
いつもキューズモールフレンズ　 ポイント カード をご利用いただきまして誠にあり がと う ございます。

2021年3月5日より プライバシーポリ シーについて下記の通り 変更がございますので、 ご案内致します。

該当条文 変更前 変更後

見出しⅠ ― 当社における個人情報の取り 扱いについて

5. （ 個人情報
の共同利用）

当社は、 お客様等より いただいた個人情報を東急不動産ホールディ ングスグループ各社等の間にて共同利用させていただく 場合がご
ざいます。 利用停止をご希望されるお客様等はお問い合わせ窓口までお問い合わせく ださい。 また、 お取引先より いただいた特定個
人情報※は、 法令に定める社会保障、 税等に関する特定の事務にのみ利用し 、 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等にて利用
することはあり ません。

当社は、 お客様等より いただいた個人情報を東急不動産ホールディ ングスグループ各社等の間にて共同利用させていただく 場合がございます。 利用停
止をご希望されるお客様等は下記Ⅵお問い合わせ窓口までお問い合わせく ださい。 共同利用の詳細については下記Ⅳをご参照く ださい。

6. （ 第三者提
供の制限）

当社は、 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等に情報を提供させて頂く 場合、 予めお客様からのご承諾を得ている場合、 もし
く はお客様のご意見で提供を差止める場合、 並びに法令による場合等を除き、 お客様の個人情報をお客様のご承諾なく 第三者に提
供・ 開示いたしません。 尚、 お取引先より いただいた特定個人情報は、 法令に定める社会保障、 税等に関する特定の事務に利用する
場合を除き、 第三者（ 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等を含む） に提供・ 開示いたしません。

当社は、 予めお客様からのご承諾を得ている場合、 もし く は法令による場合等を除き、 お客様の個人情報をお客様のご承諾なく 第三者に提供・ 開示い
たしません。
第三者提供の詳細については下記Ⅲをご参照く ださい。

13. （ クッ キー
の使用につい

て）

当社のウェ ブサイト において、 閲覧されるお客様へのサービスの提供、 ト ラフィ ッ ク情報の検証の為、 ユーザーのコンピューターに
クッ キー（ Cooki e） と呼ぶ情報を送る場合があり ます。 この情報はユーザーのコンピューターのハード ディ スクまたはメ モリ ーに保
存されます。 クッ キーの情報は当社ウェ ブサイト のマーケティ ング分析や各種サービス提供に限定して使用いたしますので、 お客様
のプライバシーを侵害することはあり ません。

当ウェ ブサイト において、 閲覧されるユーザーへのサービスの提供、 ト ラフィ ッ ク情報の検証の為、 ユーザーのコンピューターにクッ キー（ Cooki e）
と呼ぶ情報を送る場合があり ます。 この情報はユーザーのコンピューターのハード ディ スクまたはメ モリ ーに保存されます。

個人情報の利用目的

当社は以下の利用目的に従い、 取得した個人情報を利用します。

当施設及び当施設に出店している各店舗や、 運営管理を行っている東急不動産SCマネジメ ント 株式会社が取り 扱う 、 商品やサービス
並びにキャンペーン等のダイレクト メ ールの発送、 電話による勧誘、 電子メ ールによる勧誘、 物品の販売等の営業活動並びに顧客動
向分析もし く は商品開発等の調査分析を行う ために利用いたします。
当施設に出店する店舗についてはht t ps: //qs-mal l . j p/の各施設ページより 確認いただけます。
当社が行う 以下記載の各事業に関して、 商品やサービス並びにキャンペーン等のダイレクト メ ールの発送、 電話による勧誘、 電子
メ ールによる勧誘、 物品の販売等の営業活動並びに顧客動向分析もし く は商品開発等の調査分析を行う ため利用いたします。

当社は、 お客様から取得した個人情報を以下の利用目的で利用します。
１ ． 当社及び当社が当施設の運営を委託する運営会社（ 東急不動産Ｓ Ｃ マネジメ ント 株式会社） ならびに当施設に出店する店舗より 、 イベン
ト 、 セール、 商品情報、 アンケート 、 ポイント カード に関連する内容、 お買上品のト ラブル、 お買上金額・ 登録ポイント の差異、 当施設に出
店する店舗及びⅢに記載の東急不動産ホールディ ングスグループ各社等が行う 事業のイベント 、 セール、 商品情報等のご案内（ 広告・ 宣伝が
含まれる場合もあり ます） を、 電話、 パソコン・ 携帯電話へのメ ール、 封書・ ハガキの郵送物等にて行う ため。 なお、 パソコン・ 携帯電話へ
のメ ールでのご案内は、 当社及び当施設の運営会社からのみお送り いたします。
2． 当施設及び当施設に出店している各店舗や、 運営管理を行っている東急不動産SCマネジメ ント 株式会社が取り 扱う 商品やサービス並びに
キャンペーン等に関する顧客動向分析もし く は商品開発等の調査分析を行う ため。
当施設に出店する店舗についてはht t ps: //qs-mal l . j p/の各施設ページより 確認いただけます。
３ ． キューズモールフレンズの購買動向調査、 販売促進活動の効果検証、 販売促進計画の策定のため。

