
プライバシーポリシーを含むユーザー規約

プライバシーポリシーを含むユーザー規約には、コンテンツの利用条件・個人情報の取り扱いポリシー（個人情報

の利用目的、個人情報の第三者提供の可能性など） などが含まれております。

第1条（適用の範囲）

1.産経デジタル ユーザー規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社産経デジタル（以下「当社」といいます）が

所有・運営するウェブサイトおよびモバイル端末向けアプリにおいて提供される情報・サービス（以下「本サービス」

といいます）のユーザーが、本サービスを利用する際の一切の行為に適用されます。 ユーザーは本サービスを利

用することにより、本規約の全ての記載内容について承諾し、同意したものとみなされます。本規約とは別途に定

める諸規定並びに各サービスのガイドライン等は、本規約の一部を構成します。本規約に同意できない場合、

ユーザーは、本サービスを利用することができません。

2.本サービスの利用にあたり、本規約や関連する規約に定めのない事項については、産経デジタル知的財産権

ポリシーおよび産経iD利用規約が適用されるものとします。ただし、本サービスの利用に際してこれらの規約と本

規約の定めが異なる場合は、本規約を優先して適用するものとします。

第2条（規約等の提示）

1.本規約は、本サービスのウェブサイトおよびアプリ上への掲載その他の手段により、ユーザーに随時提示されま

す。

2.前項の場合の他、当社が必要と判断した場合には、ユーザーに対して随時必要な事項をウェブサイトおよびア

プリ上への掲載、登録されたメールアドレスへの送信その他、当社が適切と判断した手段により通知します。な

お、当該通知された事項は、その名称に関わらず本規約の一部を構成するものとします。

第3条（規約の変更）

1.当社は、ユーザーの了承なく、またユーザーに事前の告知なく、本規約を変更することがあります。この場合に

は、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。

2.変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、本サービス上に掲載された時点より、効力を生

じるものとします。 ユーザーは、変更後の本規約が掲載された後に本サービスを利用した場合、変更後の本規約

の全ての記載内容について同意したものとみなされます。変更後の本規約に同意できない場合、ユーザーは本

サービスを利用することができません。
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第4条（ユーザー）

ユーザーは、本規約に従って本サービスを利用することができます。

第5条（ユーザーの登録・退会）

1.本サービスでは、利用・閲覧にあたって会員登録や代金支払いが必要なコンテンツ（以下会員コンテンツという）

があります。当社は本サービス上のコンテンツのうち、本項に該当する会員コンテンツを、ユーザーが事前に認識

できる形式で掲載します。

2.会員コンテンツを利用するユーザーは会員コンテンツの初回購入時前に、会員登録をする必要があります。会

員登録は、専用ページから当社が定める必要事項を入力する方法によって行います。 会員登録に必要な事項

は、当該専用ページに記載します。登録の際にユーザーはユーザー自身の正確な情報を入力し、当社に送信しな

ければなりません。尚、当社は会員登録をしたユーザーを会員とし、IDを発行し、会員登録をしていないユーザー

を非会員としますが、ユーザーとは会員と非会員の双方を指します。

3.会員登録者は、当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法に従い、登録情報の変更

を行い、当社に通知するものとします。

4.前項の通知があった場合、当社はユーザーに対してその通知された事実を証明する書類の提出をお願いする

場合があります。

5.ユーザーが、上記２－４に関する通知を怠ったことにより被る不利益について、当社は何らの責を負わないもの

とします。

6.ユーザーが真実且つ正確なデータを提供していないと当社が判断した場合には、当社は、ユーザーに対し何ら

責任を負うことなく、直ちに当該ユーザーの登録を解除することができるものとします。当社は当該ユーザーが登

録したIDを削除することができ、その後、新たな会員登録を許可せず、サービスの利用を拒否する権利を有しま

す。また、長期間にわたって使用されない場合等にIDを削除する権利を有します。

7.会員登録を行ったユーザーが本サービスを退会する場合は、本サービスに表示される方法にて当社に届け出る

ものとします。

8.利用者が本規約に違反する行為に該当する行為等をした場合、当社はユーザーに事前の告知なく、その行為

に係る当該投稿内容を削除することがあります。

第6条（有償コンテンツの利用）

1.ユーザーは、本サービスの一つとして、本サービスにおいて当社が対価を定めて提供する情報（以下、有償コン

テンツとします）を本サービスの提供期間中利用する権利を有償で購入し、当社が認めた方法に従って利用するこ

とができます。



2.ユーザーは、本サービスにおいて提供される有償コンテンツを個人的な利用の目的でのみ使用することができ

るものとし、当社の事前の書面による許可なく、店舗、事業所などにおいて不特定多数に閲覧・利用させること等、

個人的な利用の範囲を超えた利用や、営利目的等、個人的な利用の目的とは異なる目的で使用することはできま

せん。

3.ユーザーは、本サービスにおいて提供される有償コンテンツについて、譲渡、複製、貸与、公衆送信その他当社

が認めていない利用を行い、または第三者に行わせることはできません。

第7条（譲渡禁止）

ユーザーは、ユーザーとしての権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供し、その他一切の処分をする

