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本文書について：
本文書は、JAMU 社のプライバシーポリシー（個人情報保護方針; 以降「本ポリシー」）であり、弊社サービ
ス（「弊社サイト」www.jamuinc.com と「弊社アプリ」を合わせた総称）全てに適用されるものです。本ポリシ
ーは、顧客向けのマーケティングやターゲット活動を目的として弊社サービスを購入する各企業（以降「ブ
ランド社」）、あるいは弊社サイトや弊社アプリを通して JAMU 社のマーケティング・サービスやオファーを
閲覧し、これとインタラクティブに関わったり、これを利用したりするお客様（以降「お客様」）、そして
弊社ウェブサイトへ来訪アクセスされる方々（以降「来訪者」）（総称して「皆様」、「ご自身」、または
「ユーザー」）、これら全ての方々から弊社が収集する個人情報について記載するものです。 弊社
は、皆様のプライバシーを重視しており、オンライン、オフラインの入手方法に関わらず、皆様から入
手した個人情報の保護を最優先に考えております。本ポリシーについて、不明な点などありましたら、
info@jamuinc.ne.jp までメールでご連絡ください。
弊社サービスをご利用頂くことは、（ユーザー登録いかんに関わらず）、本ポリシーに記載されている情報
の取り扱いに同意して頂くことになります。本ポリシーに定められた方法でご自身の情報が使用されること
をお望みにならない場合は、弊社サービスのご利用をお控えください。
本ポリシーは、JAMU 利用規約の一部であり、これに準ずるものです。皆様による弊社サービスのご利用、
そして弊社サービスを通して皆様からご提供いただく個人情報は、全て本ポリシー並びに JAMU の利用規
約に従うものとします。
個人情報
本ポリシーにおける「個人情報」とは、名前、住所、電話番号、電子メール・アドレスなど、特定個人を識別
し得る情報を指します。誕生日、性別、地域、嗜好といった統計的な情報、弊社サービスの利用方法など
の行動内容も、その個人を識別できる場合には、ここで言う個人情報に含まれるものとします。.
匿名の集計データ：
個人を特定できるできないに関わらず、収集された情報を集計したデータを匿名データといいます。匿名デ
ータは、個人データをベースとする場合もありますが、このデータのみから、個人を特定することはできま
せん。こうした匿名データは、ユーザーとして登録していない場合にも収集されることがあります。弊社、ま
た弊社サービスに関連するビジネスを提供するサードパーティーブランド各社は、お客様の動きやインター
ネットの利用状況、ユーザーの関心や行動についての調査分析、あるいはターゲット活動など、様々な目
的でこうした匿名データを使用することがあります。
JAMU 社が収集する情報：

自主提供される情報
•

ユーザーの提供する情報：

弊社サービス上、ユーザー登録をしたりやアカウントを作成したり、

あるいはそのサービスを利用したりこれにアクセスする中、また、何らかの理由で弊社に電子メールその

他の手段で連絡された場合において、JAMU 社に個人情報を提供していただく場合があります。プロフィ
ールやグループ作成、コメント記載、コンテンツ投稿、他ユーザーへのメールやメッセージの送信、弊社サ
ービスのインタラクティブ・フォーラムやインタラクティブ機能への参加などで、必要な情報を提供頂くことに
より、貴方の個人情報が収集される場合があります。また、アンケート調査、懸賞、コンテスト、弊社アプリ、
販売促進用オファーといった弊社サービスの活動に参加して頂く場合も貴方の個人情報をお尋ねし、弊社
がこれを収集するケースがあります。モバイル機器を使って弊社サービスをご利用頂く時にも、電話番号
や機器固有識別子など、お客様のスマートフォンやモバイル機器を何らかの方法で識別できる情報が弊
社に届く場合があります。
•

支払い情報： 弊社サービスから直接商品やサービスをご購入頂いた場合、お支払いの請求処

理に必要な住所やメールアドレスといった課金・財務情報が収集されます。ご購入の処理が弊社以外の会
社で行われる場合でも、ご提供頂いた課金やお支払いに関する情報を弊社が受け取る場合もあります。
•

