and suspension of use of 

personal data: 

If we are notified of a request from a person to disclose, correct, add to, delete 

or stop the use of his/her personal data, we will respond to the request as soon 

as possible after confirming the identity of the person concerned.  

 

 

Disclaimer: 

If you are redirected from this website to another website via a link, banner or 

other means, we accept no responsibility for the information, services or other 

content provided on the destination site. 

 

While every effort has been made to ensure that the content and information on 

this website is as accurate as possible, it is possible that incorrect information 

may have been included or that information may be out of date.  



 

We accept no liability for any damage or other loss caused by the content of this 

website.  

 

 

Changes to privacy policy: 

This website will comply with Japanese laws and regulations applicable to 

personal information and will be reviewed and adjusted periodically. 

 

The revised and updated Privacy Policy will be made available on this page.  

 

 

Contact details: 

Please direct any enquiries regarding this policy to the following:  

 

Company name: SYSTEMZ Inc. 

Address:  Sunshine 60, Level 45, 

3-1-1 Higashi-ikebukuro, 

Toshima-ku, Tokyo 170-6045 

Department: M-Files and Operations Support 

Email address: info@systemz-inc.com 

 



 
 

個人情報の利用目的：  

当サイトでは、メールでのお問い合わせ、メールマガジンへの登録などの際に、名前、メ

ールアドレス等の個人情報をご登録いただく場合がございます。  

これらの個人情報は質問に対する回答や必要な情報を電子メールなどでご連絡する場合に

利用させていただくものであり、個人情報をご提供いただく際の目的以外では利用いたし

ません。  

 

 

個人情報の第三者への開示：  

当サイトでは、個人情報は適切に管理し、以下に該当する場合を除いて第三者に開示する

ことはありません。  

・本人のご了解がある場合  

・法令等の要請により開示が必要となる場合  

 

 

個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止：  

ご本人からの個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止のご希望の通知を受けた場

合には、ご本人であることを確認させていただいた上、速やかに対応させていただきま 

す。  

 

 

免責事項：  

当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで

提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。  

当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めて

おりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。  



 

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承

ください。  

 

 

プライバシーポリシーの変更について：  

当サイトは、個人情報に関して適用される日本の法令を遵守するとともに、本ポリシーの

内容を適宜見直しその改善に努めます。  

 

 

修正された最新のプライバシーポリシーは常に本ページにて開示されます。  

 

 

問い合わせ窓口：  

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。  

 

 

住所：〒170-6045 東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60、45 階

社名：システムズ株式会社  

担当部署：M-Files・オペレーション サポート

E メールアドレス：info@systemz-inc.com  

mailto:info@systemz-inc.com