ことはできないものとします。

第8条（設備等自己責任）

1.ユーザーは、本サービスを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随し

て必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービスを利用可能な状態に置くものとしま

す。また同様に、ユーザーは自己の費用と責任により本サービスを利用するために必要となる通信環境を整え、

任意の電気通信サービスを経由して本サービスに接続するものとします。

2.ユーザーは、自己の責任と費用において、自己の利用環境に応じたセキュリティ対策（コンピューター・ウィルス

の感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等）を講じるものとします。

3.ユーザーは自らの責任で当社サイトの各サービスを利用することとします。当社サイトが配信する情報の信頼性

等については利用者自身の責任で判断することとし、利用者が当社サイトから提供された情報をもとにして行った

行動に対して当社は責任を負いません。当社は当社サイトの検索サービス等を通じて利用者に生じた結果につい

て一切の責任がありません。

4.当社は各サービスで利用者に割り当てるディスク容量について規定する等、利用の制約をする権利を有します。

当社は利用者の投稿内容の保存に関する責任を負いません。

第9条（自己責任の原則）

1.本サービスは、ユーザーが自らの責任で利用するものであり、当社は、本サービスの利用にあたり、ユーザーに

生じたいかなる損害に関しましても、運営社に重過失がある場合を除き、一切その賠償の責を負うものではありま

せん。

2.ユーザーは、本サービスとの利用に関し第三者からクレームを受けるなど、第三者との間で問題が生じた場合

は、当該第三者との間で直接に処理解決するものとし、当社は、一切関与しないものとします。



3.ユーザーは、本サービスの利用により当社または第三者に対して損害を与えた場合（ユーザーが、本規約上の

義務を履行しないことにより第三者または当社が損害を被った場合を含みます）には、自己の責任と費用をもって

当社に生じた損害、損失及び費用（訴訟費用及び弁護士費用を含みます）を賠償するものとします。

4.当社サイト利用者は国境を越えて利用できるインターネットの特性を理解したうえで、利用の際に課される規制、

法令等を遵守しなければなりません。この中には技術的輸出に関するすべての関係諸法の遵守も含みます。ユー

ザーは本サービスへ投稿した内容に関して第三者から異議や損害賠償請求を受けたり、刑事責任等を問われた

りする可能性があります。

5.ユーザーによるサービスへの接続、利用、投稿内容の送信等、利用者の行為に関連して生じた問題は、ユー

ザー自身の責任で解決することとします。解決に要した費用は利用者の負担であり、問題の対応に伴って当社に

生じた費用等はすべて利用者が負担することとします。ユーザーが当社が提供するサービスを通じて他人に提

供、開示、発信する投稿内容に関する責任はユーザーが負うこととします。ユーザーが提供、開示、発信した情報

によって損害賠償を請求されたり、刑罰等を受けたりした場合、その結果はユーザーの責任であり、当社はユー

ザーが損害賠償の対象となったり、刑罰を受けたりすることによって生じた損害についての責任は負いません。

6.本サービス中で、広告や販売促進等を行っている広告主又は業者との取り引きは、ユーザーと当該広告主又は

業者の責任で行われるものです。当社は当該行為に関連して生じたいかなる損失・損害に関しての責任を負いま

せん。

7.本サービスから他のウェブサイトやリソースにリンクしている場合があります。当社はリンク先のサイトやリソース

を管理していませんので、この利用についての可否等について、一切責任は負いません。また、当該サイトやリ

ソース上のコンテンツ、広告、製品、商品、サービス等については直接、間接を問わず、一切責任を負いません。

ユーザーが当該サイトやリソースを利用する際の権利と義務は当該当社の規定により、当社は関知しません。

第10条（サービスの利用料）

本サービスの有償コンテンツ利用にかかる料金、算定方法、決済方法等は、当社が別途定める通りとします。

第11条（著作権、商標等の私的利用限定）

1.本サービスによって配信される有償コンテンツ及びデータ等、本サービスに関連するデータ、情報、文章、発言、

ソフトウェア等一切の著作物に関する著作権は、当社または当該著作物の提供者等の第三者に帰属するもので

す。ユーザーは、これらを、本規約およびそれぞれの利用条件で認められる範囲ならびに著作権法で認められた

私的使用のための複製の範囲を超えて利用することはできません。

2.本サービスに含まれる一切の商標、サービスマーク、ロゴ等は、当社または当該著作物の提供者他第三者の登

録商標または商標です。ユーザーはこれらを無断で利用することはできません。

3.ユーザーは、前2項に違反する行為を第三者に行わせることはできません。



4..広告主等から与えられる情報も含めて当社が提供する情報は著作権、商標権、特許権もしくは他の知的財産

権及び法律によって保護されています。

第12条（禁止事項）

ユーザーは本サービスに関して以下の行為を行わないものとします。

1.当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

2.第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権その他一切の権利・利益を侵害する行為、または侵害するおそれ

のある行為。

3.第三者を誹謗中傷する行為。

4.ストーキング等の第三者に対する嫌がらせ行為。

5.猥褻、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信、掲載、提供、表示する行為。

6.第三者の利用者の個人情報の収集、蓄積をしたり、しようとする行為。

7.品性を欠いたり、嫌悪感を与えたりする等社会通念や倫理的な観点から問題があるとされる行為。

8.無限連鎖講（ねずみ講）を開設し、又はそれを勧誘する行為。

9.他の利用者が当社サイトの各サービスを操作、入力等の利用をすることに支障を与える行為。

10.有害なコンピュータープログラム（コンピューターウィルス等）を使用もしくは提供、推奨する行為。または第三

者が受信可能な状態におく行為。

11.当社による明示的な事前の許可のない、本サービスに対するあらゆる自動化検索（自動クエリ）を実行する行

為。

12.当社の提供するサービスの転売、転用行為。

13.本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。

14.第三者になりすまして本サービスを利用する行為。

15.第三者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそ

れのある電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的メール転送を依頼する行為お

よび当該依頼に応じて転送する行為。連鎖メールの転送の依頼など利用者の不利益や迷惑を助長する行為。

16.第三者の設備または本サービス用設備（当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算

機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします）に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運

営に支障を与える行為（与えるおそれのある行為を含みます）。

17.その他社会通念上好ましくない、公序良俗に反する、他人の権利を侵害する、他人に不利益を与える等の理

由で、当社が不適合と判断する一切の行為。



18.上記各号の他、法令、本規約または公序良俗に違反する行為、または法令違反を誘発する行為、本サービス

の運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、または当社の財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社に

不利益を与える行為。

19.第1号ないし第18号のいずれかに該当する行為が閲覧することができるウェブサイト等へのリンクを張る行為。

第13条（本サービスの一時中断）

1.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知することなく、一時的に本サービス

を中断することがあります。

（1）本サービス提供用の設備等の保守を定期にまたは緊急に行う場合。

（2）火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。

（3）地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。

（4）戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。

（5）その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

2.当社は、当社の定める仕様に従って、本サービスが継続的に運用されるよう努めるものとしますが、それ以上の

義務を負うものではありません。従って、当社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由により本サービスの

