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（翻 訳） 

WWW.HUGOBOSS.COM/JP プライバシーポリシー 
 

HUGO BOSS AG（Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany）（以下「HUGO BOSS」または「当社」といいます。）は、HUGO BOSS ウェブサイト

（www.hugoboss.com/jp の URL 下において同サイトに組み込まれているオンラインストアを含みます。）を提供しています。 

ここでは、お客様の個人データを処理するデータ管理者およびデータ保護オフィサーに関する情報（セクション A）ならびに個人データの処理に関してお客

様が有する権利に関する情報（セクション B）を記載しています。また、お客様の個人データの処理に関する情報（セクション C）も記載しています。 

HUGO BOSS ニュースレターに関して行われる個人情報の処理に関する情報については、HUGO BOSS ニュースレター購読に関するプライバシーポリシーでご

確認いただけます。 

 

 

   

 

注記：オンラインストアで商品を購入される場合、お客様には、当社の世界的なフルフィルメントパートナーである GLOBAL-E NL B.V.（Krijn Taconiskade 430 

1087 HW Amsterdam, The Netherlands）（以下「Global-e」といいます。）のプライバシーポリシーが適用されます。Global-e は、購入契約を締結、管理及び

履行するために同社が保有する一切の個人情報について、独立したデータ管理者となります。 

お客様の個人データは、データ処理の段階に応じて、当社または Global-e のシステム領域で処理されます。購入手続きの一環として、顧客データは、オン

ラインストア上および当社のシステム領域（「HB 作動領域」）でのみ処理されます。「決済手続き」中に限り、顧客データは、インターフェースを通じて

Global-e のシステム領域（「GE 作動領域」）に転送され、当該領域において更なるデータ処理が行われます。このインターフェースを通じた Global-e シス

テム領域へのデータの転送をもって、データ処理にかかる事実上の支配および責任は当社から Global-e に移転します。 

当社と Global-e が提供する HUGO BOSS 製品の購入方法の詳細は、取引約款に記載されています。 

http://www.hugoboss.com/jp
https://www.hugoboss.com/jp/privacy-statement-newsletter/privacy-statement-newsletter.html
https://globale-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/GlobaleLegalDocuments/GlobalePrivacyPolicy/Global-e%20Privacy%20Policy.pdf
https://www.hugoboss.com/jp/about-hugo-boss/terms-and-conditions/terms-conditions.html
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A. データ管理者に関する情報 

I. データ管理者の名称および連絡先 

HUGO BOSS AG 

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany 

電話番号：+49 7123 94-0  

ファックス：+49 7123 94-80259  

E メール： info@hugoboss.com  

II. データ保護オフィサーの連絡先および現地担当窓口 

HUGO BOSS AG 

データ保護オフィサー 

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Germany 

電話番号：+49 7123 94 – 80999 

ファックス：+49 7123 94 – 880999 

E メール：privacy@hugoboss.com  

 

日本国内におけるお問合せ窓口は以下のとおりです。 

－データ保護担当窓口－ 

〒107-0062 東京都港区南青山 5-2-1 ALLIANCE 3F 

ヒューゴ ボス ジャパン株式会社 

E メール： dataprotection-jp@hugoboss.com 

 

 

  

mailto:privacy@hugoboss.com
mailto:dataprotection-jp@hugoboss.com
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B. データ主体の権利に関する情報 

データ主体であるお客様は、関連する条件が満たされている場合に、個人データの処理に関して以下の権利を行使することができます。 

I. アクセスの権利（GDPR 第 15 条） 

II. 訂正の権利（GDPR 第 16 条） 

III. 消去の権利（「忘れられる権利」）（GDPR 第 17 条） 

IV. 処理の制限の権利（GDPR 第 18 条） 

V. データポータビリティの権利（GDPR 第 20 条） 

VI. 異議を述べる権利（GDPR 第 21 条） 

お客様は、一般データ保護規則（GDPR）第 21 条に定める条件に従い、ご自身の特定の事情に関連する理由により、GDPR 第 6 条 1 項(e)または(f)に基づいて

