
TSUTAYA TV for eo利用規約 

 
本規約は、株式会社 TSUTAYA（以下「当社」といいます）が提供する動画配信サ－ビス

「TSUTAYA TV for eo」（以下「本サービス」といいます）に関して、当社と第 3条に定め

る利用登録者（以下「利用登録者」といいます）との間の一切の関係に適用されます。 

第 1条 (動画配信サービス) 

1．本サービスとは、本サービスにかかわるウェブページ（以下「本サイト」といいます）

を通じて提供する映像作品の配信サービス、また、これに付随したサービスをいいます。 

2．本サービスの映像作品の利用方法は、以下のとおりとします。 

(1)視聴可能期間が設けられたストリーミングおよびダウンロード方式（以下「レンタル方

式」といいます） 

① レンタル方式で利用された映像作品は、「レンタル中・購入済みリスト」に登録されます。 

② ダウンロードは本サービス対応映像端末機器のうち、一部のアンドロイド端末および

iOS端末にのみ可能です。 

(2)視聴可能期間制限のないストリーミングおよびダウンロード方式（以下「購入方式」と

いいます） 

① 購入方式で利用された映像作品も、「レンタル中・購入済みリスト」に登録されます。 

② ダウンロードは本サービス対応映像端末機器のうち、一部のアンドロイド端末および

iOS端末にのみ可能です。 

3．当社は、当社または本サービスの営業を代行する者である株式会社オプテージ（以下「営

業代行者」といいます）が本サイトにて随時利用登録者に告知するサービスガイドおよびヘ

ルプ、よくある質問等の諸規定（以下「諸規定」といいます）に定める方法で当社または営

業代行者が指定する映像端末機器に限り配信するものとします。 

4．当社は、映像作品の利用受付、利用登録者の登録情報の変更、テレビ視聴用パスワード

の変更、利用登録の休止または解除の受付・処理を完了した場合、利用登録者に本サイト上

にて通知するものとします。 

第 2条 (本規約の範囲と変更) 

1．諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。 

2．当社は、利用登録者の承諾を得ることなく、利用者の一般の利益に適合する場合のほか、

社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、本サービスに関する

事情の変化その他相当の理由があると認められる場合には、本サービスの目的の範囲内で、

本サービスの内容や利用料金の改定を含む、本規約の変更をいつでも行うことができます。 

3．当社は、前項の定めに基づき本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容を、本サイ

ト掲出またはその他当社が適当と判断する方法により、利用登録者に通知するものとし、こ



の周知の際に定める一定の期間 を経過した日から、変更後の利用規約は適用されるものと

します。 

第 3条 (利用登録者) 

1．利用登録者とは、当社が本サイト上に定める方法により、本規約に定める事項につき同

意の上、本サービスの利用を申し込み、当社により本サービスの利用を承認された、利用登

録を解除していない者をいいます。 

2．利用登録者は、本サービスの利用に関して全て本規約に従うものとします。 

3. 当社が別途運営する、「TSUTAYA TV」サービスなどの他の TSUTAYA TVの名称を冠し

たサービス（以下「TTV サービス等」といいます）に利用登録をすでになされている方に

つきましても、本サービスをご利用になる場合は、別途本サービスの利用登録が必要です。 

第 4条 (利用登録条件と利用登録の非承認) 

1．次の各号いずれかに該当する方は、当社の利用登録者になることはできません。 

(1)利用登録申込時に営業代行者の有効な eoIDを保有されていない方 

(2)営業代行者のプロバイダ料金に合算する支払い手段でない方 

(3) 本規約にご同意いただいていない方 

2．当社は、利用登録申込者が次の各号いずれかに該当する場合、利用登録を承認しないこ

とがあります。 

(1) 日本在住でない方または映像作品の配信先が国内でない方 

(2) 利用登録申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったことが判明した場合 

(3) 過去に本規約または TTV サービス等の利用規約違反などにより強制的に利用登録を解

除されていることが判明した場合 

(4) 過去に本サービスまたは TTV サービス等の利用料金等の支払債務の履行を遅滞し、ま

たは支払を拒絶したことがある場合 

(5) その他当社が利用登録者として不適当と判断した場合 

3．当社は、利用登録者が第 1項または前項各号のいずれかに該当することが利用登録承認

後に判明した場合、利用登録者資格の一時停止または利用登録の強制解除を行うことがで

きるものとします。 

第 5条 (利用の準備) 