提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因するユーザーまたは第三者が被った損害について一切

責任を負わないものとします。

3.当社は、ユーザーの了承の有無にかかわらず本サービスの全部または一部を利用停止またはアクセス制限し、

また本サービスの内容を変更することがあります。その場合においても当社はユーザーまたは第三者が被った損

害について一切責任を負わないものとします。

第14条（個人情報）

当社が取得したユーザーに関する情報は、個人情報保護法を遵守した上で、取り扱われます。当社は当社が下

記に定めたプライバシーポリシーを遵守します。 当社は、ユーザーから提供を受けた個人情報を適切に保護し、

法令で認められる場合を除き、以下の通り取扱います。

◆プライバシーポリシー

2018年5月25日から欧州連合（EU）で個人情報保護を目的とした「EU一般データ保護規則」（GDPR）が施行され

ました。産経デジタルではお客様のパソコンや携帯端末にあるクッキー（cookie）情報を活用する場合、プライバ

シーポリシーへの同意を求めています。 弊社の運営サイトは多くのサービス向上のためクッキー情報を活用して



いますが、希望される場合は、本ページのプライバシーポリシー9,10,11,12項を参考にクッキー情報の活用を無効

化することができます。

※クッキー（cookie）とは、ブラウザを通じて訪問者のPC、スマホなどに一時的にデータを書き込んで保存させる仕

組み。

株式会社産経デジタル（以下当社）は、個人情報保護の重要性を理解し、個人情報の収集、利用、及び、安全管

理に関し、次の取り組みを行います。

ア.当社は、個人情報保護法等の法令を遵守します。

イ.当社は、社員等の募集、及び、クイズ等の申し込み、その他の営業活動等の分野で、個人情報を取得すること

があります。この際、個人情報は、適法かつ公正な手段によって取得します。当社サービスを利用されるお客様か

ら直接、個人情報を取得する際は、原則として利用目的を明らかにします。取得する際にお知らせした利用目的

の合理的な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはしません。

ウ.当社は当社が提供するサービスのうちご利用の際に登録が必要な場合は、利用者の氏名、住所、郵便番号、

電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、職業等をお尋ねすることがあります。利用者が登録をして当社の

サービスにログインすると、当社は利用者が閲覧したページの情報、端末情報等がどのように当社提供のサービ

スを利用されているのかがわかります。

エ.当社は、法令に定めがある場合を除き、利用者等の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することは

