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YOUR PRIVACY


We collect personal information about you (including the information you provide in this Overseas
Travel Accident Insurance Claim Form) to enable us to assess your claim and related purposes. We will,
where relevant, disclose your personal information (other than sensitive information, such as information
about your health) to our service providers (including loss adjusters and investigators) and other
businesses and authorities we work with for this purpose. In some cases, we may need to share your
information with our related companies overseas, including our head office in Japan.



Where relevant, to assess your claim we will also disclose personal information collected from you,
including sensitive information about you (such as information about your health), to medical
practitioners, other health professionals, legal representatives and other consultants we use to help us
assess your claim. In some cases, we may need to share sensitive information about you with our related
companies overseas, including our head office in Japan. By signing this Overseas Travel Accident
Insurance Claim From, you consent to those organizations and other professionals collecting, and
us disclosing, sensitive information about you for this purpose.



A list of the type of our service providers, key business alliances and the consultants we commonly use is
available on request.



If you do not provide the requested information or consent to its collection and disclosure as described
above, the assessment of your claim may be delayed or we may not be able to assess your claim.



We may also disclose personal information about you where we are required or permitted to do so by
law.



In most cases, on request, we will give you access to the personal information we hold about you. Where
we are unable to grant you access, we will tell you why.



This Privacy Statement should be read in conjunction with our Privacy Policy. A full copy of our Privacy
Policy can be located on our website at www.tokiomarine.com.au or available upon request by
contacting our Privacy Officer at the details contained below in this Statement.



If you would like to find out more about our information handling practices, you can contact us by
telephone on 02 9232 2833, or write to “The Privacy Officer” at Tokio Marine Management
(Australasia) Pty. Ltd., GPO Box 4616, Sydney, NSW, 2001. Please provide details of your policy
number/s and/or claim number where known.

[翻訳]
＊本通知の原文は英語です。この日本語訳は原文からの翻訳にすぎません。
貴殿のプライバシー

・

私共は、貴殿に関する個人情報（海外旅行保険金請求書上にて貴殿が提供した情報を含み
ます。）を、貴殿による請求の査定及びこれに関連する目的のために、収集致します。私
共は、必要な場合には、貴殿の個人情報（貴殿の健康に関する情報のようなセンシティブ
な情報を除きます。）を、私共に対する業務提供者（損害査定人や損害調査人を含みま
す。）、及び上記目的のために私共と業務を行う他の業者及び関係官庁に開示致します。
私共は、場合により、貴殿の個人情報を、日本の本社を含め、海外にある私共の関連会社
と共有することがあります。

・

私共は、必要な場合には、貴殿による請求を査定するため、貴殿に関するセンシティブな
情報（貴殿の健康に関する情報のような情報）を含め、貴殿から収集した個人情報を、私
たちが貴殿の請求の査定をお手伝い頂くため利用している医療専門家、保健医療に関する
他の専門家、法律上の代理人、及びその他のコンサルタントに開示することもあります。
私共は、場合により、貴殿のセンシティブな情報を、日本の本社を含め、海外にある私共
の関連会社と共有することがあります。貴殿は、海外旅行保険金請求書にご署名頂く事に
より、上記目的のため、貴殿に関するセンシティブな情報を、これらの組織や他の専門家
が収集し、また、私共が開示することに同意するものです。

・

私共が一般に利用している業務提供者、主要な業務提携先、及びコンサルタントの類型の
一覧は、ご要望により入手することができます。

・

貴殿が、提供の依頼を受けた情報を提供しない場合、又は、上記に記載された収集や開示
について同意をしない場合には、貴殿の請求の査定が遅延したり、査定ができなくなった
りすることがあります。

・

私共は、法律により貴殿に関する個人情報の開示を要求され又は許される場合には、開示
することができるものとします。

・

私共は、多くの場合には、ご要望に応じ、私たちが保有している貴殿に関する個人情報に
貴殿がアクセスすることを認めます。私たちは、貴殿によるアクセスを認めることができ
ない場合には、貴殿に対し、その理由をお伝え致します。

・

このプライバシー保護声明は、東京海上の個人情報保護方針とあわせてお読みください。私共の
個人情報保護方針のすべてが記載された複製は、弊社ウェブサイト www.tokiomarine.com.au か
らのアクセス、または本声明中の以下の箇所に記載されている連絡先にて私共の個人情報取り扱
い担当者、「プライバシーオフィサー」に連絡のうえ請求することで、入手できます。

・

貴殿は、私共の情報の取り扱い運用についてさらに知りたい場合には、02-9232-2833 にお
電話を頂くか、TOKIO MARINE MANAGEMENT (AUSTRALASIA) PTY. LTD. 「プライバ
シーオフィサー」(GPO Box 4616, Sydney, NSW 2001) 宛にお手紙をご送付頂くことによ
り、私たちと連絡を取ることができます。ご存知であれば、貴殿の保険契約番号及びクレ
ーム番号の詳細をお伝え下さい。

