
 

GOLFTVプライバシー・ポリシー（個人情報保護に関するポリシー） 

（最終更新：2020年11月12日） 

当社はDplay Entertainment Limitedです。当社はGOLFTVなど、当社のウェブサイトまたは携帯

およびスマートテレビアプリを通じて利用できる様々な無料および有料のコンテンツサービ

ス（「本サービス」）を提供しています。 

当社はイギリスを本拠地としています。当社の詳細については、以下の第1条で説明してい

ます。 

当社はユーザーのプライバシー権を尊重しています。 

当社の全体的な目的は、当社による個人情報の収集および使用がユーザーに対する本サービ

スの提供に対して適切であり、適用されるデータ保護法に確実に準拠することです。 

当社がそれをどのようにして行っているかについて、以下の当社のプライバシー・ポリシー

の各条項でさらに詳しく説明しています。 

1. 当社について 

2. 児童 

3. 当社がユーザーについて収集する個人情報 

4. 当社がユーザーの個人情報を保管、使用する方法 

5. 当社がユーザーの個人情報を共有する方法と共有する相手 

6. 個人情報の海外への移管 

7. Cookieおよび類似の技術 

8. セキュリティ 

9. データの維持 

10. マーケティング 

11. 第三者のサイト 

12. 本プライバシー・ポリシーへの変更 

13. 当社連絡先 

o  

1. 当社について 

当社、Dplay Entertainment Limited（以下「DEL」）は、イングランドで登記され（番号

09615785）、登記住所をChiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, 

United Kingdomとする企業です。DELはDiscovery, Inc. （以下「Discovery」）の子会社で

す。  Discoveryについて詳しくはここからご確認いただけます。 

2. 児童 

o 当社は、監督されていない13歳（または、ユーザーの司法管轄地域における有効な

同意を付与できる年齢が異なる場合は、その該当年齢）未満の児童から意図的に情報

を収集せず、今後収集することもありません。本サービスは児童を対象としたもので

はなく、当社が意図的に児童から個人情報を収集することは一切ありません。ユーザ

ーが13歳（またはユーザーの司法管轄地域における有効な同意を付与できる年齢が異

なる場合はその該当年齢）未満である場合、ユーザーが本サービスを利用することを
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ユーザーの親または保護者が当社に対して同意する場合を除き、本サービスを利用す

ることはできません。 

3. 当社がユーザーについて収集する個人情報 

ユーザーが当社と共有する情報 

ユーザーが当社のウェブサイトまたはアプリのデータ入力フィールドを通じて当社に個人情

報を送信した場合、当社はユーザーから以下の情報を収集することがあります。 

● ユーザーの名前 

● ユーザーのEメールアドレス 

● ユーザーの国 

● ユーザーが当社に送信する、Eメールによる連絡（添付ファイルを含む）。 

● ユーザーが当社から本サービスを購入する場所、ユーザーの支払い情報（クレジッ

トカード保有者の名前、請求先住所、銀行口座および決済カードの詳細を含む）、

および購入した製品またはサービスなどの取引に関する情報  

● ユーザーのユーザー名およびパスワードなど、アカウント登録のためのプロファイ

ルデータ、ユーザーが行った購入または注文、ユーザーの興味およびマーケティン

グの詳細設定などの嗜好、ならびに 

● 当社および当社の第三者である取引先からマーケティングを受けることに関するユ

ーザーの嗜好、およびユーザーのコミュニケーションに関する嗜好 

ユーザーがユーザーフィードバック調査に参加する場合、当社はそのユーザーの氏名およびE

メールアドレスを収集することがあります。 

オンラインでのやり取りからの情報 

当社は、ユーザーが本サービスとやり取りする際、以下の情報を収集します。 

● ユーザーが本サービスにアクセスする方法、および本サービスにアクセスするため

に使用するデバイス。これには、IPアドレスおよびログインデータなどの固有のオ

ンライン識別子、ブラウザのタイプおよびバージョン、タイムゾーンの設定および

ロケーション、ブラウザのプラグインタイプおよびバージョン、本サービスにアク

セスするためにユーザーが使用するデバイスのオペレーティングシステムおよびプ

ラットフォーム、その他のテクノロジーの収集を含みます。 

● ユーザーが本サービスを使用する方法についての情報（ユーザーによる動画の使用

および再生、サインインおよびサインアウト、再生エラー、ブラウジング情報を含

みますがそれらに限定されません）。 

● ユーザーが当社のマーケティングとどのように関わり合うか（当社のマーケティン

グがユーザーに提供されるかどうか、ユーザーがそれにどのように反応するかを含

む）についての情報。 

第三者または一般に利用できる情報源 

当社は、以下に記載する様々な第三者からユーザーに関する個人情報を受け取る場合があり

ます。 

● 以下の企業からの技術的データ： 

o EU域内外に所在するアナリティクスプロバイダー（Deltatre、Conviva、Adobe 

Audience Manageなど） 



 