ありません。 利用者の同意なしに情報を開示することがあるのは以下の場合です。

・プロバイダー責任制限法（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法

律）に基づく請求があった場合

・検察、警察、監督官庁などから強制力のもとで適法に要求された場合および、法的強制力のない任意の嘱託、

照会の場合であっても、嘱託・照会に協力する必要があり、利用者の同意を得ることが嘱託・照会の目的に支障を

及ぼすと判断した場合

・当社の業務委託先等に対して、委託業務等の遂行に必要な最低限の個人情報を提供する場合。ただし、業務委

託先は当該情報を委託業務遂行の目的以外には利用できない

・当社のサービスに関して当社が訴訟等の対象となった際に、必要に応じて訴訟資料として裁判所等に提出する

場合



・利用者またはその他の人の生命、身体及び財産等を保護する必要があり、利用者の同意を得ることが困難であ

ると判断した場合

オ.当社は利用者の同意を得たうえで上記個人情報を以下の目的で利用することがあります。

・利用者が関心のあると思われる情報を掲示する、利用状況を分析する等、当社のサービスを向上させる場合

・当社のサービスを適切に提供するために必要な場合

・利用者や第三者に、当社のサービスを分析して説明するため等に利用者に関する情報を分析したり統計化した

りして用いる場合。この際、個人を特定するような情報を第三者に開示することはありません

・利用者へのアンケート調査の回答を受けて分析したり、アンケート調査や分析したデータをサービスとして提供す

る場合。この際、個人を特定するような情報の開示をすることはありません

・必要に応じて利用者の連絡先情報等を利用する場合。ただし、利用者に重要なお知らせやサービスに関する通

知等をしたりする場合で、このケースは当社サービスに会員登録をした際に同意したとみなします

・当社や第三者のサービス等を紹介する場合

カ.当社は､個人情報の紛失、破壊、改竄､漏洩等を防止するため、適正な情報セキュリティ対策を講じます。

キ.当社は、個人情報の収集、運用、保管、加工に関し、外部の企業に業務を委託するときは、委託先の企業を適

切に監督します。

ク.当社は、利用者等本人から、保有個人データついて、開示、訂正、利用停止等の求めをうけたときは、所定の

手続きに従って、速やかに調査し、その結果を回答いたします。（ 情報開示等の手続きについて）

ケ.利用者は、産経デジタルが運営する各サイトにアクセスしたときに、利用者のコンピューターに「クッキー」と呼

ばれるファイルが送られます。このファイルに、利用者が閲覧したページの情報や入力内容が「クッキー情報」とし

て保存され、利用者は産経デジタルが運営する各サイトにアクセスすると、「クッキー情報」が送受信されることが

あります。

当社は利用者のIPアドレス、クッキー情報、利用者が閲覧したページの情報、端末情報等の情報を利用者のブラ

ウザもしくはアプリから自動的に受け取りサーバーに記録します。当社は利用者の嗜好などにあわせて当社のサ

イト上の情報などをカスタマイズする等、当社サイトを便利に使っていただくためにクッキーやその他の情報を利用

することがあります。ブラウザーやアプリの設定によって、クッキーの受け取りや、その他の情報の送信を拒否す

ることも可能ですが、その場合、サービスが正常に動作しないことがあります。

https://www.sankei-digital.co.jp/privacy/priv-disclosure/


当社が運営する各サイトは、Googleアナリティクスの技術を利用したクッキーデータの取得を行っております。当

サービスで利用するクッキーはコンテンツの最適化や広告のターゲティング配信、広告効果の分析のみに使用し、

その他の目的や個人情報の収集には一切使用致しません。このクッキーを無効にしたい場合は、Googleアナリ

ティクスオプトアウトアドオンページにて手順に従い、無効化してください。

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

当社が運営する下記サイトは、利用者情報を利用してサービス改善のための分析、ターゲティング広告の配信、コ

ンテンツ配信、他社が運営するウェブサービスにおける行動ターゲティング広告配信等を、PIANO INC.が提供す

るPIANOを用いて行っています。オプトアウトについては下記からご確認ください。

・産経ニュース

https://www.sankei.com/info/piano_optout.html（PC用）

https://www.sankei.com/smp/info/piano_optout.html（スマホ用）

コ.当社が運営する各サイト上の第三者へのリンクや、バナー広告やテキスト広告等をクリックして、他サイトへアク

セスした場合、リンク先のウェブサーバーからクッキーが利用者のコンピューターに送られることがあります。これ

らのクッキー利用は各リンク先のポリシーに従っているため、当社では責任を負うことはできません。また、ネットと

リンクしている第三者のリンク先や広告主のサイトで行われている個人情報の提供や収集等の扱いに関しても責

