
Regional Business Conference 2020 東北地域への対日直接投資促進プロジェクト 

BOSAI-TECH ビジネスマッチング 

Privacy Policy 

 

Last updated: 2021/01/27 

 

Sendai City, Skylight Consulting, Inc., and SAMI LLC ("us", "we", or "our") operate 

https://rbc2020.sendai-bosai-tech.jp/business-matching/ (the "Website"). This page informs you of our 

policies regarding the collection, use, and disclosure of Personal Information we receive from users of 

the Website. 

By using the Website, you agree to the collection and use of information in accordance with this 

policy. 

We will comply with all applicable laws and regulations concerning privacy protection in handling 

your personal information. 

 

Information Collection and Use 

While you use our Website, we may ask you to provide us with certain personally identifiable 

information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information on this 

site includes your email address, your first name, and last name ("Personal Information"). 

Personal Information will be shared with the organizers of the RBC event, namely Sendai City, 

Skylight Consulting, Inc., SAMI LLC, Fukushima Prefecture, JETRO (Japan External Trade 

Organization), METI (the Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan). 

 

Personal Information collected will only be used for the following purposes: providing and improving 

Website, responding to inquiries and complaints. 

 

Log Data 

Like many Website operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our 

Website ("Log Data"). 

This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, 

browser type, browser version, OS type, OS version, the pages of our Website that you visit, the time 

and date of your visit, and other statistics. 

 

Security 

The security of your Personal Information is important to us but remember that no transmission 

method over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use 

commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its 

absolute security. 
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Changes to This Privacy Policy 

This Privacy Policy is effective as of 2021/01/27 and will remain in effect except with respect to any 

changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this 

page. 

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time, and you should check this 

Privacy Policy periodically. Your continued use of the Website after we post any modifications to the 

Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your 

consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy. 

 

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email 

address you have provided us, or by placing a prominent notice on our Website. 

 

Contact Us 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us with the contact form 

(https://rbc2020.sendai-bosai-tech.jp/business-matching/contact/). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

プライバシーポリシー 

最終更新日：2021年 1月 27日 

はじめに 

1. 本ポリシーは、「BOSAI-TECHビジネスマッチング ウェブサイト

https://rbc2020.sendai-bosai-tech.jp/business-matching/（以下、本ウェブサイト）」において

運営者（※）が個人を識別しうるプライバシー情報の取り扱い方針を定めるものです。 

※) 運営者：仙台市、福島県、経済産業省、ジェトロ（日本貿易振興機構）、スカイライトコンサルティング株

式会社、SAMI LLC。また、運営者から業務を受託した第三者を含む。 

2. 運営者は、個人情報の取扱において，プライバシー保護に関する諸法規を遵守します。 

個人情報の取得と利用目的 

1. 本ウェブサイトを利用するにあたって、利用者の氏名、所属、メールアドレス（以下、個人情

報）を提供していただく場合があります。 

2. 個人情報を利用する際には、法に定める場合を除き、以下の利用目的に必要な範囲内において

利用します。 

i. 当ウェブサイトの運営・改善 

ii. 問い合わせや苦情への対応 

ログデータの取得 

1. 本ウェブサイトを利用するにあたって、利用者のブラウザからの訪問履歴等の情報（以下、ロ

グデータ）を取得します。 

2. 当ログデータには、利用者の IPアドレス、ブラウザタイプ・バージョン、OSタイプ・バージョ
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ン、訪問履歴（ページ、日時など）が含まれます。 

個人情報の管理、セキュリティ 

1. 運営者は、利用者にご提供いただいた個人情報について、適切な安全対策を実施し、個人情報

への不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏洩などの危険防止に努めます。 

本ポリシーの変更等 

1. 本ポリシーの内容は、利用者に通知することなく，変更することができるものとします。変更

後のプライバシーポリシーは，本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。 

2. ただし、重要事項に関する変更がある場合は、提供されたメールアドレスへの連絡、もしくは、

本ウェブサイトへの告知により、通達します。 

3. このプライバシーポリシーの原文は，日本語によって記載されています。英語版と日本語版で

ポリシーの解釈に相違が生じた場合は，日本語の原文を優先的に適用します。 

4. このプライバシーポリシーは，2021 年 1 月 27 日より発効します。 

 

個人情報の取扱に関するお問い合わせ先 

下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。 

https://rbc2020.sendai-bosai-tech.jp/business-matching/contact/ 

 

 

以上 


