
 

menu magazine 利用規約（法人ユーザー用） 

 

本規約は、株式会社menu magazine（以下、「当社」といいます）が「menu magazine」の名称で提供

する、バナー広告の掲載を可能とするクラウド型集客サービス（以下「本サービス」といいます）の利用に

関する、当社と法人ユーザー（第 1条に定義します）との間の契約関係を定めるものです。 

 

第 1 条 （本規約の適用） 

本規約は、当社と本契約（第 4条第 1項で定義します）を締結し本サービスを法人ユーザーとして利用す

る企業等（法人、組合、個人事業主その他事業を営むあらゆる個人、組織及び団体を含むものとし、以下、

「法人ユーザー」といいます）との間の、本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。 

 

第 2 条 （本規約の構成） 

本規約に定めるものの他、当社から随時法人ユーザーに通知又は本サービス上で告知される諸規定、規約

等も、法人ユーザーの承諾により本規約の一部を構成し、本契約に組み込まれるものとします。当社が当

該通知又は告知を行った後、当該通知又は告知に記載された諸規定、規約等の効力発生日後において法人

ユーザーが本サービスの利用を継続した場合には、法人ユーザーは当該諸規定、規約等を承諾したものと

みなします。 

 

第 3 条 （定義） 

本規約において個別の定義が定められていない限り、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するもの

とします。 

(1) 「利用者」とは、別途当社と利用契約を締結した個人をいいます。 

(2) 「利用契約」とは、別途、本サービスの閲覧・利用に関して定めた利用規約に基づき当社と個人との

間で締結される、本サービスを個人ユーザーとして利用することに関する契約をいいます。 

(3) 「商品等」とは、本サービスにおいて法人ユーザーが利用者に情報を提供する商品又はサービスのこ

とをいいます。 

(4) 「本アカウント」とは、当社が法人ユーザーに対し発行する番号及び記号等の組み合わせであって、

法人ユーザーが本サービスにログインする際に必要なものをいいます。 

(5) 「本管理画面」とは、法人ユーザーが本アカウントを用いて本サービスにログインすることでアクセ

スできる、本提供情報を管理する機能を備えたウェブページをいいます。 

(6) 「本提供情報」とは、法人ユーザーが自ら販売又は提供する商品等に関するバナー広告等による情報

であって、本管理画面に入力することにより利用者が本サービスで閲覧可能となる情報をいいます。 

 

第 4 条 （本契約の成立） 

1． 法人ユーザーになろうとする企業等が本規約に同意の上、当社所定のフォーマットにより申込みをし、



当社が当該申込みを承諾した時点で、当社と当該企業等との間で、本規約の内容にて契約（以下「本契

約」といいます）が成立します。 

2. 当社は、申込みをした企業等が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該申込みの承諾を拒否

することができます。 

(1) 申込内容に虚偽があったとき 

(2) 当社の審査基準を満たさないとき 

(3) 過去に、自らがアカウントを削除する以外の理由により、アカウントを削除された者であるとき（役

員構成、従業員構成、資本関係等により、過去にアカウントを削除された者と実質的に同一であると

当社が判断した者である場合を含みます） 

(4) その他本サービスの利用が不適当と判断する合理的な理由があるとき 

３. 当社は、申込みを承諾した後でも、法人ユーザーが前項のいずれかに該当することが判明した場合に

は、いつでも何らの手続きも要せず当該法人ユーザーのアカウントを削除し、本契約を終了することが

できるものとします。 

 