利用登録者は、自己の費用および責任において、本サービスを利用するために必要な映像端

末機器、ソフトウェア、通信機器、ハードウェア等の調達、並びにインターネット接続に必

要な契約の締結等の準備を行うものとします。 

第 6条 (利用登録者の識別方法) 



1．本サービスは、利用登録者の有する eoIDとパスワード（以下「eoパスワード」といい

ます）の組み合わせによって利用登録者を識別します。利用登録者は、この eoID と eo パ

スワードの組み合わせを使用することで、本サービスの利用が可能になります。 

2．利用者登録完了に伴い付与されたテレビ視聴用番号とテレビ視聴用パスワードを入力し

ても、本サービスはご利用になれません。テレビ視聴用番号とテレビ視聴用パスワードは、

当社カスタマーセンターへの問い合わせ時に必要となります。 

3．TTVサービス等の IDとパスワードの組み合わせではご利用になれません。 

第 7条 (パスワードの管理と責任) 

1．利用登録者は、自己の eo パスワード及びテレビ視聴用パスワードを第三者に譲渡また

は質入れし、使用させることができません。 

2．利用登録者は、自己の eo パスワード及びテレビ視聴用パスワードの管理と使用につい

て一切の責任を負い、当該パスワードの使用による本サービスの利用については、それが自

己によるものと第三者によるものとを問わず、その使用に関わる一切の債務を支払うもの

とします。当該パスワードの第三者の使用により当該利用登録者が損害を被った場合にも、

当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は、一切の責任を負いません。 

3．利用登録者は、テレビ視聴用パスワードを失念した場合、諸規定に定められた方法で当

社に届け出るものとします。 

第 8条 (利用料金と支払方法) 

1．本サービスの利用料金とその算出方法は、映像作品毎の利用画面に表示する料金、諸規

定に定められたプランまたはオプションの内容に従います。 

2．本サービスの利用料金は、視聴する権利を得た映像作品毎、諸規定に定められたプラン

毎またはオプション別に料金が発生します。 

3．本サービスの利用料金は、別途諸規定に定められた方法で支払うものとします。なお、

一旦支払われた本サービスの利用料金は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、返

金いたしません。 

第 9条（無料お試しについて） 

1．本サービスでは、当社が諸規定に定めるプランに新規登録する利用登録者に対して、無

料お試しキャンペーンを行う場合があります。 

2．無料お試し期間は、利用登録者の無料お試しへの申込日当日から開始されます。無料お

試し期間の最終日までに解約のお申し出がない場合、本サービスを継続して利用する意思

があるものとみなし、無料お試し期間経過後、有料サービスへ自動移行するとともにプラン

の月額料金の課金が発生します。 

3．無料お試し利用は、お 1人様につき 1回限りです。同一利用登録者において無料お試し



の重複利用が判明した場合、当社は利用登録者に対して当該重複利用期間の利用料金を全

額請求し、利用登録者はこれを支払うものとします。また、当社の判断により、以降の本サ

ービスの利用をお断りする場合があります。 

第 10条 （プランまたはオプションの解約について） 

1．利用登録者は、プランまたはオプションの解約を希望する場合、諸規定に定められた方

法で手続きを行うものとします。 

2．プランまたはオプションへの加入は、利用登録者のプランの申込日（無料お試し期間が

ある場合は無料お試し期間最終日の翌日）の翌月の応当日（以下「応当日」といいます）の

前々日までに解約の申し出がない場合は自動的に継続され、翌月以降も当該プランまたは

オプションの内容に応じた料金の課金が発生します。 

3．利用者がプランまたはオプションを解約した場合、解約を申し出た日から前項の応当日

の前日までは引き続き映像作品の視聴が可能です。但し、本サービスの利用登録を解除した

場合または強制解除された場合には、配信・視聴を停止されます。また、その料金について

は払い戻しを行いません。 

4．当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、利用者のプラン・オプションの

解約、または本サービスの利用登録の解除により、既に発生した料金その他の債務を免除す

ることまたは払い戻しを行うことは一切ありません。 

 
第11条 (PINコード) 