行われる個人データの処理（当該規定に基づくプロファイリングを含みます。）に対していつでも異議を述べる権利を有しています。お客様は、GDPR 第 21

条第 2 項に定める条件に従い、プロファイリングを含むマーケティングを目的とした個人データの処理に対し、これが当該ダイレクトマーケティングに関

連する限りにおいて、いつでも異議を述べる権利を有しています。 

データ処理の法的根拠については、本プライバシーポリシー セクション C に詳細を記載しています。 

VII. 同意を撤回する権利（GDPR 第 7 条第 3 項） 

VIII. 監督当局に異議を申立てる権利（GDPR 第 57 条第 1 項(f)） 

お客様の権利の行使にあたっては当社のデータ保護オフィサー（セクション A.II.）までご連絡ください。 

C. 個人データの処理に関する情報  

当社のオンライン上での活動に関連し、異なる個人データは異なる目的で処理されます。個人データの処理の目的および方法については、以下に記載する

情報をご確認ください。 

I. 本ウェブサイトにおけるクッキーの使用について 

1. 一般的な情報 

お客様のブラウザは、クッキーを使用しています。クッキーは、お客様のブラウザがハードドライブに保存する小容量のテキストファイルです。

お客様が当社のウェブサイトに再度アクセスされた場合、当社は保存されたクッキーの情報を取得することができます。個人データもクッキー

に保存されます。個人データとは、お客様個人に関連づけられるすべてのデータをいいます。クッキーによりお客様のコンピュータでプログラ
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ムが実行されたり、お客様のコンピュータにウイルスが送信されたりすることはありません。当社および当社が利用するサービスプロバイダー

は、ブラウザクッキーおよびフラッシュクッキー、ならびに、カウンティングピクセル、ピクセルタグ、ウェブビーコン、クリア GIF と呼ばれ

る小さな画像ファイルを含むその他の一般的なオンライントラッキング技術を使用しています。これらの技術は、当社のサービスの提供に使用

され、オンラインサービスのご利用をトラッキングします。当社では、このような他のトラッキング技術およびクッキーを一般に「クッキー」

と呼んでいます。 

お客様はブラウザの設定でクッキーの使用を禁止し、クッキーを削除することができます。その具体的な手順につきましては、ブラウザの開発

元の説明をご参照ください。また、お客様は、本ウェブサイトのフッターにある「クッキーの設定」から、カテゴリごと、またはサービスごと

に、ファンクショナルクッキー、アナリティクスクッキー、マーケティングクッキーに対する同意をいつでも取り消すことができます。クッキ

ーの使用を禁止すると、サービスの機能が制限される可能性があります。  

2. クッキーの種類 

当社は、必須クッキー、ファンクショナルクッキー、アナリティクスクッキー、マーケティングクッキーなど、様々な種類のクッキーを使用し

ます。以下では、これらの様々な種類のクッキーについての詳細な情報をご覧いただけます。 

当社では、お客様の個人データを、契約上および法律上の義務を果たすため、または当社の正当な利益を確保するために、このデータを必要と

する部署および人物においてのみ提供します。本ウェブサイトには、欧州一般データ保護規則（GDPR）第 22 条が規制する、自動化された決定

に該当する機能はありません。 

当社が利用しているサービスプロバイダーの詳細につきましては、本ウェブサイトのフッターにある「クッキーの設定」をご覧ください。. 

a)  必須クッキー 

本ウェブサイトの一部の機能は、技術的に必須のクッキーが使用されない場合には提供されません。これらのクッキーでは、IP アドレス、技術

的なログ情報、ログイン情報などの技術的な通信および使用データ、ならびにお客様が当社の本ウェブサイトを再訪問されたときにお客様を認

識できるようにするための固有のクッキー名を収集します。当社は、お客様がオンラインストアで商品を購入される場合に商品の販売者となる

Global-e と提携しています。お客様が Global-e と売買契約を締結するためには、お客様の閲覧情報を収集し、Global-e に転送する必要がありま

す。 

個人データの提供は、当社のウェブサイトを利用される上で必要となります。お客様が上記の範囲に おいて個人データを提供されない場合、

当社のウェブサイトを完全に利用することができないことにご 留意ください。 
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b) ファンクショナルクッキー 

