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ここに自分の名前を記入することにより、下記内容に責任を持つことに同意します。
名: 姓：

プライバシーポリシー

このプライバシーポリシーは、SSIダイブセンターが、あなたのトレーニングを実施し、認定書を発行し、あなたの個人情報を管理し、また、
本合意を履行するために特に必要なものを取得する理由を説明するものです。
GDPR（一般データ保護規則）およびその他の関連規則の変更に伴って、法令遵守のために、私たちはこのプライバシーポリシーを定期的
に見直します。 必要に応じて、新しい要件を遵守するよう、私たちはこのポリシーをアップデートいたします。
SSIおよびSSIトレーニングセンターは、トレーニング内容の目的や範囲や伝達、また、認定証の処理や発行や配送、および、MySSIシステム

（SSI International GmbH,Johann-Hoellfritsch-Straße6、90530 Wendelstein、Germany、Eメール：info@diveSSI.com、電話：+ 49-
9129-9099380）に保存されている個人データの管理を共同で決定します。
ご質問があれば、または、上記の合意書と個人データを保護するための安全対策が記載されている「共同管理者合意書」のコピーが必要
な場合は、次のリンクにアクセスしてください：https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement、またはSSIに連絡してくだ
さい privacy@diveSSI.comで。
1. SSI公認トレーニングセンター「データコントローラー」

SSI	トレーニングセンター名	__ぽんたフリーダイビングスクール___________________________________________		

国名、郵便番号、住所、　__日本、〒273-0002___千葉県 船橋市 東船橋 ６丁目 ８－７_________________________

2. 個人データ
「個人データ」とは、個人（「データ主体」）に関する情報です。 識別可能な権利能力のある自然人とは、名前、個人番号、位置データ、オンライン

識別などの情報を参照することにより、直接的または間接的に識別できる人のことを指します。 名前、住所、電話番号、電子メールアドレス、ユ
ーザーID、クレジットカード番号、ソーシャルメディアアカウントID、ログインユーザー名 、IPアドレス、GPSデータは個人データと見なされます。
3. 個人データの処理
SSI International GmbH、SSIトレーニングセンター、SSIインストラクター、およびその他のSSIプロフェッショナルはすべて、あなたのトレ
ーニングや認定の処理、および配送に係わる可能性があるため、私たちは次の個人データを収集し処理する必要があります。

• 名前と姓
• 住所、郵便箱
• 郵便番号、市
• 都道府県、　国名
• メールアドレス
• 電話番号（オプション）
• 生年月日

• 性別
• 写真
• 言語
• SSI マスター ID
• コースタイプ、コース進捗状況
• 認証データ（番号、日付、インストラクター、イン

ストラクター番号、認証ダイブの数、認証年）

• ダイブセンターへの所属
• MySSIアプリの地理的位置
• 医療情報
• 保険データ（該当する場合）
• SSIプロフェッショナル番号（SSIプロフェッショ