o EU域内外に所在する広告ネットワーク（FreeWheelなど） 

o EU域内に所在するマルチタッチアトリビューションツールのプロバイダー（

Neustarなど） 

● データブローカー、アグリゲーターおよび一般に利用できる情報源からの身元デー

タおよび連絡先データ  

● 技術、決済および配信サービスのプロバイダーからの連絡先、財務データ、取引デ

ータ 

● 顧客のフィードバックフォーム、ニュースレターのサブスクリプションの円滑化お

よび管理など、本サービス内で当社に特定のサービスを提供する第三者 

4. 当社がユーザーの個人情報を保管、使用する方法 

当社は、次の理由でユーザーの個人情報を保管および使用します（これらは、本条の

後半でより詳しく説明されています）。 

● 当社がユーザーとの契約を遂行するために必要である場合 

● 法律で認められる場合の、本サービスに付随し、かつ、当社の正当な利権の範囲内

での使用  

● 当社が当社の法的義務を果たすために必要である場合 

● ユーザーから同意を取得することにより許可されている場合 

法律により、または当社がユーザーと締結している契約条項に基づき、当社が個人情

報を収集する必要がある場合に、ユーザーがそのデータを要求された時に提供しない

場合、当社はユーザーと締結している、または締結しようとしている契約を遂行でき

ない（この場合、本サービスをユーザーに提供することができない）場合があります

。この場合、当社は本サービスをキャンセルしなければならない可能性があり、キャ

ンセルする場合はその時点でユーザーに通知します。 

当社がユーザーとの契約を遂行するために必要であること 

ユーザーが利用規約に同意した場合、ユーザーと当社の間で締結された契約に従い、

ユーザーが要求する本サービスを当社が提供するために必要であることから、当社は

ユーザーの氏名、Eメールアドレス、ログイン詳細、支払い情報およびユーザーが本サ

ービスをどのように使用し、アクセスしているかに関する情報など、ユーザーの個人

情報を収集、保管、使用します。これには、以下が含まれます。 

● 本サービスをユーザーが利用できるようにすること 

● ユーザーが要求するすべての本サービスを提供すること 

● 本サービスを管理すること 

● 本サービスに関連する理由で当社がユーザーに連絡するために必要である場合など

、サービスおよびアカウント管理のために必要な場合（例えば、当社がユーザーに

パスワードのリマインダーを送信する必要がある場合や、本サービスのアップデー

トまたは利用規約、     Cookieに関するポリシー、または本プライバシー・ポリシー

の改正に関する通知をユーザーに対して行うためなど） 

本サービスに付随し、かつ、当社の正当な権利の範囲内での使用 

当社によるユーザーの個人情報の使用は、本サービスの提供に付随した目的のためで

ある場合があります。これに該当する状況には次のものが含まれます。 
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● 不正を検知し、予防する場合 