ファンクショナルクッキーは、お客様がより快適にネットサーフィンできるようにすることを目的としています。これらのクッキーは本ウェブ

サイトの利用に必須なものではありませんが、フォント、国、通貨の設定などの通信および仕様データ、ならびにお客様が本ウェブサイトを再

訪問されたときにお客様を認識するための固有のクッキー名を保存することにより、お客様のウェブサイトへのアクセスを容易にします。 

なお、お客様の個人データのご提供は、ウェブサイトのご利用に必須でありません。ただし、お客様がデータを提供されない場合には、本ウェ

ブサイトの体裁やユーザーの快適性（ユーザビリティ）を損なう可能性があります。 

c) アナリティクスクッキー 

当社は、ウェブサイトの利用状況をより良く理解し、サービスを向上させるためなどの分析を目的として様々なクッキーを使用します。 

この目的のために、当社は、IP アドレス、技術的なログ情報、ログイン情報などの技術的な通信および使用データ、ならびにお客様が本ウェブ

サイトに戻ってきたときにお客様を認識できるようにするための固有のクッキー名を収集します。また、お客様のご注文に関連した特定のデー

タや、分析データ、すなわち分析結果を導くための集計データも収集いたします。お客様の個人データの提供は、ウェブサイトの利用には必要

ありません。  

d) マーケティングクッキー 

当社は、パーソナライズされた広告を掲載するなど、広告およびターゲットマーケティングの目的で様々なクッキーを使用します。これには、

Facebook などの様々なソーシャルメディアプロバイダーのクッキーの使用も含まれます。 

この目的のために、当社は、IP アドレス、技術的なログ情報、ログイン情報などの技術的な通信および使用データ、ならびにお客様が本ウェブ

サイトを再訪問されたときにお客様を認識するための固有のクッキー名を収集します。また、お客様のご注文に関連した特定のデータや、分析

データ、すなわち分析結果を導くための集計データも収集します。お客様の個人データの提供は、ウェブサイトの利用には必要ありません。  

II. ウェブ解析技術を含めた本ウェブサイトの情報目的での利用 

本ウェブサイトが純粋に情報を目的として利用される場合、特定の情報、例えばお客様の IP アドレスは、技術上の理由により、お客様のデバイス上で使用

されているブラウザによって当社のサーバーに送信されます。当社は、当該情報をお客様が求める本ウェブサイトのコンテンツを提供するために処理しま

す。 

詳細については次の表をご覧ください。 
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1. 処理対象となる個人データの詳細 