1．利用登録者は、映像プリペイドカードまたは各種キャンペーンで配布されるPINコード

カードおよび電子メール等に記載のPINコード（英数字）を入力することでも、映像作品を

視聴することができます。 

2．利用登録者は、本規約並びに映像プリペイドカード及び各種キャンペーンの注記事項・

サービスガイド・利用に関するヘルプ等の諸規定を確認の上、PINコードを利用するものと

します。 

3．PINコードの有効期間は、各PINコードによって異なります。利用登録者は、各PINコー

ドの有効期間をご確認のうえ、当該期間内にPINコードを入力するものとします。なお、2

回目以降はPINコードの入力は必要ありません。 

4．いかなる理由であっても、PINコードの再発行、返金および補償等はいたしません。 

第 12条 (利用登録者登録内容の変更) 

1．利用登録者は、当社への利用登録者登録内容（以下「登録内容」といいます）に変更が

生じた場合には、直ちに諸規定に定められた方法で登録内容を変更するものとします。 

2．利用登録者は、前項の登録内容の変更を怠ったために当社に損害を生じさせた場合、そ

の損害を賠償する責任を負担するものとします。 



3．当社は、利用登録者が第 1項の登録内容の変更を怠ったために利用登録者に不利益が生

じることがあっても、理由を問わず一切の責任を負いません。 

第 13条 (利用登録の解除) 

1．利用登録者は、本サービスの利用登録の解除を希望する場合、諸規定に定められた方法

で手続きを行うものとします。 

2．利用登録者が利用登録を解除した場合、もしくは第 19条（利用登録の強制解除）に基づ

き解除された場合には、利用した映像作品の視聴期間内であっても、当該映像作品の配信・

視聴を停止されます。また、その料金については払い戻しを行いません。 

3．当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の利用登録の解除により、

既に発生した料金その他の債務を免除することまたは払い戻しを行うことは一切ありませ

ん。 

第 14条 (配信された映像作品の視聴可能期間) 

配信された映像作品の視聴可能期間は、それぞれ以下のとおりとします。 

(1)レンタル方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から当該映像作品の利用画面等にて定められた期

間を経過する時まで 

(2)購入方式 

映像作品の利用料金の決済が完了した時から無期限（※次条参照） 

第 15条 (購入方式における無期限) 