紹介サービス： 弊社の紹介サービスを利用して弊社サービスを友人にご紹介頂く場合、その方

の電子メール・アドレスや電話番号など、弊社からの招待状を送付するために必要な情報をお尋ねするこ
とがあります。 弊社はまた、Facebook や Twitter など、外部サービスを通して友人をご招待頂く機会を皆
様に提供することがあります。これに応じて頂くと、弊社は、その友人の方に弊社サービスをご案内するメ
ールやテキストメッセージを単発的に自動送信します。弊社に対し、弊社のユーザーではない方のメール
アドレスや電話番号を提供頂くということは、ご自分にこうした情報を提供する権利があると表明し、また
弊社よりその方への連絡を可能にする外部サービスに対してもその情報を提供されることに同意するこ
とを意味します。これらの情報は、ここに記載されるメール送信に使用する他、招待に応じられた友人の
登録やその後の状況把握を行うため、適宜保存させて頂くことになっています。友人の方が、 弊社のデ
ータベースから当該情報の削除を希望される場合には、info@jamuinc.ne.jp まで、ご連絡ください。

意志なく収集される情報
•

自動的に収集される情報：

弊社サービスをご利用頂くと、皆様の IP アドレス、OS、ブラウザ情

報、アクセス元のウェブサイトのアドレス、弊社サービス上の行動などの情報が自動的に収集されます。
これらの情報が上記の個人を特定する情報と組み合わせられたり、関係付けられたりした場合、これを個
人情報として取り扱います。それ以外は集計的な使用に限られるため、弊社においては、本プライバシ
ー・ポリシーの対象外と見なします。
•

「Cookie」並びにクリア GIF の情報：

「Cookie」やクリア GIF を使って、弊社が特定の情報を自

動的に収集することがあります。 Cookie とは、ウェブサイトが、これまでに来訪 アクセスしたことのあ
るユーザーを認 識 し、その嗜好 や履 歴などの特 定情 報 を保 持 できるよう、そのウェブサイトに要
請されてユーザーのハードドライブに保 存 される小 型 データファイルです。弊社 では、Cookie を個
人 情 報 と組 み合 わせたり、あるいはこれと関 連 づける場 合 、その情 報 を個 人 情 報 として扱 います。
クリア GIF（Web バグ、Web ビーコンとも呼ぶ）は、特定情報を収集し、弊社サービス上でのユーザー行動
をモニタリングするため、弊社サービス、また弊社サービスに関するメールなどに使われることのある不可
視小型グラフィック画像で、弊社サービスをご利用頂くにあたり、弊社によって収集されたユーザーの IP ア
ドレスなどと組み合わせて利用されることもあるものです。Cookie の搭 載防 御 、削 除 、あるいはこれに
ついての警告 表 示をご希 望 される場 合 は、ご使用 ブラウザのマニュアルやヘルプ画 面にて該 当
機能 をお調 べください。ただし、ブラウザ、あるいはユーザーが Cookie を受け入 れない場合 には、

サインイン時に弊社サービスの特定機能にアクセスできないなど、弊社サービスの一部が正しく機能しな
い可能性があります。
• 位置情報： 弊社サービスにおいては、ユーザーの所在地に全面的、あるいは一部依存する形で、
他者と情報共有できる機能を提供する場合があります。 ユーザーが、こうした位置情報を利用するサービ
スを欲しない場合、通常、弊社アプリのオプトアウト画面を通してこれを辞退することが可能です。位置情
報利用のサービスを活用された場合、ご自身や、ご自身のモバイル機器から提供される GPS（GPS 機能
がある場合）、IP アドレス、携帯基地局情報などの位置情報を弊社が収集することがあります。一方、アプ
リ設定上、位置情報利用のサービスをご辞退なさった場合、弊社サービスの特定機能をご利用いただけな
くなる場合があるかも知れません。
•