処理対象となる個人データのカテ

ゴリー 

カテゴリーに含まれる個人

データ 

データの提供義務 保管期間 

ウェブサイト訪問時にハイパーテ

キストトランスファープロトコル

（セキュア）（HTTP(S)）を通じて

技術的に生成されるプロトコルデ

ータ（「HTTP データ」） 

IP アドレス、お客様のブラ

ウザの種類およびバージョ

ン、使用したオペレーティ

ングシステム、アクセスし

たページ、訪問する直前に

アクセスしたサイト（リフ

ァラ URL）、訪問日時 

データの提供は法律上または契約

上の要件ではなく、契約締結に必

要とされる要件でもありません。

データを提供する義務はありませ

ん。 

当社は、当該データが提供されな

かった場合、要求されたウェブサ

イトのコンテンツを提供すること

ができません。 

セキュリティに関連する事由（例：DDoS

攻撃）が生じない限り、データ主体を識別

可能な形式で最長 7 日間サーバーのログフ

ァイルに格納されます。 

セキュリティに関連する事由がある場合、

サーバーのログファイルは、当該セキュリ

ティ関連事由が消滅し、完全に解明される

まで保管されます。 

トラッキングピクセル：当社のウ

ェブサイトに埋め込まれているト

ラッキングピクセルへのアクセス

があった場合にハイパーテキスト

トランスファープロトコル（セキ

ュア）（HTTP(S)）を通じて生成さ

れるプロトコルデータ（「トラッ

キングピクセル HTTP データ」） 

トラッキングピクセルとは、ログ

ファイルの記録およびログファイ

ルによるウェブサイトのアクセス

解析を可能にするウェブサイト上

の小規模な画像をいいます。 

IP アドレス、お客様のブラ

ウザの種類およびバージョ

ン、使用したオペレーティ

ングシステム、アクセスし

たページ、訪問する直前に

アクセスしたサイト（リフ

ァラ URL）、訪問日時 

データの提供は法律上または契約

上の要件ではなく、契約締結に必

要とされる要件でもありません。

データを提供する義務はありませ

ん。 

当社は、当該データが提供されな

かった場合、ウェブオーディエン

スを測定することができません。 

トラッキングピクセルを使用するために本

ウェブサイトでは「IP 匿名化」が有効化さ

れています。つまり、技術上の理由により

ブラウザを通じて送信された IP アドレス

は、（最後のオクテットを切り捨てて）短

縮することにより格納前に匿名化されま

す。 

つまり、他のプロトコルデータについて

も、データ主体を識別可能な形式で格納さ

れることはありません。 

2. 個人データの処理の詳細 

個人データの処理の目的 処理対象の個人デー

タのカテゴリー 

法的根拠および（該当がある場合は）正当な利益 取得者 

HTTP データは、ユーザーから要求されたウェブサ

イトのコンテンツを提供するため、およびウェブ

サイトを提供する上で使用される IT インフラのセ

HTTP データ GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な利益とは、利

益の均衡が図られた上で、ユーザーから要求された

ウェブサイトのコンテンツを提供すること、および

ホスティングプ

ロバイダー 
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キュリティを確保するため、特に障害（例：DDoS

攻撃）を特定し、消滅させ、その証拠を保全する

ためにウェブサーバーのログファイル上で一時的

に処理されます。 

ウェブサイトを提供する上で使用された IT インフ

ラのセキュリティを確保すること、特に障害（例：

DDoS 攻撃）を特定し、消滅させ、その証拠を保全

することです。 

ウェブオーディエンスを測定するため、当社のウ

ェブサイトへの訪問がトラッキングピクセルによ

り記録され、匿名で解析されます。 

トラッキングピクセ

ル、HTTP データ 

GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な利益とは、利

益の均衡が図られた上で、ウェブオーディエンスを

測定することです。 

ホスティングプ

ロバイダー 

  

 GDPR 第 22 条でいうところの自動化された意思決定は行われません。 

3. 個人データの取得者ならびに EEA 域外の国々および／または国際組織への個人データの転送に関する詳細 

取得者 取得者の所在地 EEA 域外の国々および／または国際組織への転送に対する妥当性の判

断または適切もしくは相当の保護策 

ホスティングプロバイダー 欧州 - 

III. オンラインお問合せフォームの利用 

当社では、お問合せフォームを利用して本ウェブサイト上から当社にお問合せいただける機会をお客様に提供しています。当社は、お客様のご要望を処理

するために、お問合せフォーム上でお客様から提供を受けた情報を処理します。 

詳細については次の表をご覧ください。 

1. 処理対象となる個人データの詳細 

処理対象となる個人データの

カテゴリー 

カテゴリーに含まれる個人

データ  

データの提供義務 保管期間 

ハイパーテキストトランスフ

ァープロトコル（セキュア）

（HTTP(S)）を通じて技術的に

生成されるプロトコルデータ

（「HTTP データ」） 

IP アドレス、お客様のブラ

ウザの種類およびバージョ

ン、使用したオペレーティ

ングシステム、アクセスし

たページ、訪問する直前に

アクセスしたサイト（リフ

ァラ URL）、訪問日時 

データの提供は法律上または契約

上の要件ではなく、契約締結に必

要とされる要件でもありません。

データを提供する義務はありませ

ん。 

当社は、当該データが提供されな

かった場合、要求されたウェブサ

セキュリティに関連する事由（例：DDoS 攻撃）

が生じない限り、データ主体を識別可能な形式

で最長 7 日間サーバーのログファイルに格納さ

れます。 

セキュリティに関連する事由がある場合、サー

バーのログファイルは、当該セキュリティ関連
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イトのコンテンツを提供すること