第 5 条 （法人ユーザーの義務等） 

1. 法人ユーザーは本契約成立後、別途当社が指定する日までに、本管理画面にて本提供情報を入力し、本

サービスにおいて利用者が本提供情報を閲覧可能な状態にするよう努めなければなりません。本サービ

スは、法人ユーザーが入力した本提供情報を、そのまま掲載します。 

2. 本提供情報に記載された商品等は、法人ユーザーが自ら販売又は提供するものでなければなりません。

また、法人ユーザーは、本提供情報に記載の条件にて商品等を、利用者に対し販売又は提供しなければ

なりません。 

3. 法人ユーザーは、本提供情報に係る商品等について、利用者が本サービスにおいて発行されたクーポ

ンの利用を希望した場合、当該クーポンに記載の条件にて当該商品等を販売又は提供しなければなりま

せん。 

4. 法人ユーザーは、本サービスの利用にあたり自らに適用される関連法令を遵守するものとし、当社の

信用及び名誉を毀損することのないよう努めるものとします。 

5. 法人ユーザーは、当社が、本サービスの利用促進のために、当社の印刷物や電子媒体等に法人ユーザー

の店舗等の名称（法人ユーザーの名称及び本提供情報に用いられるロゴ等を含む）及び所在地等を掲載

することに、あらかじめ異議なく同意するものとします。 

6. 法人ユーザーは、本提供情報にかかる商品等の販売又は提供を中止する場合、本管理画面から当該本

提供情報を削除することにより利用者が閲覧できない状態にしなければなりません。法人ユーザーが本

提供情報の削除を懈怠したことにより、販売又は提供中止後も本サービス上に当該本提供情報が掲載さ

れ、それにより利用者との間でトラブルが生じた場合、法人ユーザーは、自らの費用と責任で当該トラ

ブルを解決し、当社に損害を発生させない（利用者に対し、当社に責任がないことを説明することも含

みます）ものとします。 

 



第 6 条 （禁止行為） 

1. 法人ユーザーは、以下のいずれかに該当する商品等の情報を、本提供情報として利用者に提供するこ

とはできないものとします。 

(1) 公序良俗に反する又はそのおそれのあるもの 

(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約、その他法令の定めに違反するもの及び違反するおそれがある

もの 

(3) 第三者の著作権、商標権、肖像権、所有権等の権利又は名誉、信用等の法的利益を侵害するもの 

(4) その商品等の取引に必要な許認可を得ていないもの 

(5) 法人ユーザーが自ら販売又は提供するものではないもの 

(6) その他、当社が不適当と判断したもの 

2. 前項に定めるものの他、法人ユーザーは、以下のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。 

(1) 虚偽の内容を含む本提供情報を利用者に提供すること 

(2) 第三者の著作権、商標権、肖像権、所有権等の権利又は名誉、信用等の法的利益を侵害すること 

(3) 本提供情報に性的な内容、わいせつな内容、差別的表現、その他反社会的な内容であって他人に不快

感を与える表現を含めること 

(4) 商品等に関するもの以外の情報を本サービス上で利用者に閲覧可能な状態におくこと 

(5) 本サービスのサーバーやネットワークシステムに支障を与えること 

(6) 当社による本サービスの運営又は他の法人ユーザーによる本サービスの利用を妨害すること 

(7) 本サービスの不具合を意図的に利用すること 

(8) 本サービスを本来の目的以外の目的に使用すること 

(9) その他当社が不適当と判断する態様で本サービスを利用すること 

 

第 7 条 （情報管理） 

当社は、法人ユーザーから取得した個人情報を、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従って適切に

管理します。法人ユーザーは、本サービスへの申し込みにあたり、プライバシーポリシーにも同意しなけ

ればなりません。 

 

第 8 条 （本提供情報の権利） 

1. 本提供情報に含まれる画像、動画、テキスト、ロゴ等に関する著作権、商標権等の権利は、本提供情報

が本サービスに掲載されることによっても何らの影響も受けません。これらの権利は、法人ユーザー又

は他の正当な権利者に引き続き帰属します。ただし、法人ユーザーは、当社に対し、本サービスの運営、

改善及び広告宣伝、並びに新サービスの開発及びデータ解析のために本提供情報を使用することを許諾

するものとし、他の権利者がいる場合は当該権利者より必要な許諾を取得するものとします。 

2. 当社は、前項ただし書きのために必要な場合又は別途法人ユーザーと当社で合意した場合を除き、本

提供情報を他の法人ユーザーを含めた第三者に利用させないものとします。 

 



第 9 条 （当社の免責） 

1. 本サービスは、法人ユーザーが管理画面で入力した本提供情報をそのまま掲載するものであり、当社

は本提供情報の正確性、有用性、有効性等を調査する義務を負わず、本提供情報の内容につき何らの保

証もいたしません。本提供情報の内容に関して、第三者（利用者を含みます）との間で紛争等が生じた

場合は、全て法人ユーザーの費用と責任で対応するものとし、当社に一切損害を生じさせないものとし

ます。 

2. 利用者が本サービスにて本提供情報を閲覧した後、法人ユーザーと利用者との間で商品等の販売又は

提供に関する契約が締結されたとしても、当社は当該契約の契約当事者ではなく、それゆえ当該契約に

関して契約当事者としての責任、義務、権利及び権限を一切有しておりません。利用者との契約に関す

るトラブル（商品の欠陥、商品未着、サービスの不良、本提供情報との齟齬、解除、解約、返品、返金又

は保証に関するものを含む一切のトラブルをいいます）は、全て法人ユーザー及び利用者にてご対応い

ただきます。 

3.  当社は、本サービスに事実上又は法律上の問題（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の

目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限

りません）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておらず、これらに関して法人ユーザーに対し何

らの責任も負いません。 

 