1. 当社は、映像権利者（第 17条第 1項に規定）から映像作品の配信につき無期限の許諾を

得ることを前提としておりますが、やむを得ない事情により、映像作品の提供を継続できな

くなる場合があります。（例：映像権利者との間で映像作品の配信の権利につき許諾の更新

が出来なかった場合、映像作品の内容に問題が発見された場合等）その場合、利用登録者は、

購入方式で利用した視聴可能期間が無期限の映像作品であっても、当該映像作品をストリ

ーミングにより視聴またはダウンロードできなくなります。なお、当社は、その旨を事前に

利用登録者へ通知いたします。 

2. 利用登録者は、前項の事態が発生した場合、該当の映像作品を Android端末または iOS

端末に自身でダウンロードする退避措置をとることができます。当該措置を取らなかった

場合、または退避措置可能な端末を所有していない場合は、当該映像作品を視聴できなくな

ることを利用登録者は予め承諾するものとします。 

3. 当社は、本条に定める事由により利用登録者が被ったいかなる損害に対しても、当社が

第 1条なお書きに定める通知を怠った場合を除き、一切の責任を負いません。 



第 16条（マルチスクリーンサービス） 

1．利用登録者は、レンタル方式または購入方式で視聴する権利を得た映像作品を諸規定に

定められた台数までの映像端末機器で視聴することができます。ただし、同時に再生できる

のは映像端末機器１台までとします。 

2．本サービス対応映像端末機器のうち、テレビ、レコーダーその他諸規定に定める映像端

末機器（以下「TV等利用登録機器」といいます）で本サービスの利用登録をされた利用登

録者が、TV 等利用登録機器以外の映像端末機器（PC やスマートフォン等）で映像作品を

視聴される場合は、新たに以下の情報の登録が必要となります。 

・氏名 

・メールアドレス 

第 17条 (配信された映像作品について) 

1．利用登録者が当社から提供される映像作品は、当社がコンテンツプロバイダ、コンテン

ツプロバイダのライセンサ―または著作権保有者（以下「映像権利者」といいます）から許

諾を受けており、著作権法で保護されています。当社は利用登録者に対して映像作品に関す

るいかなる権利をも譲渡するものではありません。映像作品に関するすべての権利は映像

権利者に帰属するものです。 

2．利用登録者は、本サービスを通じて配信された映像作品に対し、次の各号に定める事項

を行ってはいけません。また、本サービスを通じて配信された映像作品を、次の各号で定め

る目的または方法により使用することができません。 

(1) 方法のいかんを問わず編集・改変すること 

(2) 施されている複製制限や再送信制限等の技術的保護手段、暗号化技術およびコピーガー

ド技術を解除する、改変する、減衰するまたは無効化すること 

(3) 譲渡または質入その他担保に供すること 

(4) 技術的保護手段の回避等により複製すること 

(5) 放送、有線放送、公の上映または自己の営業等に使用すること 

(6) 転貸または第三者に配信、提供もしくは使用させること 

(7) その他自己の私的視聴外の目的に使用すること 

(8) 成人向けの映像作品を満 18歳未満の利用登録者が視聴すること 

(9) 前各号の行為を試みること 

第 18条 (作品情報およびデータ等の使用の禁止) 

1．利用登録者は、本サイトに掲載される作品情報その他当社が提供する情報・データ等（以

下「データ等」といいます）を、著作権法で認められた私的利用の範囲を越えて利用するこ

とができません。 

2．当社は、当社が提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に



関して一切保証いたしません。 

第 19条 (利用登録の強制解除) 

1．利用登録者が、次の各号のいずれかに該当すると当社が認めた場合、当社は、当該利用

登録者に対する何等の事前の催告・通知なく、利用登録を一時停止するまたは強制解除する

ことができるものとします。 

(1) 本サイトのサーバー（以下「サーバー」といいます）の不正利用またはサーバーに保存

されたデータの改ざんを行った場合 

(2) 他の利用登録者の eoパスワード又はテレビ視聴用パスワードを不正に使用した場合 

(3) 本サービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合 

(4) 利用登録者の指定した支払い手段の利用が停止させられた場合 

(5) 本規約に違反した場合 

(6) 第 4条第 2項に該当することが利用登録承認後に判明した場合 

(7) 本サービスを利用して、違法な行為を行った場合 

(8) 利用登録者に本サービスを提供する上で著しい支障がある、もしくは支障が生じる恐れ

があると当社が判断した場合（TTVサービス等にも利用登録されている利用登録者が、TTV

サービス等において強制解除された場合は、本号に該当します。） 

(9) 当社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「CCC」といいます）、CCC

グループ会社（CCC の連結子会社および持分法適用関連会社のことをいい、グループ会社

の社名とその事業内容については CCCのウェブサイトに掲載） および TSUTAYAフラン

チャイズチェーン加盟店を含むポイントプログラム参加企業の営業を妨げる行為、誹謗す

る行為を行った場合 

(10) その他当社が、利用登録者として不適当と判断した場合 

2．利用登録者は、強制解除されたときは、期限の利益を喪失し、退会までに発生した本サ

ービスの利用料金の支払い債務を一括して、直ちに支払うものとします。当社は、強制解除

するまでに利用登録者が支払った料金を一切払い戻しません。 

3．第 1項に該当する利用登録者の行為によって、当社が損害を受けたときは、利用登録者

資格の一時停止または強制解除の如何にかかわらず、当社は、利用登録者に対してかかる損

害の賠償を請求できるものとします。 

第 20条 (免責事項) 