ができません。 

事由が消滅し、完全に解明されるまで保管され

ます。 

ウェブサイト上のお問合せフ

ォーム内においてお客様が当

社に提供したデータ（「お問

合せフォームデータ」） 

敬称、氏名、都道府県、市

区町村、番地、家屋番号、

郵便番号、メールアドレ

ス、お客様からのご要望、

メッセージ（必須）、件

名、電話番号、注文番号

（任意） 

データの提供は法律上または契約

上の要件ではなく、契約締結に必

要とされる要件でもありません。

データを提供する義務はありませ

ん。 

当社は、当該データが提供されな

かった場合、お客様のご要望を処

理することができません。 

通常、お客様のご要望への対応が完了するまで

保管されます。 

当社は、法律上の請求権の成立、行使または防

禦のための証拠として、また法律上の紛争があ

った場合にこれが終結するまで、当該データを

保管します。 

2. 個人データの処理の詳細 

個人データの処理の目的 処理対象となる個人

データのカテゴリー 

法的根拠および（該当がある場合は）

正当な利益 

取得者 

HTTP データは、ウェブサイト上でお問合せフォ

ームを提供するために当社のウェブサーバーにお

いて一時的に処理されます。 

HTTP データ GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な

利益とは、利益の均衡が図られた上

で、ユーザーから要求されたウェブサ

イトのコンテンツを提供することで

す。 

ホスティングプロバイダー 

お客様からのご要望を処理するため。 お問合せフォームデ

ータ 

（GDPR 第 6 条第 1 項(f)）。当社の正

当な利益とは、利益の均衡が図られた

上で、お客様のご要望を処理すること

です。 

- 

法律上の請求権の成立、行使または防禦のための

証拠として保管および処理するため。 

お問合せフォームデ

ータ 

GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な

利益とは、利益の均衡が図られた上

で、法律上の請求権を成立させ、行使

し、または防禦することです。 

- 

  

  GDPR 第 22 条でいうところの自動化された意思決定は行われません。 
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3. 個人データの取得者ならびに EEA 域外の国々および／または国際組織への個人データの転送に関する詳細 

取得者 取得者の所在地 EEA 域外の国々および／または国際組織への転送に対する妥当性の判

断または適切もしくは相当の保護策 

ホスティングプロバイダー 欧州 - 

 