弊社は、弊社サービス上、第三者の広告を提供する場合があります。こうした第三者が、皆様の

コンピュータに Cookie、クリア GIF、その他のデバイスを設置して個人情報以外の情報を収集し、さらにそ
うした情報をサービスやコンテンツの利用状況に関する情報収集などに使う可能性があります。第三者に
よる広告の Cookie やクリア GIF は、本ポリシーの適用外であり、弊社の管理も及ばず、弊社では責任を
負いかねます。広告主や広告事業者のプライバシー・ポリシーを確認して、Cookie、クリア GIF、その他を
どのように使用するかを調べることをお勧めします。
•

弊社では、皆様が弊社のウェブサイトにどのようにしてたどり着かれたか、またアクセス後、弊社

ウェブサイトをどのようにご利用頂いたかを理解するため、分析ツールを使用しています。

その他の方法で収集される情報


第三者あるいは第三者のウェブサイト（Facebook、Twitter など。以降 「第三者ウェブサイト」）

から、その方針や条件に則り、弊社が、個人情報を含むユーザー情報を受け取る場合が考えられます。
また、JAMU 社が自社で保有管理している皆様の個人情報と組み合わせ、これらの情報を用いることも考
えられます。こうして個人を特定できるようになった情報には、本ポリシーを適用するものとします。

JAMU 社よる情報の使用ならびに開示方法：
•

基本的に弊社が収集した個人情報は、皆様のご依頼や取引の処理、ご自身がお求めになる情報

やサービスの提供、皆様のご興味に添うその他の情報、イベント、プロモーション、製品、サービスなどの
ご案内、また、弊社サービスのご利用をより容易にしたり、弊社サービスの管理運営を行うなど、その情報
が提供された目的を満たすために使用するものです。収集される情報の一部使用例としては、下記のよう
なものが考えられます：
◦

登録歓迎のご挨拶メールの送信、弊社サービスのご利用に関するご案内、ユーザーより

要請されるその他サービスや製品、情報の提供、またこれに必要な取引手続きの完了。
◦

ユーザーのメール、 申請・登録、コメント、リクエスト、苦情などへの対応。

◦

ユーザーフィードバックの取得。 弊社サービスや関連刊行物の開発、カスタマイズ、改

良。
◦

弊社や関連第三者のサービス、商品、活動、イベント、オファーご案内といったマーケティ

ング活動、情報提供、商品開発、販促活動。
◦

キャンペーンの開始日や終了日、限定クーポンの配布終了など、特定イベントや敷居値

についてのご案内。
◦

その情報が提供された目的の達成。

◦
•

プロモーション成果の集計分析。

JAMU 社が、「Cookie」やクリア GIF を利用する理由としては、下記を含む多様な場合が考えられ

ます：(a) 弊社サービス利用中、あるいは再度アクセス時にユーザーが情報を繰り返し入力しなくてもすむ
よう、これを記録として残す (b) 第三者の広告、コンテンツ、情報を各ユーザー向けにカスタマイズして提
供できるようにする (c) 第三者のマーケティング・キャンペーンの効果をモニタリング (d) 来訪者総数や
ページビューの数など、ウェブサイトの利用状況集計指標のモニタリング (e) プロモーションなどの活動
に見られるユーザーのエントリー、申請・登録、現状などのトラッキング
•