第 10 条 （本サービスの提供中止等） 

1. 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、法人ユーザーに予告することなく本サービス

の提供を全面的にもしくは部分的に中止し、又は本提供情報を本サービスから削除することがあります。 

(1) 本サービスへの不正アクセス又は本サービスの不正利用が確認されたとき又はその疑いのあるとき 

(2) 本サービスに関するシステムの障害その他の事由により本サービスが使用不能となったとき 

(3) 本サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により本サービスに関するシステムの全部又

は一部を中止する必要がある場合であって、法人ユーザーへの予告が困難な事情があるとき 

(4) 法人ユーザー又は利用者による本サービスの利用が利用規約に違反し、又は、違反するおそれのある 

場合であって、当該違反者との間の契約を解除するのみでは十分な状況の回復が見込めないとき 

(5) その他やむを得ない事由が生じたとき 

2. 前項によるサービスの全部又は一部の提供中止、又は本提供情報の本サービスからの削除により、法

人ユーザーに不利益又は損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。 

 

第 11 条 （登録事項の変更） 

1. 法人ユーザーは、申込み時に入力した法人ユーザーの業種・業態、商号、住所、担当者名、電話番号及

びメールアドレス等の入力事項に変更が生じた場合には、別途当社所定の方法により、当該変更事項に

ついて遅滞なく当社に届け出るものとします。 

2. 法人ユーザーが前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知、連絡が延着又は到達しなかった場

合でも、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことを法人ユーザーは異議なく承諾するも



のとします。 

 

第 12 条 （本アカウント） 

1. 法人ユーザーは、本アカウント及びパスワードを厳重に管理しなければなりません。法人ユーザーは、

当社が本アカウント及びパスワードを利用した行われた一切の行為を当該法人ユーザーの行為とみなし、

当該行為の結果を法人ユーザーに帰属させることを予め承諾するものとします。 

2. 理由を問わず、本アカウントが削除された場合、当社は、当該本アカウントを保有していた法人ユーザ

ーの情報及び当該法人ユーザーが本サービスに掲載していた本提供情報を、本サービスから削除するこ

とができます。 

 

第 13 条 （譲渡等の禁止） 

1. 法人ユーザーは、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡してはなりません。 

2. 法人ユーザーは、本契約から発生した権利義務の全部又は一部を、当社の書面による承諾なしに第三

者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をしてはなりません。 

 

第 14 条 （秘密保持） 

1. 法人ユーザーは、本サービスの利用又は本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務

に関する一切の情報（以下「秘密情報」といいます）を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開

示、提供又は漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から除

きます。 

(1) 開示された時点で、既に公知となっていたもの 

(2) 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの 

(3) 開示された時点で、既に自ら保有していたもの 

(4) 秘密情報によらずに独自に開発した情報 

(5) 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの 

2. 当社は、法令又は公的機関の正当な要請に基づき法人ユーザーの情報を開示する必要が生じた場合、

必要最低限の範囲で法人ユーザーの情報を開示することができるものとします。 

 

第 15 条 （損害賠償） 

1. 法人ユーザーは、第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当し、その結果当社に損害を生じさせた場合、

当社に対し、当社に生じた一切の損害（弁護士費用を含みます。以下本条において同じ）を賠償する責

を負うものとします。 

2. 法人ユーザーの役員及び従業員（以下、併せて「従業員等」といいます）による不正等により生じた当

社の損害は法人ユーザーにより生じた損害とみなされ、法人ユーザーは当社に対し前項に従いかかる損

害の一切について賠償する責を負うものとします。 

 



第 16 条 （有効期間） 

1. 本契約の有効期間は、当社が法人ユーザーの申込みを承諾した日から本アカウントが削除される日ま

でとします。 

2. 法人ユーザーは、本管理画面にて自ら本アカウントを削除することにより、いつでも本契約を終了さ

せることができるものとします。 

 

第 17 条 （本契約の解除・終了） 

1. 前条の定めにかかわらず、法人ユーザーが次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は法

人ユーザーに対し通知、催告をすることなく本アカウントを削除し、本契約を解除することができます。 

(1) 法人ユーザー及び法人ユーザーの従業員等の故意又は過失により当社が損害を被った場合 

(2) 本契約に違反し、当社が相当期間を定めて書面で催告した後もこれが治癒されない場合 

(3) 法人ユーザーの信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合 

(4) 本サービスを１年以上利用していない場合 

(5) 当社の責に帰すべき事由によらず、法人ユーザーと１か月以上連絡が取れない場合 

(6) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申し立てをし、又は第三者からこれらの申し立てがされた