IV. オンラインストアの利用 

お客様には、当社のウェブサイト上でオンラインストアを利用する機会が提供されています。詳細については次の表をご覧ください。 

1. 処理対象となる個人データの詳細 

処理対象となる個人データの

カテゴリー 

カテゴリーに含まれる個

人データ 

データの提供義務 保管期間 

当社のオンラインストアの利

用中に、ハイパーテキストト

ランスファープロトコル（セ

キュア）（HTTP(S)）を通じて

技術的に生成されるプロトコ

ルデータ（「HTTP データ」） 

IP アドレス、お客様のブ

ラウザの種類およびバー

ジョン、使用したオペレ

ーティングシステム、ア

クセスしたページ、訪問

する直前にアクセスした

サイト（リファラ

URL）、訪問日時 

データの提供は法律上または契

約上の要件ではなく、契約締結

に必要とされる要件でもありま

せん。データを提供する義務は

ありません。 

当社は、当該データが提供され

なかった場合、要求されたウェ

ブサイトのコンテンツを提供す

ることができません。 

セキュリティに関連する事由（例：DDoS 攻撃）が

生じない限り、データ主体を識別可能な形式で最長

7 日間サーバーのログファイルに格納されます。 

セキュリティに関連する事由がある場合、サーバー

のログファイルは、当該セキュリティ関連事由が消

滅し、完全に解明されるまで保管されます。 

売主である Global-e から当社

が取得する、お客様の購入に

関する情報（「注文デー

タ」） 

敬称、氏名、住所、メー

ルアドレス、購入した商

品に関する情報（明細、

商品番号、数量、寸法、

色、価格、通貨、注文番

号）、請求先および配送

先の住所のデータ、関連

する Global-e 物流センタ

ー、各購入日時、選択さ

データの提供は購入契約の締結

にあたって必要となります。 

当該データが提供されない場

合、当社のオンラインストアで

商品を注文することはできませ

ん。 

当社は、通常、お客様の注文が完全に処理されるま

で、つまり商品が発送されるまで、お客様のデータ

を保管します。 

当社は、当該データを法律上の請求権の成立、行使

または防禦のための証拠として、また法律上の紛争

があった場合にこれが終結するまで、上記のデータ

を保管します。 
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れた支払い方法、配送オ

プション、お客様の注文

の状況 

当社は、ドイツ商法又は税法に従い、最長10年間、

当該データを保管する義務を負っています。 

 

2. 個人データの処理の詳細 

個人データの処理の目的 処理対象となる個人デー

タのカテゴリー 

法的根拠および（該当がある場合は）

正当な利益 

取得者 

HTTP データは、オンラインストアの機能をウェ

ブサイト上で利用可能とするため、当社のウェブ

サーバーにおいて一時的に処理されます。 

HTTP データ GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な

利益とは、利益の均衡が図られた上

で、ユーザーから要求されたウェブサ

イトのコンテンツを提供することで

す。 

ホスティングプロバイダ

ー 

売主である Global-e と顧客との間で当社に代わっ

て購入契約を締結するため。これには、当社のオ

ンラインストアから Global-e の決済ページへのデ

ータの転送が含まれます。 

注文データ GDPR 第 6 条第 1 項(b)の「契約の履

行」および第 6 条第 1 項(f)。当社の正

当な利益とは、利益の均衡が図られた

上で、Global-e による購入契約の処理

を支援することです。 

フルフィルメントパート

ナー（Global-e）、ホス

ティングプロバイダー 

顧客と売主である Global-e との間で当社に代わっ

て締結された購入契約の注文管理のため。特に、

お客様が注文した商品を積み込む貨物の準備が含

まれます。 

注文データ GDPR 第 6 条第 1 項(b)の「契約の履

行」および第 6 条第 1 項(f)。当社の正

当な利益とは、利益の均衡が図られた

上で、Global-e による購入契約の処理

を支援することです。 

フルフィルメントパート

ナー（Global-e）、ホス

ティングプロバイダー  

売主である Global-e から商品を購入した顧客に対

し、Global-e が HUGO BOSS に代わってカスタマー

ケアを提供するため。これには、返品および返金

に関するサポートが含まれます。 

注文データ GDPR 第 6 条第 1 項(b)の「契約の履

行」および第 6 条第 1 項(f)。当社の正

当な利益とは、利益の均衡が図られた

上で、Global-e による購入契約の処理

を支援することです。 

フルフィルメントパート

ナー（Global-e）、ホス

ティングプロバイダー 

法律上の請求権の成立、行使または防禦のための

証拠として保管および処理するため。 

注文データ GDPR 第 6 条第 1 項(f)。当社の正当な

利益とは、利益の均衡が図られた上

ホスティングプロバイダ

ー 
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で、法律上の請求権を成立させ、行使

し、または防禦することです。 

   

 GDPR 第 22 条でいうところの自動化された意思決定は行われません。  

3. 個人データの取得者ならびに EEA 域外の国々および／または国際組織への個人データの転送に関する詳細 

取得者 取得者の所在地 EEA 域外の国々および／または国際組織への転送に対する妥当性

の判断または適切もしくは相当の保護策 

ホスティングプロバイダー、E メールサービスプ

ロバイダー、決済代行業者、宅配業者、回収業

者、住所検証サービス業者、フルフィルメントパ

ートナー（Global-e） 

欧州 - 

 

D. 本プライバシーポリシーの発効日および変更 

本プライバシーポリシーは直ちに発効します。 

技術開発および／または法律上もしくは規制上の要件の変更により、本プライバシーポリシーの改定が必要となることがあります。 

本プライバシーポリシーの最新版はいつでも www.hugoboss.com/jp で入手することができます。 

 

 

 

 

  

http://www.hugoboss.com/jp

