広告および Cookie に関する方針
弊社では一般的な追跡技術を使用しています
弊社は、お客さまが弊社のウェブサイトやサービスをご利用の際に、異なるウェブサイ
ト上で経時的にユーザーの個人情報を収集しています。また、同様の方法で第三者を通
じても個人情報を収集しています。弊社は、これを行うためにいくつかの追跡ツールを
使用しています。これらは、ブラウザ Cookie やデバイス ID もそのツールに含まれます。
また、ウェブビーコン、フラッシュ Cookie および類似する技術を使用する場合もあり
ます。

弊社は、様々な目的で追跡技術を使用します
弊社は、Cookie を含む追跡ツールを弊社のウェブサイト上で使用しています。Cookie
とは、お客さまが一定のウェブサイトにアクセスした際にダウンロードされる小さなフ
ァイルです。詳細については、www.allaboutcookies.org または www.youronlinechoices.eu
をご参照ください。上記ページでは、Cookie の管理・削除方法も記載されています。
弊社は、追跡ツールを以下の目的で使用しています。







新規または過去のお客さまの認識
弊社のウェブサイトに登録されたお客さまのパスワードの保存
弊社ウェブサイトの改善
法により許可される、興味や関心に基づく広告またはターゲティング広告の提供
（興味や関心に基づく広告の詳細は以下をご参照ください）
法により許可される、複数のウェブサイトまたはその他のプラットフォームをま
たいだお客さまの行動やブラウジングの観察
弊社のお客さまやウェブサイトの訪問者の興味に対するより良い理解

弊社はお客さまの興味や関心に基づく広告を行っています
弊社および弊社のパートナーは、複数のウェブサイトやその他のプラットフォームを通
じて経時的に収集したお客さま情報を使用して、お客さまの興味や関心に基づく広告を
表示します。これは、アプリも含まれます。
興味や関心に基づく広告または「オンライン行動広告」は、お客さまが弊社ウェブサイ
トから離れた後に表示される、再度のご訪問を促す広告も含まれます。さらには、お客
さまの購買習慣やオンライン活動に基づいて弊社が適当と考える広告も含まれます。こ
れらの広告は、ウェブサイト上やアプリ上または E メールを通じて配信される場合が
あります。E メールこれらの広告は、弊社または、第三者により配信されます。こうし

た広告は、弊社の商品または他社の商品に関する広告の場合もあります。法律上義務付
けられている場合には、弊社は、関心に基づく広告を行うことに対する同意を得ます。

お客さまの興味や関心に基づく広告のための情報収集を行っています
お客さまへの関連性を判断するために、お客さまが弊社、弊社の関係会社、および他の
第三者と交流した際に弊社に提供いただいた情報を使用します。弊社は、上記の追跡ツ
ールを使い、この情報を収集しています。例えば、弊社あるいは弊社のパートナーは、
お客さまの購入または閲覧行動に関する情報を取得する場合があります。弊社は、これ
らの情報を弊社のプラットフォームまたは他者のプラットフォーム上で取得する場合が
あります。
上記のように、弊社は、このような情報の収集をサポートする第三者と連携しています。
弊社が連携する第三者は、お客さまのお名前や E メールアドレスを収集する他の情報
とリンクさせる場合があります。これには、オフラインあるいはオンラインの過去の購
入が含まれます。また、オンラインの使用情報が含まれる場合もあります。

お客さまは追跡ツールを管理することができます。
お客さまのブラウザには、Cookie を管理する機能がある場合があります。管理方法は、
Cookie の種類によります。ブラウザによっては、ブラウザ Cookie を拒否する設定がで
きます。ウェブブラウザ上での Cookie の有効化、無効化、または削除の詳細につきま
しては、www.allaboutcookies.org と www.adobe.com/devnet/security.html をご覧ください。
フラッシュ Cookie は、弊社が一定のウェブサイト上で随時使用するものですが、これ
を管理するには、
www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html を
ご覧ください。フラッシュ Cookie はお客さまのブラウザの設定によって管理すること
ができないためです。
弊社の「Do Not Track」に関する方針:一部のウェブサイトに追跡しないように指示が
できる「追跡禁止（do not track）」機能がありますが、この機能は、すべて同じでは
なく、弊社は、これらのシグナルに対応しておりません。お客さまが Cookie を拒否し
た場合、弊社のウェブサイトの一部の機能が作動しない場合があります。お客さまが、
Cookie を拒否した場合でも、ここに記載されている全ての追跡が停止するわけではあ
りません。
お客さまが選択するオプションは、ブラウザや機器によって異なります。