ナルのみ）
• 品質保証データ（プロフェッショナル向け）

注意：私たちが収集する個人データは、トレーニングコンテンツの配布、認定証の処理および発行、配信、およびMySSIシステムに保存され
ている個人データの管理のみを目的とするものです。
MySSIシステムに登録すると、SSI Webサイトwww.divessi.comまたはMySSIモバイルアプリで、デジタルトレーニング教材、デジタルダイブ
ログ、認定カードなどなどの、SSIのすべてにアクセスできます。 さらに、SSI International GmbH（SSI）、担当のSSIトレーニングセンター、SSI
インストラクター、およびSSIプロフェッショナルは、トレーニングおよび認定のためにあなたの個人データにアクセスできるようになります。
さらに詳しいことは、SSIプライバシーポリシー、https://my.divessi.com/myssi_privacyで確認することができます。 ここでは、データ処
理、MySSI、SSIが提供する関連サービス、およびトレーニングが修了した時に認定カードがどのようにして自動的に処理されるかについて
さらに少し学ぶことになります。
最初にMySSIに登録すると、SSIからユーザー名とパスワードが記載されたメールが届きます。 さらに、個人データがどのように使われるか
を詳しく説明しているSSIプライバシーポリシーのリンク先が提供されます。 MySSIアカウントを起動しなければ、あなたの個人プロフィー
ル、トレーニングの進捗状況、各種の認定、教育レベルなどなどアクセスすることはできません。
学科、プール、およびオープンウォータートレーニングのすべてが完了すると、SSIはデジタル認定カード情報（氏名、顧客番号（マスターID） 
、SSIトレーニングセンター、認定インストラクター、ダイビング開始年、経験レベル、ダイビング数、発行日）の処理をすることになります 。 こ
れらの情報はすべて、MySSIアカウントからアクセスできます。
上記の処理は、契約の履行に必要です（第6条（1）（b）一般データ保護規則）。
MySSIに登録することで、あなたはあなたの個人データを共有することに同意することになります：名前（氏名）、住所（郵便受け）、郵便番号

（郵便番号）、市、県、国、電子メールアドレス、電話番号（オプション）、生年月日、 写真、言語、性別、SSIマスターID、コースタイプ、コースの
進行状況および認定情報（名前、住所（郵便箱）、郵便番号（Zip）、市町村、都道府県、国、Eメールアドレス、電話番号（任意）、生年月日、写
真、言語、SSIマスターID、コースのタイプ、コースの進捗、それに認定情報（名前、SSIトレーニングセンター、認定インストラクター、ダイビン
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グ開始年、経験レベル、ダイブ数、発行日）、それに加えて所属トレーニングセンター、です 。 さらに、あなたは、自分の意志で提供し、MySSI
に保存されているすべての個人情報を共有することに同意していることになります（例： -特別のダイビング保険契約（当てはまる場合）、別
のSSIサービスセンターを通じて認定の処理をする目的での医学声明書（受講生およびプロフェッショナル）。 あなたは、世界中のSSIサー
ビスセンターまたはSSIトレーニングセンターに加わることも、一緒にビジネスをすることも選ぶことができます。 すべてのサービスセンタ
ーおよびトレーニングセンターの完全なリストを見るには、https：//my.divessi.com/ssiまたはhttps://my.divessi.com/divecenterにロ
グオンしてください。
あなたの同意を得て、SSIトレーニングセンターが、あなたを特定し、トレーニングと認定の状態を確認するか確定するために上記の個人デ
ータにその後アクセスして、あなたのダイビング経験に基づいて継続トレーニングやサービスを提供するために、上記のお客様の個人デー
タにアクセスする場合があります。 MySSIシステムでアクセスされる関連データ処理およびデータ共有の詳細については、MySSIプライバ
シーポリシーhttps://my.divessi.com/myssi_privacyをご覧ください。
上記の処理の法的根拠に同意します（第6条（1）（a）一般データ保護規則）。
4. ２０歳未満の青少年のための特別ルール
20歳未満の者は、親または法令に基づく親権者の明確な同意がない限り、SSIトレーニングに参加できません。 20歳未満の青少年の個人
データは、上記のトレーニングの実施と認定の発行にのみ使用されます。
www.diveSSI.comを閲覧する20歳未満の者は、親または法に基づく親権者の同意なしにMySSIシステムを登録すること、あるいは、使用
することはできません。 SSIは、親または法に基づく親権者が青少年のインターネット活動を成人になるまで注意深く監督することを強くお
勧めします。
5. 個人データの第三者への転送
ダイビング事故やSSIプロフェッショナルに対する苦情が発生した場合、担当のSSIダイブセンターは、あなたの個人データをSSI（SSI 
International GmbH、Johann-Hoellfritsch-Straße6、90530 Wendelstein、Germany）に電子メールでinfo @ diveSSI.comまで転送す
る場合があります。 法律の求めに応じて、全く同じ情報を他のSSIサービスセンター、または、場合によって、あるいは、本同意書の履行にお
いて、関係する第三者に転送する必要があることもあります。例 –保険会社、公的機関、またはSSIの関連子会社。 これは、トレーニング要件
を満たし、法的義務を遵守し、正当な利益を確保すための必要に応じるものに過ぎません。
担当のSSIトレーニングセンターは、また、あなたの個人データを保存し処理する際にその個人データをSSIに転送します。 必要に応じて、こ
れには、講習生またはSSIインストラクター/プロフェッショナルの医学声明書が含まれますが、それは、MySSIシステム-my.diveSSI.com-
でSSIが管理するあなたのトレーニングと諸認定の管理と処理のためです。
あなたの個人データを処理し保存する目的は、SSIが追求する正当な利益のために必要だからです（第6条（1）（f）一般データ保護規則）。
また、あなたのトレーニングを完了するために、以下のサービス提供者にに個人データを転送する場合があります：
• ITサービスプロバイダー、および/または、デー