当社は、以下の事由により利用登録者が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず

一切の責任を負いません。なお、以下の事由により利用登録者に発生した支払い義務は免除

されず、既に決済が行われた料金は返金しません。 

(1) 当社の責めに帰すべき事由によらずに、映像作品の配信ができない場合 

(2) 第 15 条に定める事由により利用登録者が購入方式で利用した映像作品を視聴できなく



なった場合 

(3) インターネットの通信環境、映像端末機器等、利用登録者の本サービス利用の環境によ

り映像作品の配信に問題が生じた場合 

(4) 本サイトへのアクセス集中により、一時的に利用登録者が希望する映像作品の配信がで

きない場合 

(5) 本サイトを経由して他サイトを利用した場合 

(6) 映像端末機器の故障によりダウンロードした映像作品が消失した場合 

(7) 利用登録者が本サービスの利用登録を解除せず、また、クイック購入機能またはペアレ

ンタルロック機能を解除せずに映像端末機器を第三者に譲渡または貸与した場合において、

設定済みのクイック購入機能またはペアレンタルロック機能を使用した本サービスの利用

を当該第三者が行なった場合 

(8) 第三者が利用登録者の暗証番号を利用して本サービスを利用した場合 

(9) 映像プリペイドカードを破損・汚損・紛失等した場合 

第 21条 (本サービスの中断) 

1．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断できるものとし

ます。 

(1) 本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合 

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態

により、本サービスの提供が通常通りできない場合 

(3) 本サービスの提供が、技術的に困難または不可能となった場合 

(4) その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合 

2．当社は、前項により、本サービスを中断するときは、あらかじめその旨を利用登録者に

通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知します。 

3．当社は、本サービスの中断や、システムおよび通信環境の障害などの発生により、利用

登録者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず一切の責任を負いません。 

第 22条 (本サービスの終了) 

1．当社は、やむを得ない場合その他本サービスの運営上の理由により、本サービスを終了

できるものとします。 

2．当社は、前項の規定により本サービスを終了するときは、あらかじめその旨を利用登録

者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合には、事後速やかに通知します。 

3．当社は、前項の手続きを経た場合、利用登録者が被ったいかなる損害についても、理由

を問わず一切の責任を負いません。 

第 23条（損害賠償の請求） 



利用登録者が本規約に反した行為または不正若しくは違法に本サービスを利用することに

より当社に損害を与えた場合、当社は当該利用登録者に対して相応の損害賠償の請求（弁護

士費用を含む）を行うものとします。 

第 24条 (利用登録者の個人情報) 