個人情報の利用目的
1. 下記の事業に関し 、 訪問、 ダイレクト メ ールの発送、 電話による勧誘、 電子メ ールによる勧誘等の営業活動並びに契約に関連した
事務手続き等を行う ため。

４ ． 当社及びⅢに記載の東急不動産ホールディ ングスグループ各社等が行う 以下の各事業に関して、 商品やサービス並びにキャンペーン等の
ダイレクト メ ールの発送、 電話、 電子メ ール等による勧誘、 物品の販売等の営業活動、 契約に関連した事務手続き等並びに市場動向分析、 顧
客動向分析もし く は商品開発等の調査分析を行う ため。

個人情報の利用目的

2． 上記1の各事業に関する市場動向分析、 顧客満足度調査もし く は商品開発等の調査分析のために利用するため。
3． 当社とご契約頂いたお客様に、 アフターサービスを実施するため。
4． 当社の義務の履行及び権利の行使、 及びこれに付随する諸対応のため。

削除

個人情報の利用目的 ―

5． 当施設の営業に関するご案内（ 営業時間の変更等のお知らせ） のため。
6． キューズモールフレンズの会員登録、 会員管理及びこれらに関する事務手続きのため。
7． 当社の義務の履行及び権利の行使、 及びこれに付随する諸対応のため。
8． クッ キー、 I Pアド レス、 広告識別子等（ 以下「 クッ キー等」 という ） を利用してお客様の嗜好、 ウェ ブサイト やスマート フォンアプリ 等
における閲覧履歴、 位置情報、 属性等に関する取得・ 分析を行ったう えで、 お客様の個々の利用に合わせて東急不動産ホールディ ングスグ
ループ各社等の広告の配信、 及びウェ ブサイト やスマート フォンアプリ 等での表示情報等の変更、 その他ご提供するサービスをお客様がより
ご満足いただけるよう 改良するため。
尚、 上記の分析にあたって、 第三者がクッ キー等を利用して収集するお客様の嗜好、 ウェ ブサイト やスマート フォンアプリ 等における閲覧履
歴、 位置情報、 属性等に関する情報の参照を行う 場合があり ます。 こう した情報を利用した広告配信等の停止を希望される場合は、 お客様に
て停止の設定をすることも可能ですが、 この場合、 ウェ ブサイト やスマート フォンアプリ 等において一部のサービスが受けられなく なること
があり ます。
9． 上記1から8の各目的達成に必要な範囲で第三者に提供するため。
第三者提供の詳細については下記Ⅲをご参照く ださい。

個人情報の利用目的
6． 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等第三者に個人情報（ 氏名、 住所、 電話番号、 メ ールアド レス等） を、 電子データもし
く は宛名シール等の紙に印刷されたリ スト により 提供することがございます。

Ⅲ　 個人情報の第三者提供
当社は、 当施設に出店している店舗並びに、 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等第三者にお客様の個人情報（ 氏名、 住所、 電話番
号、 メ ールアド レス等） を、 電子データもし く は紙に印刷されたリ スト により 提供することがございます。
当施設に出店している店舗についてはht t ps: //qs-mal l . j p/の各施設ページより ご確認いただけます。

プライバシーポリ シー変更のお知らせ

「 プライバシーポリ シー」 変更点



個人情報の利用目的
6． 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等第三者に個人情報（ 氏名、 住所、 電話番号、 メ ールアド レス等） を、 電子データもし
く は宛名シール等の紙に印刷されたリ スト により 提供することがございます。

Ⅲ　 個人情報の第三者提供
当社は、 当施設に出店している店舗並びに、 東急不動産ホールディ ングスグループ各社等第三者にお客様の個人情報（ 氏名、 住所、 電話番
号、 メ ールアド レス等） を、 電子データもし く は紙に印刷されたリ スト により 提供することがございます。
当施設に出店している店舗についてはht t ps: //qs-mal l . j p/の各施設ページより ご確認いただけます。

個人情報の利用目的 ―

本ウェ ブサイト では、 お客様の嗜好、 ウェ ブサイト やスマート フォンアプリ 等における閲覧履歴、 位置情報、 属性等の取得・ 分析のために第
三者のサービスを利用しています。 当該第三者のサービスを利用するために、 お客様の同意に基づき、 お客様の個人情報を当該第三者に提供
します。
尚、 お客様ご本人の求めにより 、 上記第三者への提供を停止することができます。
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