任を負うことはできません。各リンク先ポリシーにつきましてはそれぞれのホームページ上でご確認ください。

サ.当社ではコンテンツや広告の一部の配信を下記企業に委託しています。ページを訪問した際には、配信企業

が取得したクッキー情報をもとに行動ターゲティング広告やコンテンツレコメンデーションリンクが配信される場合

があります。配信企業が取得したクッキー情報は、当社に提供・開示されることなく、配信企業が定めるプライバ

シーポリシーの考え方に従って管理されます。詳細については配信各社のサイトをご覧ください。なお、サービスを

無効にしたい場合は、各社のオプトアウトページにアクセスし、手順に従ってサービスを無効とするためのブラウザ

やアプリの設定をお願いいたします。

A9.com, Inc.

AppNexus Japan株式会社

CRITEO株式会社

DAZN Limited

Facebook Japan

GumGumJapan株式会社

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.sankei.com/info/piano_optout.html
https://www.sankei.com/smp/info/piano_optout.html
https://www.a9.com/
https://www.appnexus.com/
https://www.criteo.com/jp/
https://www.dazn.com/ja-JP/l/sports/
https://ja.newsroom.fb.com/
https://gumgum.com/japan


HubSpot Japan株式会社

Index Exchange Inc.

JX通信社

LiveRamp Japan株式会社

Near Pte Ltd

Mobkoi Limited

OpenX

Outbrain Japan株式会社

popIn株式会社

RTB House Japan 株式会社

Rubicon Project

SMN株式会社

Sovrn Holdings

SpotX, Inc.

sublime.xyz

Supership株式会社

Taboola, Inc.

Teads Japan株式会社

Twitter Japan株式会社

UNRULY

Vertical Mass

アマゾンジャパン合同会社

グーグル合同会社

スマートニュース株式会社

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

ニールセン デジタル株式会社

パブマティック株式会社

バリューコマース株式会社

ベライゾンメディア・ジャパン株式会社

ヤフー株式会社

楽天株式会社

ログリー株式会社

株式会社 A1 Media Group

株式会社AJA

https://www.hubspot.jp/
https://jp.indexexchange.com/
https://jxpress.net/
https://liveramp.com/
https://near.co/
https://www.mobkoi.com/en
https://www.openx.com/jp_jp/
https://www.outbrain.com/jp/
http://www.popin.cc/home/index.html
https://www.rtbhouse.com/jp/
http://rubiconproject.com/
https://www.so-netmedia.jp/
https://sovrnknowledge.wpengine.com/
https://www.spotx.tv/jp/
https://www.sublime.xyz/en/
https://supership.jp/
https://www.taboola.com/ja
https://teads.tv/jp/
https://about.twitter.com/ja/company.html
https://unruly.co/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
https://www.amazon.co.jp/
https://www.google.com/intl/ja_jp/about/
http://about.smartnews.com/ja/
https://www.dac.co.jp/
https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/jp/ja/optout.html
https://www.pubmatic.co.jp/
https://www.valuecommerce.co.jp/
https://www.verizonmedia.com/ja/
https://about.yahoo.co.jp/
https://corp.rakuten.co.jp/
http://corp.logly.co.jp/
https://www.a1mediagroup.jp//
https://aja-kk.co.jp/