1．当社は、本サービスを運営するにあたり、以下の個人情報を取得します。 

(1) 利用登録者による本サービスの利用に関連して取得する情報 

氏名、メールアドレス、郵便番号、性別、生年月日、テレビ視聴用パスワード、本サイト上

の閲覧履歴・検索履歴等の行動履歴、TTV ポイントの付与・使用等に関する情報、その他

の本サービスの利用履歴情報等 

(2) 利用登録者が本サイトへアクセスしたことを契機として機械的に取得する情報 

・IPアドレス、ドメイン名 

・ブラウザの種類・バージョン、オペレーティングシステム・バージョン、使用言語、場所 

・端末情報（テレビ、PC、スマートフォン等の映像端末機器の機種情報、個体識別情報な

ど） 

(3) 利用登録者が、当社が主催あるいは共催するキャンペーンへ応募し、または当社に対し

その他のお取引を申し込んだ場合において、利用登録者の氏名、住所、電話番号、メールア

ドレスその他キャンペーンの実施またはその他のお取引に必要な情報 

(4) 当社が利用登録者よりご意見、ご要望、お問合せ等を受けた場合において、当該お問合

せ等の内容、氏名、メールアドレス、その他のお問合せ等への対応に必要な情報 

(5) テレビ視聴用番号等、個人別に付与された番号・記号その他の符号 

(6) その他当社が適法に取得または保有する個人情報 

2．当社は、本条第１項に定める個人情報を、当社の「個人情報保護方針

（ https://www.tsutaya-ltd.co.jp/privacy/index.html）」、「個人情報の取り扱いについて

（ https://www.tsutaya-ltd.co.jp/agreement/index.html）」および以下の条件に従って取り

扱うものとします。 

(1) 利用目的 

① 本サービスの提供、維持、保護および改善のため 

② ライフスタイル提案を目的とする利用登録者の情報分析（具体的には、利用登録者の趣

味・関心に応じて、どのような情報やサービス等を提供することが利用登録者へのサービス

の向上・改善等に効果的であるかを検討することにより、当社や他社のサービスや情報の内

容を充実・改善し、または、新しいサービスを提供することを目的として、利用登録者の個

人情報について、分析などを行うことを意味します。）のため 

③ 利用登録者に対して、電子メールその他の各種通知手段によって、ライフスタイル提案

をするため、本サービスおよびその他の当社運営のサービス上において、当社または当社が

適切と判断した企業のさまざまな商品情報やサービス情報その他の営業を案内し、または



情報を提供するため 

④ 本サービスまたはポイントサービスの変更の場合に、それぞれの後継サービスまたは後

継ポイントサービスへの引継やそれらに関連する業務を行うため 

⑤ キャンペーンの応募受付、景品の提供、その他の取引の履行のため 

⑥ 利用者からのご意見、ご要望、お問合せ等に対し適切に対応するため 

⑦ 不正利用の防止・調査のため 

⑧ 本条第３項に従って、CCCに情報を提供するため 

⑨ その他本サイトおよび本サービスの円滑な運営のため 

⑩ その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため 

※ 本サービスのご利用登録の解除後においても、当社は、上記⑥記載の利用目的のために、

当社取得個人情報を利用することができるものとします。 

(2) 第三者への提供 

当社は、本条第３項および法令等で定められた場合を除き、あらかじめご本人からご同意い

ただかない限り、第三者に個人情報を提供いたしません。 

(3) 外部委託 

当社は、機密保持契約を交わしたうえで、キャンペーンの景品の配送等、本サイトおよび本

サービスの運営に関する業務の一部を委託業者に委託することがあります。委託業者は、委

託業務を遂行するために必要な個人情報に接し、これを利用しますが、その業務以外の目的

で利用することはありません。当社は、個人情報の保護水準が、当社が設定する安全対策基

準を満たす事業者に限って、委託業者として選定し、当該個人情報の適切な管理、監督を行

います。 

(4) 個人情報の苦情・相談への対応 

利用者が自己の個人情報について、個人情報保護法その他関連法令に基づく利用目的の通

知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去または第三者への情報提供の停止を求める

場合には、「当社所定の方法」によりご請求ください。「当社所定の方法」については、当社

の「個人情報保護方針（https://www.tsutaya-ltd.co.jp/privacy/index.html ）」所定のお問合

せフォームよりお問い合わせください。 

3．当社は、本条第１項に定める個人情報を、CCCに対して、以下のとおり提供いたします。

利用登録者は、以下に記載する条件に従って、当社が個人情報を、CCC に対して提供する

ことについて、同意します。 

(1) 「提供する個人情報の項目」 

本条第１項に記載される個人情報の項目 

(2) 「提供された個人情報の利用目的」 

T会員規約第４条に記載される利用目的 

(3) 「提供の手段または方法」 

書面もしくは電磁的な方法による送付または送信 



(4) 「CCCへの個人情報の提供を停止する方法」 

本人の求めに応じて当該個人が識別される個人情報のCCCへの提供を停止することができ

ます。その場合のお手続きは、本条第２項第４号所定の方法と同様の方法となります。本項

に記載する当社取得個人情報の CCC への提供を停止するためには、第 11 条 (利用登録の

