1.個人情報保護概要
一般的なご案内
当社ウェブページをご利用いただく際にお客様の個人情報がどのように取り扱われ
るかについての概要を下記にご説明いたします。個人情報とはそれによってお客様
個人が特定されるデータ全てを指します。個人情報保護についての詳細は下記の個
人情報保護方針をご参照ください。
当社ウェブサイト上のデータ収集
当社ウェブサイト上のデータ収集責任者について。
このウェブサイト上のデータ処理はウェブサイト運営者が行います。連絡先はこの
ウェブサイト管理者の欄をご覧ください。
お客様データ収集方法
まず、お客様のデータはお客様が当社に伝えることによって収集されます。これは、
例えば、お客様が問い合わせフォームに入力するデータです。
また、お客様がウェブサイトをご利用になる際に当社の IT システムが自動的に収集
するデータもあります。これは、特に技術的データ（例：インターネットブラウザ、
オペレーティングシステム、または、ページが開かれた時刻）です。これらのデー
タ収集はお客様が当社のウェブサイトを開くと即自動的に行われます。
お客様データの利用目的
データの一部はウェブサイトが支障なく運営されることを保障するために収集され
ます。また、お客様の利用状況を把握するために使用されるデータもあります。
お客様がお客様データについて持つ権利
当社保有のお客様ご自身の個人情報の情報元、受信者、目的についての情報を随時
無償で受け取ることができます。さらに、お客様はこれらの情報の訂正、利用の停
止、消去を要求する権利を有します。これについて、また、個人情報保護に関する
他の質問については、お客様はウェブサイト管理人欄に掲載の住所を元に随時当社
に対してご連絡いただけます。その他、お客様は担当監視当局に異議申し立てを行
う権利を有します。

第三者提供者による分析ツールおよびツール
当社のウェブサイトをご利用になるとお客様のネット上の動作が統計的に記録され
ます。これは主にクッキーおよびいわゆる分析プログラムによって行われます。お
客様のネット上の動作の分析は通常匿名で行われます。ネット上の動作からお客様
が特定されることはありません。この分析に異議を唱えること、または、これを一
定のツールを使用しないことによって回避することができます。これについての詳
細は当社の個人情報保護方針「第三者モジュールおよび分析ツール」をご参照くだ
さい。
この分析に異議を唱えることができます。異議を唱えることについては個人情報保
護方針でお知らせします。
2.基本的なご案内と必要情報
個人情報保護
このサイトの運営者はお客様の個人情報を保護することに真剣に対応いたします。
当社はお客様の個人情報を機密に、そして個人情報保護法およびこの個人情報保護
方針に沿って取り扱います。
お客様がこのウェブサイトをご利用になる時、様々な個人情報が収集されます。個
人情報とはそれによってお客様が特定されるデータ全てを指します。本個人情報保
護方針は、当社がどの情報を収集し、またその情報を何のために利用するかを述べ
るものです。また、これはそれがどのように、そしてどの目的で行われるかも述べ
ています。
インターネットにおけるデータ伝送（例：E メールによる通信）の際に安全を脅かす
危険があるのでご注意ください。第三者によるアクセスからデータを完全に保護す
ることは不可能です。
責任者への通知
このウェブサイトのデータ処理責任者は下記の通りです：
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr.2
55116 Mainz
Tel.: +49 (0)6131-144 73-0

Fax: +49(0)6131-231675
E メール：archiv@kabarett.de
責任者は単独または他者と共同で個人情報（例：名前、E メールアドレス等）処理の
目的と手段について決定する自然人または法人です。
お客様のデータ処理のための同意の取消
多くのデータ処理手続きにはお客様の同意が必須です。お客様はすでに行った同意
を随時取消すことができます。E メールで当社にご連絡いただくだけでそれが可能で
す。取消までに行われたデータ処理の合法性は取消によって変わるものではありま
せん。
担当監視当局における異議申し立て
個人情報保護法違反があった場合、当該者は担当監視当局に異議申し立てを行う権
利を有します。個人情報保護法に関する問題の担当監視当局は当社が拠点を置く連
邦州の個人情報保護担当局です。個人情報保護担当局とその連絡先のリストは以下
のリンクをご覧ください：
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
データポータビリティ権
お客様は、当社がお客様の同意に基づいて、あるいは契約締結によって、自動的に
処理するデータを、ご自身または第三者に一般的な機器で読み取り可能なフォーマ
ットで移転させる権利を有します。お客様がデータの直接的な移転を他の責任者に
求めることに関しては、技術的に可能である場合に限って行われます。
SSL または TLS 暗号化
このサイトは安全のために、また、例えばお客様がサイト運営者の当社に送信した
注文または問い合わせのような機密コンテンツの伝送を保護するために、SSL または
TLS 暗号を利用しています。暗号化された接続は、ブラウザのアドレス行が“http://”
から“https://” に変わり、お客様のブラウザ行にある鍵マークによってお客様を認
識します。
SSL または TLS 暗号化が有効になると、お客様が当社に伝送したデータが第三者によ
って読まれることができなくなります。