株式会社BI.Garage

株式会社CA Wise

株式会社CMerTV

株式会社fluct

株式会社Gunosy

株式会社NTTドコモ

株式会社アイモバイル

株式会社エンハンス

株式会社オムニバス

株式会社オープンエイト

株式会社グライダーアソシエイツ

株式会社クライド

株式会社サイバー･コミュニケーションズ

株式会社サイバーエージェント(Profit-X)

株式会社ジーニー

株式会社フォーエム

株式会社プラットフォーム・ワン

株式会社フリークアウト・ホールディングス

株式会社マイクロアド

株式会社マクロミル

株式会社リレイド

シ.当社ではアフィリエイト広告の入った記事を掲出することがあります。読者の興味関心に近い商品やサービスを

編集部がピックアップして紹介するコンテンツで、コマースパートナーから販売収益の一部、誘導に対する対価な

ど、収益を得ています。コンテンツは当社コマースチームまたは編集部が制作し、該当のコンテンツには「BUY」も

しくは「INSIDER PICKS」「#買える」などの文言表記をしています。

ス.当社は、グーグルアナリティクスをディスプレイ広告に対応させて、ユーザー属性とインタレストカテゴリーに関

するグーグルアナリティクスレポート機能を利用しています。グーグルアナリティクスによるディスプレイ広告のト

ラッキングを無効化する場合は下記ページを参照してください。

http://www.google.com/settings/ads

また、グーグルの上記データをコンテンツ制作やサービス向上のために利用しています。

https://bi.garage.co.jp/index.html
https://www.ca-wise.co.jp/
https://www.cmertv.co.jp/
https://corp.fluct.jp/
https://gunosy.co.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/
https://www.i-mobile.co.jp/index.aspx
https://www.enhance.co.jp/
https://e-omnibus.co.jp/
http://open8.com/
https://glider-associates.com/
https://www.craid-inc.com/
https://www.cci.co.jp/
https://caprofitx.jp/
https://geniee.co.jp/
https://www.fourm.jp/
https://www.platform-one.co.jp/
https://www.fout.co.jp/
https://www.microad.co.jp/
https://www.macromill.com/
http://relaido.co.jp/
http://www.google.com/settings/ads