タホスティングサービスのプロバイダー。

• ソフトウェアソリューションのサービスプロバイ
ダーで、マーケティングツール、マーケティング
代理店、通信サービスプロバイダー、コールセ
ンターなどのサービスの提供によりSSIをサポ
ートする者。

• あなたにサービスを提供する第三者、例えば。 
- 認定証書の発送のための小包サービス、支
払い処理プロバイダー、および支払い処理の
ための銀行;

• 他の必要な第三者、例えば - 監査人、保険会
社、法定代理人など。

• 法律で義務付けられている公務員およびその
他の公的機関、例： - 税務当局など。 そして、

• ダイビング業界内のパートナーで、ユーザーの
同意を得た上での、ダイバートレーニング、製
品、サービスの特定個人向けの宣伝のための
もの。 これには、たとえば、ダイビング保険の宣
伝、ダイバーの会員資格、トレーニングセンター
で実施される現地のトレーニングプログラムや
イベントの販売促進などが含まれます。

この処理は、私たちが追求する正当な利益の目的のために必要です（第6条（1）（f）一般データ保護規則）。
SSIは、第三者が私たちのためにデータを処理している場合にのみ、個人データを外部サービスプロバイダーに転送することになります。 
私たちは、あなたのデータと私たちの情報の両方が、間違いなく私たちのプライバシーポリシーに従って使用される場合に限ってデータ処
理契約を締結します。
6. 個人データを米国/	EU	/	EEA以外の第三者への転送
SSIは、あなたのSSIトレーニングおよび認定を確認するために、あなたの個人データを米国/ EU / EEA以外のSSIサービスセンターまたは
その他の契約パートナーに転送することになります。 ただし、この転送によって、このプライバシーポリシーに従ってあなたの個人データを
保護する私たちの義務が一切変化することはありません。 私たちは、管理者が適切な安全対策を講じている場合にのみ、個人データを第
三者または国際組織に転送することになります。
情報がUS / EU / EEAの外部に転送される場合、そして、これが、EU委員会による適切性判定を受けない国のSSI関連会社またはベンダー
であろうとなかろうと、データはEU委員会が承認した標準契約条項によって適切に保護されます。標準条項は、以下にあります； https://
ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en 適切な「プライバシーシールド」認定の詳細については、https：//www.privacyshield.gov
を参照してください。あるいは、ベンダーの「プロセッサバインディングコーポレートルール」については、以下を参照してください：
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/binding-
corporate-rules_en.
7. データセキュリティ
SSIは、意図しないまたは不正な変更、削除、紛失、盗難、閲覧、転送、複製、使用、改変、またはアクセスからあなたの個人データを保護する
ために、かなりの技術的および組織的なセキュリティを確保しています。 SSIと当社のスタッフは、機密性とデータプライバシーの規制を遵
守しています。 同様に、職務を遂行するためにあなたの個人データにアクセスできるすべての許可されたエージェントも、同じ機密性とデ
ータプライバシーの義務の対象となります。