休止または解除)に定める本サービスご利用登録の解除手続きを行っていただく必要があり

ます。 

4．本条の記載内容にご同意いただけない場合には、本サービスご利用登録をお断りするこ

とや、ご利用登録完了後にご利用登録の解除の手続きをとらせていただくことがあります。 

第 25条（クッキー（Cookie）を利用した閲覧履歴等の収集・利用について） 

1．クッキーの利用 

当社は、本条第２項および第３項に定める事項を実施する目的のために、クッキーを利用し

ています。クッキーとは、サイト訪問者によるインターネットの効率的な利用のために、ど

のページを訪れたか等の情報を記録するファイルをいい、サイト訪問者個人を識別するこ

とはできません。 

2．閲覧履歴の分析 

当社は、サイト訪問者による本サイトおよび本サービスの閲覧履歴並びにサイト訪問者の

端末情報等を、下記の第三者が提供する各種機能によって、サービスの向上・改善、新規サ

ービスの検討のために収集し、利用しています。当社が当該機能を利用し、閲覧履歴や端末

情報等を収集することを希望しない方は、以下のURLからオプトアウト手続きを行ってく

ださい。 

・ Adobe Systems Software Ireland Ltd.   http://www.adobe.com/jp/privacy/opt-
out.html#4  
・Google Inc.  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
・株式会社ユーザーローカル https://ui.userlocal.jp/notice/ 
・株式会社ブレインパッド https://www.rtoaster.com/optout/ 
3．行動ターゲティング広告サービスの利用 

当社は、下記の第三者の提供するサービスを通じて本サイト上で広告を表示しており、その

ため、サイト訪問者個人を特定できない一定の情報を取得し、当該第三者へ送信しています。

本項のためのクッキーの利用を希望しないサイト訪問者は、以下のすべてのURLからオプ

トアウト手続きを行ってください。 

 

 

会社名 ターゲティング広告のプライバ

シーポリシー等の URL 

Cookie 設定を無効化するための

URL 



ヤフー株式会社 https://about.yahoo.co.jp/docs/i

nfo/terms/chapter1.html#cf2n

d 

https://btoptout.yahoo.co.jp/opto

ut/preferences.html 

グーグル合同会社 https://policies.google.com/pri

vacy?hl=ja 

https://support.google.com/ad

wordspolicy/answer/143465 

https://support.google.com/ad

words/answer/2549063 

https://support.google.com/accou

nts/answer/61416?co=GENIE.Pl

atform%3DDesktop&hl=ja 

株式会社サイバーエ

ージェント 
http://www.smalgo.jp/guideline/ http://www.adtdp.com/ 

Twitter.Inc https://twitter.com/ja/privacy https://help.twitter.com/ja/rules-

and-policies/twitter-cookies 

Facebook, Inc. https://www.facebook.com/abo

ut/privacy 

https://www.facebook.com/hel

p/769828729705201/  

https://www.facebook.com/policie

s/cookies/ 

Criteo https://www.criteo.com/jp/priv

acy/   

https://www.criteo.com/jp/privacy

/   

株式会社ギブリー https://givery.co.jp/privacy-

policy/ 

https://givery.co.jp/privacy/ 

https://synalio.com/optout 

株式会社ファンコミ

ュニケーションズ 
https://www.fancs.com/btapolic

y 

https://nend.net/privacy/explainop

tout#optout_operation 

デジタル・アドバタ

イジング・コンソー

シアム株式会社 

https://m.dac.co.jp/utility/audie

nceone-data/ 

https://m.dac.co.jp/utility/mark

etone-data/ 

https://feedback.impact-

ad.jp/optout 

http://a.one.impact-ad.jp/opt-out 

 

第 26条(準拠法、裁判管轄) 

本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスまたは本規約に関連して当社と利用登

録者の間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま

す。 

 
(附則) 
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