情報、利用の停止、消去
お客様は、有効法規の枠内で、随時、当社保有のお客様データの情報元と受信者、
そしてデータ処理の目的についての無償の情報を得る権利を有し、必要に応じてこ
のデータの訂正、利用の停止、または、消去についての権利を有します。これにつ
いて、並びに、個人情報に関する他の質問については、お客様はウェブサイト管理
人欄に掲載の住所を元に随時当社に対してご連絡いただけます。
広告メール取消
サイト管理人義務の枠内で公開されている連絡先が明示的に要求されていない広告
と情報資料の送信のために利用される場合、その利用を取消します。サイト運営者
は迷惑メール等による望まれない広告が送信されてくる場合、明示的に法的手順を
取る権利を保持します。
3.当社ウェブサイト上のデータ収集
クッキー
インターネットサイトは一部いわゆるクッキーを使用しています。クッキーはお客
様のコンピュータに何の害も与えず、ヴィールスも含むものではありません。クッ
キーは当社の提供サービスを使いやすく、効果的に、また安全にすることに役立つ
ものです。クッキーはあなたのコンピュータにファイルされ、ブラウザが保存する
小さなテキストデータです。
当社が使用するクッキーの多くは、いわゆる「セッションクッキー」です。これは
お客様の利用が終了した後に自動的に消去されます。他のクッキーはお客様が消去
するまでお客様の最終機器に保存されて残ります。このクッキーは当社にお客様の
ブラウザを次のご利用の際に再認識させてくれます。
お客様はブラウザを、クッキーのセットについて知らせを受けたり、一回ずつクッ
キーを許可するようにしたり、ある決まった場合に許可したり、また、全般に不許
可にしたり、ブラウザを閉じる時に自動的に取消されるように設定することができ
ます。クッキーを無効にすると、このウェブサイトの機能性が制限を受けることが
あります。
電子通信手続きの実行のために、あるいは、お客様がご希望のある決まった機能
（例：買い物かご）のために必要なクッキーは Art. 6

Abs. 1 lit. f DSGVO を基礎として保存されています。ウェブサイト運営者にとって提供
サービスを技術的に完璧且つ最適に行うためにクッキー保存は正当な関心事です。
その他のクッキー（例：お客様のネット上動作分析のためのクッキー）は保存され
る限り、この個人情報保護方針の中で別に取り扱われます。
サーバログデータ
サイトのプロバイダはお客様のブラウザが自動的に当社に伝送するいわゆるサーバ
ログデータに自動的に情報を収集し保存します。コンテンツ：
・ブラウザタイプとブラウザバージョン
・使用オペレーションシステム
・リファラ URL
・アクセスコンピュータのホストネーム
・サーバリクエストの時刻
・IP アドレス
これらのデータを他のデータ元とまとめることは行われません。
データ処理のための基礎は Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO です。これは契約、または、前契
約処置を履行するためのデータ処理を許可しています。
問い合わせフォーム
お客様が当社に問い合わせフォームでご連絡になる場合、問い合わせフォームにお
客様が記入した事項は、連絡先データを含め、コンテンツ処理のためとそれに続く
問い合わせがある場合のために当社に保存されます。これらのデータを当社がお客
様の同意なしで譲渡することはありません。
問い合わせフォームに入力されたデータの処理はお客様の同意に基づいてのみ行わ
れます(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)。お客様はこの同意を随時取消すことができます。E
メールで当社にご連絡いただくだけでそれが可能です。取消までに行われたデータ
処理手続きの合法性は取消によって変わるものではありません。

問い合わせフォームにお客様によって入力されたデータは、お客様が当社に消去を
求め、保存のためのお客様の同意を取消す、または、データ保存のための目的が消
失する（例：お客様の問い合わせの処理が終了した後）まで、当社に残ります。強
制法規 - 特に保存期限 - に変更はありません。
データ処理（お客様と契約データ）
当社は個人情報を、根拠、コンテンツの形成または法的事情の変更のために必要な
場合に限って、収集し、処理し、利用します（構成データ）。これはデータ処理を
契約または前契約処置を履行するために許可する Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO を基礎とし
て行われます。当社インターネットサイトの利用データについての個人情報を、当
社は、これがユーザーにサービスの利用を可能にする、または、精算するために必
要な場合に限って、収集し、処理し、そして利用します。
収集したお客様データは注文完了、または、業務関係が終了した後に消去されます。
法的保存期限に変更があるものではありません。
4.ソーシャルメディア
コンテンツはプラグイン（Facebook、Google+1、Twitter & Co.）によってシェアされ
ます。
当社サイトのコンテンツは、Facebook、Twitter、 Google+といったソーシャルネッ
トワークでデータ保護適合性に沿ってシェアされます。
ユーザーがソーシャルネットワークの一つに登録されている場合、Facebook、
Google+1、Twitter & Co.のソーシャルボタンを利用すると、ユーザーが送信前にテキ
ストを確認できる情報ウィンドウが現れます。
当社のユーザーはこのサイトのコンテンツを、ネット上の全動作プロフィールがネ
ットワーク運営者によって作成されることなく、個人情報保護適合性に沿ってソー
シャルネットワークでシェアすることができます。
Google+プラグイン
当社サイトは Google+の機能を利用しています。提供者：Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
情報の検出と譲渡： Google+プラットフォームを使うと世界中に情報を公開すること
ができます。Google+プラットフォームによってお客様や他のユーザーは Google と