お客さまは、オンライン行動広告の停止を選択することができます
オンライン行動広告のための自主的行動規範（The Self-Regulatory Program for Online
Behavioral Advertising）により、消費者は、広告を目的とした個人の行動の記録や使用

を無効にすることができます。広告を目的としたオンライン行動の収集を停止するには、
こちらをクリックしてください（click here）。お客さまの選択は、ブラウザや機器によ
って異なります。

弊社は特有の追跡技術を使用しています
本ポリシーが表示されるウェブサイトで弊社が使用している場合がある追跡技術および
Cookie についての追加情報を以下に記載します。弊社は、これらの第三者追跡技術の
すべてを、弊社ウェブサイトおよび弊社の利用者の利便性向上のために使用する場合が
あります。










Adara
弊社は、Adara を使用して、ユーザーの関心に基づいて、ユーザーに広告コンテ
ンツを配信する場合があります。詳細および設定はこちら（learn more）をクリ
ックしてください。
AddThis
弊社は、AddThis を「Share This」ウェブサイトリンクから発生するソーシャル
シェアリングのために使用しています。この Cookie は、お客さまがコンテンツ
をソーシャルメディアでシェアすることを可能とします。AddThis は、オンライ
ン行動広告（Online Behavioral Advertising）を目的としたデータ収集を行う場合
があります。そのような情報の中にはウェブサイト訪問者がどこから来たか、ブ
ラウザのタイプといった情報が含まれます。また、お客さまの IP アドレスを含
む場合もあります。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてくだ
さい。
AppNexus
AppNexus は、弊社のディスプレイ広告活動の管理および最適化のために使用す
るディスプレイ広告交換機です。タグは、このオンライン交換機を通じたメディ
ア広告の在庫の売買の促進に役立ちます。詳細および設定はこちら（learn more）
をクリックしてください。
DoubleClick および DoubleClick Floodlight
これらの追跡ツールは、弊社の有料サーチ広告を閲覧またはクリックした後で弊
社のウェブサイトを訪問したお客さまの行動を把握することを可能とします。こ
れにより、弊社のウェブサイトでの売上およびお客さまの行動を基に、弊社のオ
ンライン・キャンペーンの効果を測定することができます。弊社は、この情報を
使用して、弊社の製品およびサービスに関心がある可能性のあるユーザーに広告
を配信します。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
DoubleClick Bid Manager および DoubleClick Campaign Manager
弊社は、これらの DoubleClick ツールを使用して、広告を管理し、弊社のウェブ
サイトにアクセスしたか、または弊社の広告をクリックしたユーザーに広告を配
信します。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。

