● 本サービス、製品、および当社のITシステムの安全を維持する場合 

● 当社自身のプロセス、手続き、システムが可能な限り効率的であることを確認する

場合  

● 当社が収集する情報を分析し、強化する場合  

● ユーザーが本サービスを利用する際のユーザーのアクティビティ［動画の使用（ユ

ーザーが何を視聴するのか、それをどのくらいの時間、いつ視聴するのか）、再生

および一般視聴の習慣を含む］の分析により、当社が次のことを実施できるように

する場合 

o ユーザーの嗜好のプロファイルを構築し、これを使用して個人別の推奨事項お

よびコンテンツをユーザーに提供する場合 

o 視聴率を把握し、本サービス（当社のコンテンツ、フィーチャー、スケジュー

リング、技術および製品を含む）の更新と改善を行う場合 

● 当社がユーザーに関して収集した個人情報を統合して、ユーザーの関心と嗜好のプ

ロファイルを構築することにより、当社がマーケティングおよび広告を対象とする

ユーザーに提供できるようにする場合 - 当社は、当社がユーザーに関して収集した

個人情報を統合して、ユーザーの関心および嗜好のプロファイルを構築することに

よってこれを実施します。当社が広告を提供するために第三者である広告およびテ

クノロジー企業を利用することについて、以下の「第三者である広告企業」の条で

詳細をご確認いただけます。 

● ユーザーが使用する各種デバイスにまたがるユーザーによる本サービスの利用を分

析する場合（例えば、当社は、ユーザーのスマートフォンでの本サービスの利用に

関して収集した情報を用いて、ユーザーがタブレットやノートパソコンなどの別の

デバイスで本サービスを利用する際に表示されるコンテンツおよび広告をより良好

にカスタマイズします） 

● 当社の宣伝キャンペーン、マーケティングおよび広告の有効性を判断する場合  

● ユーザーの位置情報を特定し、不正なユーザーをブロックするため、IPアドレスお

よびデバイスの識別子を使用する場合  

● ユーザーからの照会および要求に応える（例えば、ユーザーがカスタマーサービス

に電話し、ヘルプやサポートを求める場合、当社はユーザーの連絡先情報を処理す

る必要があります）場合  

● ユーザーにユーザーフィードバック調査を送信して、当社がユーザーの回答に基づ

いて本サービスを改善できるようにする場合 

● ユーザーが興味を持ちそうな類似製品をユーザーに提案し、どのような製品が当社

の顧客にとって魅力があるかを理解する場合 

● ユーザーが当社のマーケティングをオプトアウトしている場合、または当社からの

Eメールの受領を拒否している場合。その場合、当社は、ユーザーが当社からの連

絡を望まない場合に連絡しないようにするため、ユーザーの嗜好記録を保持する必

要があります。 

ユーザーが当社に同意している場合 



 