JAMU 社はまた、インターネット上の他社ウェブサイトにブランド社の広告を出すため、 「Cookie」

やクリア GIF を利用する場合があります。弊 社 ウェブサイトで実行される「Cookie」やクリア GIF は、 ブラ
ンド社が弊社サービス加入者であることを認知することができ、他のウェブサイト閲覧中にこのブランド社
に出会った場合、JAMU 社、またはサービスプロバイダーは、 これを察知することができます。ブランド社
を「Cookie」やクリア GIF が確認すると、そのブランド社に対し、JAMU 社やそのパートナーの広告を流す
ことが可能になります。JAMU 社は、「Cookie」やクリア GIF を使うことで、察知したブランド社のリストをは
じめとし、これらのブランド社が配信された広告を見たかどうか、見た場合には広告をクリックしたかどうか
といった情報を収集します。この種の情報は、ブランド社を特定するものではありません。また、双方のクラ
イアントによる書面許可なくこのデータを第三者と共有したり、第三者である他社の広告を流す目的で使
用されるようなことはありません。
• 弊社ウェブサイトに登録をしたり、弊社サービスを利用する目的で提供されたユーザーの個人情
報を JAMU の社員、代理店、請負業者が、正当なビジネス上の理由なくアクセスすることは、弊社社則
により禁じられています。（支払処理、データ保管、顧客サービス、電子メール配信、コンテストや懸賞の
運営、弊社のマーケティング活動補佐など）弊社の情報業務管理を手伝う社外の請負業者や代理店など、
弊社にサービスを提供している企業と皆様の個人情報を共有する場合がありますが、こうしたサービスプ
ロバイダーに提供する個人情報は、そのサービスを弊社に提供するうえで必要な範囲に限定するものと
し、彼らに対してもこうした個人情報の機密保持を義務づけています。
•

皆様のニーズをより的確に把握して、弊社、あるいは弊社のパートナーの商品やサービスをご案

内するため、インターネットを通して提供される個人情報を別の方法で入手した個人情報と結びつけたり、
マージ（併合）する場合があります。また、取引相手の第三者から受け取った情報を、弊社がすでに管理し
ているユーザーの個人情報と組み合わせる場合もあります。いずれの場合も、こうした情報には本ポリシ
ーが適用されるものとします。
•

弊社は、弊社サービスの詐欺的、不正、不適切、あるいは違法な利用から JAMU 社や弊社のユ

ーザーを守り、弊社サービスや弊社のユーザー、社員、また公衆の権利、財産、安全を擁護するため、法、
法的手続き、法務当局、請求に応じる上で正当に必要、適切であり、法的に見ても弊社に開示の権限が
ある、これを義務づけられているという誠実な信念が持てる場合、個人情報を開示することがあります。
•

弊社サービスを利用される上で、ユーザーの公開プロフィール、グループ、フォーラムなど、弊社

サービスのインタラクティブなページに入力された情報は、弊社の他のユーザーも使用することができ、場
合によっては、公知のものとなることもあり得ることをご理解いただき、こうした情報は、ご自分の責任にお
いて提供してください。個人情報の他者への公表や、一般に公開されているオンラインフォーラムでの情
報の共有は、慎重に行われることをお勧めします。弊社サービスに一旦掲載された情報は、その後削除し
てもキャッシュやアーカイブのサービスに保存されている場合があり、他の弊社ユーザーや第三者が別途
コピーしたり保存したりしている可能性もあります。

•

会社組織の再編成や再法人化、企業の買収や合併、債務ファイナンス、 JAMU 社関連の資産

や事業の売却、あるいはこれに類似した取り引き、経営破綻、倒産、管財対象などにより、個人情報が弊
社の事業資産の一部として、単一あるいは複数の第三者に譲渡される場合にも、これらの個人情報が開
示する可能性があります。
.
• ご自身の提供するユーザー位置情報や、コンテンツやサービスを提供するために弊社が収集する
ユーザーの位置情報は、適宜皆様の居場所に従ってオファーを提供する目的などにも使用される可能性
があります。
•