当社パートナーの個人化されたコンテンツを受け取ります。Google はお客様がコン
テンツに+1 を与えたという情報とお客様が+1 をクリックした際にご覧になったサイ
トについての情報と共に保存します。お客様の+1 は通知としてお客様のプロフィー
ル名と写真と共に Google サービスにおいて、検索結果または Google プロフィール
またはウェブサイトの他の箇所やインターネットの広告のように表示されます。
Google はお客様や他の方たちのために Google サービスを改善するために、お客様
の+1 アクティビティについての情報を記録します。Google プラットフォームを使用
するためには世界中が見ることができる、少なくともプロフィール用に選んだ名前
を含んだ公式 Google プロフィールが必要です。この名前は全ての Google サービス
で使用されます。場合によってはこの名前をお客様が Google アカウントを通してコ
ンテンツをシェアする場合に使用した他の名前と変えることができます。お客様の
Google プロフィールのアイデンティティは、お客様の E メールアドレスを知ってお
り、お客様の確認情報を持っているユーザーに対して、表示されることができます。
検出された情報の使用：上記に説明された使用目的の他に、お客様によって提供さ
れた情報は有効 Google 個人情報保護規程に従って使われます。Google はユーザー
の+1 アクティビティについて編集した統計を公開する、または、これをユーザーと
出版社、広告会社、またはリンクされたウェブサイトといったパートナーに譲渡す
ることがあります。
5.プラグインおよびツール
Google Web Fonts
このサイトは文字の種類を統一して表示するために Google 提供のいわゆるウェブフ
ォントを使用しています。このサイトを呼び起こす際にお客様のブラウザはテキス
トと文字の種類を正確に表示するために必要なウェブフォントをブラウザキャッシ
ュにロードします。
この目的のためにお客様が使用するブラウザは Google のサーバへの接続を行わなけ
ればなりません。これによって Google はお客様の IP アドレスを通して当社のウェ
ブサイトが呼び起こされたことを知ることができます。Google Web Fonts の利用は
当社のオンライン提供品の統一した見やすい表示を可能にします。これは Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO が意図するものです。
お客様のブラウザが Google Web Fonts をサポートしない場合は、お客様のコンピュ
ータによる標準文字が使われます。

Google Web Fonts についての詳細は下記のリンク：
https://developers.google.com/fonts/faq または、Google の個人情報保護方針の下記の
リンクをご覧ください： https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
このサイトは API を通して Google Maps 地図サービスを使用します。提供者：
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Maps 機能の使用のためにはお客様の IP アドレスを保存することが必要です。
この情報は通常アメリカの Google のサーバに伝送され、そこで保存されます。この
サイトの提供者はこのデータ伝送に何の影響も持ちません。
Google Maps 利用は当社のオンライン提供品の表示を見やすくするためと当社によ
るウェブサイトに掲載された場所を見つけ安くするために行われます。これは Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO が意図するものです。
ユーザーデータの取り扱いについての詳細は下記の Google 個人情報保護方針をご覧
ください：https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
YouTube
ビデオコンテンツの取り入れと表示のためにはこのウェブサイトはこの YouTube の
ウェブサイトプラグインを使用しています。ビデオポータル提供者：YouTube： LLC,
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.ビデオを呼び起こし、それによって接続し
た YoutTube プラグインは YouTube のサーバに接続します。YouTube はこれによっ
て呼びかけを知ります。YouTube はお客様のネット上の動作を直接お客様のプロフ
ィールに編入します。YouTube の利用は当社のオンライン提供品の見やすい表示を
可能にします。これは Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO が意図するものです。
ユーザーデータの取り扱いについての詳細は YouTube の個人情報保護方針をご覧く
ださい。また、リンクをクリックするとお客様は YouTube にお客様のご出身を伝え
ることにもなります。
6.その他の詳細と問い合わせ
その他にも「個人情報保護」に関してご質問がある場合は、当社にご連絡ください。
連絡先は当社のネット管理人欄をご参照ください。