ユーザーが当社に同意を付与している場合、PGA Tourなどの第三者はEメールで、ユー

ザーが興味を持つと予想される製品および本サービスに関連して、ユーザーに連絡す

る場合があります。 

当社がユーザーの個人情報を特定の方法で使用することについてユーザーの同意に依

拠している場合において、ユーザーが後に考えを変えた場合には、ユーザーは当社の

プライバシーオフィス（DPO@discovery.com）に連絡することにより、同意を撤回する

ことができ、その場合、当社は個人情報の使用を中止します。 

法的な理由 

当社は、当社の法的義務を遵守するために、および当社が規制当局または法執行機関

からユーザーの個人情報を当該当局または機関と共有することを求められた場合に、

ユーザーの個人情報を使用します。 

匿名データ 

当社は、本サービスへの訪問者に関する匿名化されたデータを、統計の集計の目的ま

たは報告の目的で収集します。ただし、その目的で当社が収集する匿名化されたデー

タから個人を特定することはできません。 

第三者である広告企業 

当社は、当社の広告およびマーケティングが各々のユーザーにとって関連があり、興

味深いものにしたいと考えています。これを達成するため、ユーザーが本サービスを

訪問または利用する際に、広告を提供し、および/または広告の提供を支援するための

集計されたデータの提供を受けるために、当社は第三者である広告およびテクノロジ

ー企業を使用します。これには、ユーザーが本サービスを訪問または利用する際、ユ

ーザーのアクティビティに基づいて、ユーザーの嗜好のプロファイルを構築するため

に、ユーザーに関するデータを収集する第三者であるテクノロジー企業が含まれます

。当社は、さらに、ユーザーに提供される広告およびユーザーが広告を見た後に取る

行動を特定するため、これらの企業を使用して、ユーザーが本サービスを使用する際

にユーザーからデータを自動的に収集します。また、当社は当社がユーザーによる本

サービスの利用を分析するために使用する、Adobe Audience Managerなどのウェブアナ

リティクスツールのプロバイダーとデータを共有します。 

これらの第三者である広告企業は、本サービスでCookieおよびその他のトラッキング

ソフトウェアを統合することにより、データを収集、保管、使用します。詳細は、当

社のCookieに関するポリシーをご覧ください。一部の場合（適用法の遵守を条件とし

て）、これらの第三者は、収集するデータを自社のためにも使用します。 例えば、ユ

ーザーのデータを自社が保有する他のデータと集計し、これを他のクライアントに提

供する広告関連サービスのための情報として使用する、他の広告企業と協力する、そ

のプロセスの一環としてユーザーの個人情報を当該企業と共有することなどが考えら

れます。 

ユーザーに関するデータを収集、使用、保管する第三者である広告企業、ならびに本

サービスに関するCookieおよびその他のトラッキング技術の使用に関する詳細情報に

ついては、当社の     Cookieに関するポリシーをご覧ください。当社の     Cookieに関す

るポリシーには、こうしたデータの収集および使用を管理する方法も記載されていま

す。これらの目的のトラッキングを制限または防止することを選択する場合、本サー

ビスを訪問または使用する際に表示される広告はユーザーの嗜好に合わせたものでは

なくなります。 
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当社はまた、各々のユーザーがソーシャルメディアまたはその他の同様のプラットフ