セ.当社は、LiveRamp Japan株式会社が提供するAuthenticated Traffic Solutions（ATS）を利用しています。

ATSは、匿名化されたパブリッシャーのユーザーデータと、同社が保有するユーザー認証済みの広告主のファー

ストパーティデータをリアルタイムで照合し、クッキーのない環境での広告ターゲティングを行うソリューションです。

※外部サイトへ遷移します。

LiveRampの詳細について： https://liveramp.co.jp/

LiveRamp　オプトアウトページ： https://liveramp.com/opt_out/

ソ.当社の個人情報の取り扱いについて、お問い合わせがあるときは、窓口までご連絡ください。

タ.当社はプライバシーポリシーの全部又は一部を利用者に事前の告知なく改定することがあります。 重要な変更

がある場合は当社運営のサイト上等でお知らせします。

1.個人情報の取得主体 本サービスの個人情報の取得主体は、当社　産経デジタルです。

2.取得する個人情報の内容・利用目的・取得方法・オプトアウト情報

個人情報の種類 利用目的 取得方法 オプトアウト方法

・Ｅメールアドレス

・氏名

・住所

・性別

・職種

・生年月日

・パスワード

・クレジットカード情報　等

1.本サービスの提供に基づく利用目的

(1)本サービスに関する当社とユーザー間の契約の締結

及び継続に関すること

(2)本サービスの提供に関する限定配信システムによる

配信制御に関すること

(3)配信制御のためのユーザー登録

(4)ご注文の処理、商品の提供やサービス、お支払いの

処理、販売促進、ユーザーのご要望への対応、お取引記

録の更新、アカウントメンテナンスのための連絡、本サー

ビスに関するユーザーが興味をもたれると思われる商

品・サービス・情報のご案内

(5)請求関連事務

(6)ユーザー本人に対する通知、連絡

(7)ユーザー本人からの問い合わせ、苦情等への対応

(8)店舗/プラットフォームの改善によるユーザーの利便性

の向上

(9)本サービスのサービス向上のための利用者調査

(10)本サービスの利用状況等に関する各種統計処理

(11)ユーザーに対する特典の提供

(12)技術・ロジスティクス・その他の機能に関する業務委

託先への提供

会員登

録入力

時に

ユー

ザーよ

り直接

取得

利用目的1、2に規

定する目的での利

用について、当該

目的での利用停

止の求めを受けた

時は、利用停止に

多額の費用を要す

る場合その他利用

停止を行うことが

困難な場合を除

き、本サービスの

提供に支障がない

範囲で遅滞なく利

用を停止しますの

で、産経デジタル

お客様対応窓口（

digital.info@sank

ei.co.jp）までメー

ルにてご連絡くだ

さい。

・購買履歴（購入時間帯等を含む）

・サービス利用履歴（利用時間帯、ア

プリ内行動履歴等）

・ユーザーのサービス内でのコンテン

ツ閲覧履歴

・cookie※、IPアドレス、ログイン情

報、パスワード等

・接続情報（アプリやブラウザ、プラグ

インの種類とバージョン、オペレーティ

ングシステムの種類とバージョン、

ページの応答時間、ダウンロード・エ

本サー

ビス利

用の際

に自動

的に取

得

https://liveramp.co.jp/
https://liveramp.com/opt_out/


(13)詐欺やWebサイトの悪用の検知・防止

2.ユーザーにより良いサービスをご提供させていただくた

めの利用目的

(14)本サービス以外の当社、ないしは第三者のサービス

に関連する情報提供

(15)コンテンツ等に関するお知らせ

(16)電子メール等による広告配信

(17)ユーザーに合わせたお買い物のパーソナライズと、

情報検索等のサービスのご利用

ラー等）

・商品の購入履歴等のWebサイトへの

アクセス、そこからのアクセス

・表示または検索した商品

・お問い合わせ窓口への連絡履歴

・ページの相互作用についての情報

（（スクロール、クリックおよびマウスの

動きなど）を含むセッション情報、およ

びページからの退出方法等）

※cookieとは、サイト訪問時に本アプリおよびブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力内容など