名: 姓：
ここに自分の名前を記入することにより、下記内容に責任を持つことに同意します。
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ここに自分の名前を記入することにより、下記内容に責任を持つことに同意します。
名: 姓：

8. データ保有
SSIは、プライバシーポリシーで許可される範囲で個人データを保有することになります。 その関係が終われば、SSIは本同意書で定められ
た目的を遂行するためにのみあなたの記録を保有することになります。 さらに、SSIおよび現地の法律により、担当SSIトレーニングセンタ
ーがあなたのトレーニング記録を長期間保有する必要がある場合があります。 また、別の場合に、SSIは、管理目的および法的請求から自
身を保護するために必要な限りにおいて、あなたの個人データをどうしても保有しておく必要がある場合があります。 SSIデータ保有ポリ
シーの詳細については、次を参照してください。 https://my.divessi.com/myssi_privacy。
登録ユーザーが、登録後12ヶ月以内にMySSIアカウントを起動せず、認証を受けていない場合、ユーザーデータとアカウントはMySSIシス
テムから自動的に資格を停止されます。
MySSIのデータ保有ポリシーの詳細については、https：//my.divessi.com/myssi_privacyのMySSIプライバシーポリシーにアクセスして
ください。
9. あなたの権利
あなたの個人データのSSIの処理および個人データの保存に関するあなたの権利：
• あなたは、SSIで、あなたの個人データにアクセ

スし、そのコピーを受け取る権利を有します。 
Art.15一般データ保護規則（GDPR）

• あなたの個人データが間違っているか、もは
や最新ではない場合、あなたは情報を修正す
る権利があります。 Art.16 GDPR（一般データ
保護規則）

• MySSIからあなたの個人データが削除された
ことを確認する権利があります（「忘れられる
権利」）。 Art.17 GDPR（一般データ保護規則）

• あなたは、一般的に使用される読みやすい形
式で個人データのコピーを受け取る権利を有
します。 あなたは、同じように、私たちがあなた
のデータを別のコントローラーに送信する可
能性があることを知る権利もあります。 Art.20 
GDPR（一般データ保護規則）

• あなたは、前提条件が満たされているという条
件で、何らかの処理制限があればそのコピー
を取得する権利を有します。 Art.18 GDPR（一
般データ保護規則）

• あなたには、プロファイリングを含む自動化さ
れたプロセスのみに基づいて決定の対象に
ならない権利があります。これにより、法的責
任または同様の影響をあなたにもたらす可
能性があります。 Art.22 GDPR（一般データ保
護規則）

10. 異議申し立ての権利
あなたの個人データがダイレクトマーケティングに使われる懸念がある場合、あなたはその使用に異議を申し立てる権利を有します。
さらに、私たちが合法的な理由であなたのデータを処理するとしても、あなたの具体的状況から、根本が変化した場合は、同じように、あな
たには、いつでも異議を申し立てる権利があります。
SSIが上記の権利に関するあなたの問い合わせを処理できるように、また、権限のない第三者に個人データが提供されないようにするた
め、異議申し立ての請求、および/または、SSIに保存された個人データを修正する請求に関する簡単な説明と明確な指示をSSIにEメール
で送ってください。
あなたにはまた、データ保護当局に苦情を申し立てる権利もあります。 特に、あなたの居住する国や国家、あるいは、仕事をしている場所の
データ保護当局に対してで、あなたがの個人データの処理が適用されるデータ保護法に違反していると思われる場合です。 (Art.77 GDPR)

参加者の署名参加者の名前（ローマ字）

親/保護者の氏名(該当する場合） 親/保護者の署名（該当する場合）

日付(日/月/年)

日付(日/月/年)