ォームにおいて関連性のあるコンテンツを見られるようにするため、ユーザーのデー

タをかかるプラットフォームとも共有することがあります。例えば、当社はFacebook

のカスタムオーディエンスを使用し、ユーザーをカスタムオーディエンスに含め、

Facebookで関連する広告コンテンツを表示する、またはユーザーのFacebookのプロフ

ァイルの情報に基づいて、他のFacebookユーザーのオーディエンスを作成するなどの

ために、ユーザーのEメールアドレスを保護された形式でFacebookと共有します。 ユー

ザーは、当該第三者が各自のプラットフォーム上で提供する個人設定を使用して自身

の嗜好を変更することによって、当該第三者が当社と共有するデータを管理すること

ができます。 

5. 当社がユーザーの個人情報を共有する方法と共有する相手 

当社は以下の状況で情報を開示します。 

● 第三者であるサービスプロバイダー：当社が当社のために特定のサービスを円滑に

する、または提供する第三者であるサービスプロバイダーと情報を共有する時。こ

れには以下が含まれます： 

o ユーザーの個人情報を収集し保管する当社のプラットフォームのプロバイダーな

ど、当社によるユーザーに対する本サービスの提供を円滑にするITインフラ企業 

o 当社による顧客サービスを支援するZendeskなど、当社に代わって第1次レベルの

顧客サポートを提供する第三者  

o ITサポートサービスプロバイダー  

o 当社に代わってユーザーのサブスクリプションの支払いを処理するAdyenなどの

決済サービスプロバイダー 

o Conviva、Adobe Audience Managerや250okなど、当社のお客様に本サービスを提

供する、または利用をトラッキングするための、その他の第三者であるサービス

プロバイダー。 

これらの企業は、当社にこれらの本サービスを提供するために必要な場合に限り、か

つ、当社の指示に従って、ユーザーの個人情報を使用することが許可されています。 

● グループ企業：個人情報を処理し、当社に代わって本サービスをユーザーに提供す

るため、当社はユーザーの個人情報を当社の子会社または関連会社に提供する場合

があります。これらの企業は、当社の指示に基づいて、本プライバシー・ポリシー

に従って、当該情報を処理する必要があり、この情報を共有する独立した権利は有

していません。 

● 法律の遵守および司法手続き：当社が裁判所命令もしくは司法プロセスに従う時、

または当社の法的権利を確立もしくは行使したり、法的な請求に対して防御する時

。違法行為、不正の疑い、誰かの身体的安全が脅かされる可能性がある状況、当社

の利用規約の違反の調査、防止またはそれに対する措置を取るために、当社の独自

の裁量で、情報の共有が必要であると考える場合、またはその他の理由で法律によ

り義務付けられる場合。 

● 合併または買収：当社が別の企業に買収または合併され、ユーザーに関する情報を

移管する必要がある時。当社が合併、買収、または当社もしくは第三者の資産の全

部または一部の売却に関与する場合、ユーザーは事後、Eメールおよび/または本サ

ービス上で見つけやすいかたちの通知で、所有権またはユーザーの個人情報の使用

に関する変更、および個人情報についてのユーザーの選択肢についてお知らせしま

す。 
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6. 個人情報の海外への移管 

当社は、上記の目的に関連して、ユーザーから収集する個人情報をユーザーが居住す

る国以外の国々（米国を含む）に所在する第三者であるデータ処理業者、または当社

のグループ企業の一員に移管する場合があります。これらの国々は、ユーザーが居住

する国におけるデータ保護と同水準のデータ保護を提供しているとは限らないことに

ご注意ください。ただし、当社によるユーザーの個人情報の収集、保管および使用は

引き続き本プライバシー・ポリシーに準拠し、当社は本プライバシー・ポリシーに記

載された原則に従って、当該情報を取り扱うことを保証します。 

7. Cookieおよび類似の技術 

当社、当社のパートナー企業、関連会社またはアナリティクスやサービスのプロバイ

ダーは、Cookie、ビーコン、タグ、スクリプトなどの技術を使用しています。これら

の技術は、トレンドの分析、本サービスの管理、本サービスに関するユーザーの動き

のトラッキング、当社のユーザー基盤全体の人口学的情報を収集するために使用され

ています。当社は、これらの企業から、個人および集計ベースでこれらの技術を使用

した報告書を受け取ります。 

当社は、例えば、ユーザーの設定（言語の設定など）の記憶や認証のためにCookieを

使用します。ユーザーは個人のブラウザレベルで、Cookieの使用を管理できます。

Cookieを拒否しても本サービスを利用することは可能ですが、本サービスの一部の機

能またはエリアの利用が制限される場合があります。 

当社のCookieの使用方法およびCookieを使用して収集される情報については、当社の     

Cookieに関するポリシーをご覧ください。 

8. セキュリティ 

ユーザーが当社に提供する個人情報を保護するために、当社は適切な技術的および組

織的な措置を実施していますが、インターネット上ではどのような送信も安全を保証

されていません。したがって、当社はユーザーが当社にインターネット上で送信する

個人情報について、安全性を保証することはできません。 

ユーザーの個人情報が保管され、処理される方法を制限し、管理するアクセス管理な

ど、当社は適切な技術的および事務的な措置を実施して、ユーザーの個人情報の保護

に努めています。 

9. データの維持 

当社は、情報（個人情報を含む）を、本プライバシー・ポリシーに記載する事由によ

りそれを使用する必要がある期間にわたって維持し、その後、当社の法的義務の遵守

、紛争の解決、または当社の取り決めの執行のためにいずれかの個人情報を維持する

必要がある場合を除き、当該情報を削除します。 

10. マーケティング 

当社は、Eメールによるマーケティングを行うために、ユーザーの個人情報を収集し、

使用します。 

当社は、マーケティングおよび事業開発の目的に照らし、それが当社の正当な利益と

なる場合、特定のマーケティング情報（電子的なマーケティング情報を含む）をユー

ザーに送信します。 

ただし、当社は、法律で義務付けられる場合、また当該マーケティングのために第三

者にユーザーの個人情報を開示する意図がある場合、マーケティング情報の送信につ

いて常にユーザーの同意を取得します。 

https://www.golf.tv/en/cookies-policy
https://www.golf.tv/en/cookies-policy


 

マーケティング情報の受領の停止を希望する場合、当社からのマーケティングEメール

で購読解除をクリックするか、アカウント設定で詳細を変更するか、Eメール（

DPO@discovery.com）で当社までご連絡ください。 

11. 第三者のサイト 

本サービスには、第三者が運営する他のウェブサイトにつながるリンクおよびページ

が含まれています。本プライバシー・ポリシーは、本サービスを通じて当社が収集す

る個人情報のみに適用されることにご注意ください。当社は第三者が各社のウェブサ

イトを通じて収集、保管、使用する個人情報については責任を負いかねます。閲覧す

るウェブサイトのプライバシー・ポリシーを常によくお読みください。 

12. 本プライバシー・ポリシーへの変更 

本プライバシー・ポリシーの最終版は、2018年11月30日付です。 

本プライバシー・ポリシーの更新を定期的に確認してください。本プライバシー・ポ

リシーに重大な変更を行う場合、ユーザーのEメールアドレスが判明している場合は、

その変更について通知を送信します。 

13. 当社連絡先 

当社の個人情報の処理に関する照会はすべて、当社のプライバシー担当オフィスにご

連絡ください。当社のプライバシーオフィスのEメールアドレスは、

DPO@discovery.comです。 

 

mailto:DPO@discovery.com
mailto:DPO@discovery.com
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