DoubleClick Search
弊社は、DoubleClick Search を使用して、ユーザーが検索エンジンに入力する検
索語に基づいてユーザーに広告を配信する場合があります。また、このツールを
使用して、広告の効果を測定する場合があります。詳細および設定はこちら
（learn more）をクリックしてください。
Facebook Connect および Facebook Social Plugins
お客さまが弊社のウェブサイトの内容を Facebook でシェアできるよう、この技
術を使用しています。この機能を停止するには、Facebook アカウントからログ
アウトしたうえで、aboutads.info/choices にアクセスしてください。
Facebook Custom Audience
弊社は、Facebook Custom Audience を使用して、Facebook 上の広告を特定のユー
ザーグループに配信する場合があります。また、このツールを使用して、弊社の
広告のいずれかをクリックした後のユーザーの行動を記録し、その行動について
報告する場合があります。オプトアウトするには、Facebook アカウントからロ
グアウトして、aboutads.info/choices にアクセスしてください。
Facebook Social Graph
弊社は、Facebook Social Graph を使用して、マーケティングキャンペーンの効果
を測定する場合があります。オプトアウトするには、Facebook アカウントから
ログアウトして、aboutads.info/choices にアクセスしてください。
Fonts.com
グリフ・ベース言語をサポートする弊社のウェブサイトを最適化するために
fonts.com を使用しています。これを行うためには、お客さまが既に閲覧しかつ
ダウンロードしたフォントのサブセットを保存するよう Cookie が設定されます。
詳細はこちら（learn more）をクリックしてください。
Google AdWords
弊社は、Google AdWords を使用して、広告の配信とキャンペーンの効果測定に
役立てています。また、位置情報の収集、オーディエンスのセグメントの作成、
リマーケティングのためにこのツールを使用します。詳細および設定はこちら
（learn more）をクリックしてください。
Google Analytics
弊社は、ユーザーについての情報を収集するために Google Analytics を使用して
います。例えば、訪問者のリンク元や、訪問者が弊社ウェブサイトを訪問した回
数の詳細を収集します。これには、ユーザーの位置情報が含まれる場合がありま
す。また、リマーケティングのために Google Analytics の広告機能を使用する場
合があります。お客さまは、Google Analytics Opt-Out Browser add-on をインスト
ールすることによって Google Analytics による追跡の停止を選択することができ
ます。詳細はこちら（learn more）をクリックしてください。
Google Dynamic Remarketing
弊社のオンライン広告の効率の向上を目的として、長い期間に亘るまた第三者ウ
ェブサイトをまたいだお客さまの行動を追跡するためにこれらのツールを使用し
ています。弊社は、お客さまがどの広告を閲覧したか、またお客さまが広告をク
リックしたかどうかについての情報を収集し、広告の改善やカスタマイズのため















にこの情報を使用します。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックし
てください。
Google Tag Manager
お客さまの行動の追跡、トラフィック分析およびマーケティングの最適化のため
に Google Tag Manager を使用しています。これにはサードパーティのタグの管
理が含まれます。Google タグマネージャを介して管理されるサードパーティの
タグの例としては、Skyscanner、TripAdvisor、Trivago、Baidu、Derbysoft などが
挙げられます。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
Google+ Platform
Google+は、Google が運営しているソーシャル・ネットワークで、ここでは友人、
家族、あるいは知人といった異なるグループのサークル内で、それぞれのグルー
プのメンバーの投稿を見ることができます。弊社は、弊社ウェブサイトのコード
内の小さな HTML を使用して弊社の Google+ プラットフォームを参照していま
す。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
MaxPoint
弊社は、訪問者がどのように弊社のウェブサイトに訪れるかを理解するために
MaxPoint を使用する場合があります。弊社はまた、訪問者が弊社のウェブサイ
トを閲覧している間に使用しているブラウザおよびデバイスに関する情報も収集
します。詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
MediaMath
弊社の広告活動の実行、管理および最適化のためにこの技術を使用しています。
詳細および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
New Relic
この Cookie は、弊社のウェブサイト上でのユーザ・セッションの追跡に使用さ
れており、Navigation Timing API をサポートしていないブラウザでのみ使用され
ます。詳細をお知りになりたい場合には、ここ（learn more）をクリックしてく
ださい。
Omniture (Adobe Marketing Cloud)
訪問者がどのように弊社のウェブサイトを使用しているかについての情報収集の
ために Omniture を使用しています。例えば、訪問者のリンク元のウェブサイト
や、訪問者が弊社のウェブサイトを訪問した合計回数の詳細を収集します。詳細
および設定はこちら（learn more）をクリックしてください。
Rubicon
弊社のディスプレイ広告活動の構築、管理および最適化のために Rubicon を使用
しています。詳細をお知りになりたい場合には、ここ（learn more）をクリック
してください。

お客さまが選択するオプションは、ブラウザおよびデバイス固有のものです。