を、ユーザーの操作端末にファイルとして保存しておく仕組みです。 次回、同じページにアクセスすると、保存され

ているcookieの情報を使って、ユーザーごとに表示を変えたりします。ユーザーのブラウザの設定により、cookie

の受け取りを拒否したり、cookieを受け取るときはcookie使用サイトであることを警告したりすることができます。

ユーザーがcookieを利用しない場合は、本サービスで使用できる機能が制限される可能性があります。

3.個人情報の委託

当社は、本サービスに関わる業務の一部を、当社と個人情報に関する契約を締結した会社に委託することがあり

ます。委託業務には、注文処理、商品の送付、郵便物やEメールの送付、データの分析、マーケティングの補助、

システム開発、クレジットカードによる決済、データセンターでのデータ保管、お客様窓口などが含まれます。委託

業者は、上記の業務を遂行するために必要な範囲内で個人情報を利用しますが、それ以外の目的で利用するこ

とはありません。

4.匿名加工情報作成について

当社は、当社が保有する利用者様の情報のうち、当社が管理または運営する媒体のご利用に関連して取得した

個人情報について、個人を特定できないように、かつ、作成に用いる個人情報を復元することができないよう適切

な保護措置を講じた上、法令等で認められた範囲で、匿名加工情報を作成し、利用者様へのサービス向上、マー

ケティング分析等のために利用するとともに、共同事業者に提供いたします。

なお、加工データにつきましては、反復・継続的に作成し、提供いたします。

　(1)作成した匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目

　　電子メールアドレス（ただし、ハッシュ化したもの）

　(2)第三者に提供する匿名加工情報に含まれる個人に関する項目

　　電子メールアドレス（ただし、ハッシュ化したもの）



　(3)提供の方法

　　適切にアクセス制限・管理を行っているサーバーへのデータ送信

5.個人情報の第三者提供

当社は、利用目的の範囲内で、第三者にユーザーの個人情報を提供することがあります。 その他、当社は、法令

で定められている場合等を除き、個人情報の第三者への提供を、ユーザー本人の同意を得ずに行うことはありま

せん。

6.事業の譲渡

当社は経営上、本サービスに関わる事業部門を譲渡する場合があります。その際お客様に関する情報は、通常、

譲渡される事業資産とみなされますが、当社はユーザーに提供する本サービスを継続するため、またはその他の

事業上の目的のために、ユーザーの個人情報の全部・または一部を移転させることがあります。

7.その他の保護

当社は、個人情報の開示が、法令の遵守、本規約又はその他ユーザーとの合意に基づく場合、あるいはユー

ザーや第三者の権利、財産、安全の保護のために適切であると判断した場合に、法律の規定に従いユーザーの

アカウントおよびその他の個人情報を第三者に開示します。当該開示には、詐欺被害および信用リスク対策のた

めに行われる、企業や警察等その他の組織との情報交換も含まれます。 ただし、当社は、商業目的のために

ユーザーから得た個人情報を販売、レンタル、共有、その他開示することはいたしません。

8.個人情報の安全性

（1）ユーザーの個人情報が送信される際のセキュリティのために、本サービスでは、SSL（Secure Socket Layer）

というソフトウェアを使って、入力された情報を暗号化します。

（2）不正なアクセスからご自分のパスワードやコンピュータを保護するために、他人と共用しているコンピュータの

使用を終えた際には、必ずサインアウトしてください。

9.個人情報に関するお問い合わせ、その他個人情報の取扱いに関する苦情、個人情報の開示等の申し出は、下

記までお問い合わせください。

株式会社産経デジタル　お客様対応窓口（digital.info@sankei.co.jp）

※ドメイン制限されている方はsankei.co.jpを許可してください。

10.外部リンク



本サービスは、外部サイトへのリンクを含みますが、本サービスで取得した個人情報を共有するものではありませ

ん。リンク先ウェブサイトにて行われる個人情報の取得等に関しては、当社は一切責任を負いません。 また、本

サービスは、本アプリでの購入履歴および閲覧履歴などに基づきユーザーに合わせパーソナライズされた第三者

広告を表示することがあります。

11.個人情報の取扱規約変更 個人情報に関しての規約変更がある場合には、そのサービスが始まる前にお知ら

せし、再度確認同意をして頂くように致します。

第15条（本サービスの利用停止、登録の抹消）

1.当社は、ユーザーが以下の項目のいずれかに該当した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの

利用を停止するかまたは会員登録を抹消することができるものとします。

（1）本サービスに関する料金の支払遅延その他の債務不履行があった場合。

（2）第12条に定める禁止行為を行った場合。

（3）本規約または当社が定めるその他の規則に違反した場合。

（4）その他、会員登録者として不適格であると当社が判断した場合。

2.会員登録者は、自己のユーザー登録の抹消を希望する場合には、本サービスにて、所定の手続きをとることに

より、いつでも自身のユーザー登録を抹消できるものとします。

第16条（本サービスの終了）

当社は、相当な予告期間をもってユーザーに通知した後、本サービスの全部又は一部を終了することができるも

のとします。当該通知は、本アプリ上での掲載及びその他の合理的な方法によって行われるものとします。万一当

該終了によってユーザーが何らかの損害を被ったとしても、当社は何らの責任も負わないものします。

第17条（紛争の解決）

本規約の条項の解釈、または本サービスの利用等に関連して疑義などが生じた場合、さらに本規約に定めのない

事項について疑義などが生じた場合、当社とユーザーは、双方誠意をもって協議し、円満に解決するものとしま

す。

第18条（損害賠償の請求）



ユーザーが本規約への違反、違法・不当なサービスの利用等を行って当社に損害を与えた場合、当社は当該利

用者に損害賠償請求を行うことができることとします。

第19条（免責事項）

当社は、ユーザーが会員、非会員にかかわらず、当社が提供するサービスの利用に関して、ユーザーがサービス

を利用したこと、又は利用できなかったことで、被った損害又は損失等については一切の責任を負いません。当社

は、規約の変更、サービスの修正・一時停止・廃止があった場合等を含めて、サービスの利用に関してユーザー

が被った損害又は損失等について、一切の責任を負いません。当社はサービスの利用に関して利用者が使用す

る機器等の動作を保証しません。その他サービスに関連して生じた一切の損害について当社は賠償責任を負い

ません。

当社は、本サービスで提供するすべてのデータ・情報の完全性、正確性、確実性、信頼性、有用性またはこれらの

利用によって生じた結果に対して、いかなる保証も致しません。

第20条（利用者が発信した投稿内容について）

ユーザーが当社サイトに発信した投稿内容は当社が当該投稿内容を無償で非独占的に使用する権利を有し、

ユーザーは著作者人格権を行使しないこととします。また、ユーザーは、上記の投稿内容に、第三者に対して、出

版権及び独占的利用権の設定、並びに、他者の著作権、その他の知的財産権等の権利の侵害がないことを保証

することとします。

第21条（専属的合意管轄裁判所）

ユーザーと当社の間で訴訟の必要が生じた場合、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。

第22条（準拠法）

本ユーザー規約及びユーザーと当社には日本法が適用されます。

以上

施行日：2021年7月16日