ユーザーの利用傾向、興味、嗜好を把握、分析するために収集される情報は、ご自身が提供さ

れる情報はもちろん、弊社が収集、集計する情報も 全て、弊社サービスの性能や外観を改善し、新たな
特徴や機能を生み出すために使用される可能性があります。
•

顧客情報の使用：ブランド社が加入している弊社サービスのレベルによっては、利用状況報告書

の作成を依頼することができ、弊社は、そのために顧客情報を使用する場合があります。こうした報告書は、
ユーザーがオファーを見たり、クーポンなどのインセンティブを要求したり、友人とオファーを共有したりした
時に収集される、入手クーポン数、共有クーポン数、応募電子メール数、「いいね！」などの親和入力、アッ
プロードされた写真、アンケートの回答などの情報を主に集積して作成されます。ユーザーが、第三者のウ
ェブサイトを経由して弊社サービスを利用しても、電子メール・アドレスや Facebook や Twitter のサインイ
ン情報以上の個人情報が収集され、報告書に記載されることはありません。この個人情報は、 弊社のユ
ーザーが、オファー、インセンティブ、クーポンを使ったり、これらを共有するために、紹介サービスを利用
するときに収集されます。ブランド社への報告書の提出を除き、個人情報がブランド社に提供されることは
ありません。尚、これ以外の第三者への個人情報の譲渡に関しては、本ポリシーの通知と選択肢に関す
る条項、並びに各ブランド社と締結するメディアサービス契約の条項で扱っています。
JAMU 社による情報の保護：
•

JAMU 社は、営業上妥当適切な物理的、技術的、また管理上の保護対策をもって、皆様の個人

情報の保全と安全性を維持しています。しかしながら弊社は、JAMU 社に送って頂く情報全ての確実な
安全性を保証することはできません。従って、個人情報は全てご自分で責任を持って提供してくだ
さい。 JAMU 社の物理的、技術的、管理上の保護網を破って、こうした個人情報がアクセスされ、開示、
改ざん、破棄される可能性があり得ないわけではありません。
•

セキュリティーシステムが破られた場合、 ユーザーの皆様が適切な保護措置を講じることができ

るよう、 事前にご提供頂いた連絡先に対し JAMU 社が電子的に通知を試みることが考えられます。また、
弊社アプリや弊社ウェブサイトにこうしたセキュリティー突破の通知を掲載することも考えられます。お住ま
いの国・地域によっては、セキュリティー突破の通知を書面により受け取る権利が法律により保証されて
いる場合もあるかも知れません。

個人情報使用に関する皆様の選択肢：
•

JAMU 社への個人情報の提供を拒否して頂くことも勿論可能ですが、その場合、弊社サービスの

一部特質や機能の提供が不可能となります。尚、JAMU 社にユーザー登録されていれば、

info@jamuinc.ne.jp へ電子メールを送ることで、ご自身のプロフィールや設定をいつでも更新、訂正、削
除することが可能です。
•

また info@jamuinc.ne.jp に電子メールを送ることで弊社からの販促物やマーケティングマテリア

ルの受信をご辞退頂けます。ただし、サービスやユーザーアカウントに関するメール送信や、本プライバシ
ー・ポリシーに記載されるその他の個人情報の使用については、その対象外とします。弊社からの広告宣
伝用電子メールの受信をご辞退頂いた場合、その処理に長い場合で営業日 10 日ほどかかることもあり、
その間、弊社からこうした広告宣伝用のメールが届く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
•

皆様のプライバシーとセキュリティーを擁護するため、弊社は、アカウントへのアクセスや、個人

情報の訂正を許可する前には必ずユーザーの身元確認を行うための適性手順を設けていますが、ご自
身の個別パスワードやアカウント情報の秘密保持秘密は、各自で責任を持って行ってください。
他のウェブサイトへのリンク：
•
Facebook.com を含め、他社が運営する第三者のウェブサイトや、弊社が所有もしくは運営してい
ない商品やサービスへのリンクを弊社サービスに搭載する場合があります。こうしたウェブサイトの中には、
直接弊社が運営管理していないものでも、共同ブランドとして弊社の名称やロゴが記載されている場合も
あるかも知れません。このような第三者の商品やサービスを閲覧、利用される場合のユーザーの行動や
開示情報には、本ポリシーは適用されません。弊社では、第三者のウェブサイトやサービスのプライバシ
ー取り扱い方針に責任を負うことができません。また、弊社サービス上、弊社が直接運営していても尚、本
ポリシーとは別のプライバシー・ポリシーの適用範囲となるウェブサイトやサービスへのリンクが搭載され
る場合も考えられます。どのような形であれ、弊社サービス以外のウェブサイトやサービスにアクセスする
場合には、個人情報をそこへ提供する前に、適用されるプライバシー・ポリシーを入念に確認することをお
勧めします。
第三者からのサービスアクセス
弊社サービスでは、（ソーシャルネットワーク、検索、シェアなどのサービスを含む）第三者のウェブサイト
にアカウントを有するユーザーに対し、 通常の登録プロセスを省略できる機能を提供する場合が考えら
れます。弊社が認定する第三者のサイトから弊社サービスに接続すると、場合によっては、そのサイトの
ログイン情報を使って弊社サービスにログインし、弊社サービス上のコメントやその他の行動を、その第
三者のサイトに公開することも可能です。 弊社では、こうした第三者のサイトでの情報共有、投稿、コメ
ント、その他のコンテンツや情報収集の取り扱いについて責任を負うことができません。事前に先方のサ
ービス条件やプライバシー・ポリシーを入念にチェックしてから、そのサービスを利用し、弊社サービスに
アクセスしてください。
ユーザーが第三者のウェブサイトを使って弊社サービスにログイン、あるいは他の目的で第三者のサイト
にアクセスした場合、本ポリシーに従い、そうした第三者のサイトを通じて弊社がアクセスできるユーザー
のアカウント情報は、全て弊社において収集、使用できるようになります。こうした第三者のサイトから弊
社が入手できる情報を制限、制御したり、そのサイトを弊社サービスから切り離すには、そのサイトの該当
する設定をチェック（かつ、必要に応じて変更）してください。

年少者のプライバシーに対する弊社の取り組み：
年少者のプライバシーの保護は特に大切です。それ故、弊社サービスは、13 歳未満の方には提供されて
おりません。JAMU 社は、それと知りながら 13 歳未満の方の個人情報を収集、管理することはありません。

13 歳未満の方の個人情報を、 証 明 可 能 な保 護 者 の同 意 なしに、弊 社 サービスで収 集 しているこ
とが分 かった場 合 、JAMU 社は、 その情 報 を削 除 すべく適 切 な措 置 を講 じます。13 歳未 満 のお
子様 に JAMU 社のアカウントがあることを知った保護者の方は、info@jamuinc.ne.jp へご連絡を頂き、お
子様の個人情報をシステムから削除するよう要請することができます。

アクセス
弊社サービスは、米国で運営されるものであり、基本的に米国の方のアクセスを対象としています。日本や
欧州連合など、データの収集と使用で準拠する法律が、米国法とは異なる地域からアクセスされる場合は、
個人情報を米国に譲渡していることをご理解ください。米国のデータ保護法は、日本や欧州連合などのもの
と同じではありません。弊社に個人情報を提供して頂くということは、これらの個人情報を一旦米国へ譲渡
されたものとして、本ポリシー並びに米国の適用法に従うことに同意されるものとします。
本プライバシー・ポリシーの変更ならびに更新：
本ポリシーは、定期的に修正される可能性があり、その修正は冒頭の「最終更新日」に反映されます。 本
ポリシーが変更されても、新しいプライバシー・ポリシーを掲載する以外、格別のお知らせがない場
合があります。このページを適宜チェックし、変更がないか確認してください。弊社サービスを引き続
きご利用頂くということは、本ポリシーだけでなく、今後の変更点にも同意して頂くことを意味します。
ただし、弊社による個人情報の使用や開示の制限を著しく低下させるような変更が本ポリシーに加えられ
る場合には、その変更実施日までに、皆様から収集した個人情報への適用を事前通告し、皆様の同意を
得るべく適切な努力を払います。本ポリシーを定期的にチェックし、弊社がどのように個人情報を収集、使
用、開示しているか、適宜確認されることをお勧めします。
JAMU 社の連絡先：
本ポリシー、ご自身の個人情報、弊社による第三者への開示の取り扱い、ご自身の同意の選択肢につい
て不明な点やコメントなどございましたら、info@jamuinc.ne.jp へ電子メール、もしくは郵便で下記までご連
絡ください。

ATTN: Terms of Service Administrator
JAMU Inc.
〒154-0002 東京都世田谷区下馬６−１４−１８