場合 

(7) 解散の決議、任意整理の開始、又は営業の停止をした場合 

(8) 営業につき、行政庁から許可等を取り消しされ、又は停止の処分を受けた場合 

(9) その他当社が法人ユーザーとして適当でないと判断する相当の理由がある場合 

2. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合等により、本サービスの提供の全てを終了する

ことがあり、この場合、法人ユーザーに対して事前に通知することにより、本アカウントを削除し本契

約を終了させることができます。 

3. 前二項による本契約の解除又は終了により、法人ユーザーに損害（逸失利益、機会損失を含みます）が

生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。 

4. 本契約が終了した後も、第 8条、第 9条、第 13条、第 14条、第 15条、前項及び本項、第 19条第

3項、第 21条並びに第 22条の各規定は有効に存続するものとします。 

 

第 18 条 （情報の提供等） 

1. 法人ユーザーは、当社が本サービスを運営する上で取得する利用者の行動情報（本提供情報の閲覧履

歴や本サービス内での行動履歴等をいいます）が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を

利用すること及び第三者に対してこれらの情報を開示できることを承諾します。 

2. 法人ユーザーは、当社が法人ユーザーに対して、商品等の管理状況、本提供情報の内容又は業務内容

等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとしま

す。 

 

第 19 条 （反社会的勢力の排除） 



1. 当社及び法人ユーザーは、自ら、自らの親会社・子会社等の関係会社、これらの従業員等が、以下の事

項のいずれにも該当しないことを表明し保証します。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等 

(6) 社会運動等標榜ゴロ 

(7) 特殊知能暴力集団等 

(8) 前各号の共生者（前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は、前各号に掲げる者の威力、情報力、

資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者） 

2. 当社及び法人ユーザーは、相手方に対し、自ら第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為

を行わないことを確約いたします。 

(1) 暴力的要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務妨害す

る行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 法人ユーザー及び当社は、相手方が第１項の表明保証又は前項の確約に違反し、又は違反していると

合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除し、かつ自らが被った

損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。なお、法人ユーザー及び当社は、かかる合

理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、

本項に基づく本契約の解除に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を

負うものではないことを承諾します。 

4. 前項により本契約が解除された場合、当社は直ちに本アカウントを削除します。 

 

第 20 条 （当社からの通知方法） 

本サービスに関する当社から法人ユーザーへの通知の方法は、法人ユーザーが申込時に登録（又は第 11条

第 1 項に従い変更）したメールアドレスに対し、電子メールを送信する方法を原則とします。ただし、当

社の裁量により、当社が適切と判断するその他の方法で通知することを妨げるものではありません。 

 

第 21 条 （準拠法） 

本契約に関する準拠法はすべて日本法とし、同法に従い解釈されます。 

 

第 22 条 （合意管轄裁判所） 



本契約に関して法人ユーザーと当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、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。 

 

第 23 条 （本規約に定めのない事項） 

本規約に定めのない事項については、法人ユーザー及び当社は別途協議のうえ、これを決定するものとし

ます。 

 

第 24 条 （本規約の変更） 

当社は、本規約を変更する場合、法人ユーザーに通知又は本サービス上で告知をすることにより本規約を

変更することができるものとします。当社が当該通知又は告知を行った後、当該通知又は告知に記載され

た変更の効力発生日後において法人ユーザーが本サービスの利用を継続した場合には、法人ユーザーは当

該変更内容を承諾したものとみなします。 

 

附則 

本規約は、令和 2年 2月 1日から適用します。 

 

 

 

 

 

プライバシーポリシー 

 

株式会社menu magazine（以下，「当社」といいます。）は，当社が当社のウェブサイト及びアプリケー

ション（以下，総称して「本ウェブサイト等」といいます。）上で提供する「menu magazine」という名

称の，利用者の生活圏内にあるお得な情報や暮らしを豊かにする情報を提供し，個人ユーザーと法人ユー

ザー（以下，併せて「ユーザー」といいます。）を繋ぐ SNSサービス（以下,「本サービス」といいます。）

における，ユーザーの個人情報の取扱いについて，以下のとおりプライバシーポリシー（以下，「本ポリシ

ー」といいます。）を定めます。 

 

第 1 条（個人情報） 

本ポリシーにおいて「個人情報」とは，個人情報の保護に関する法律（以下，「個人情報保護法」といいま

す。）第 2条第 1項で定義される「個人情報」を指すものとします。具体的には，生存する個人に関する情

報であって，①当該情報に含まれる氏名，生年月日，住所，電話番号，連絡先その他の記述等により特定の

個人を識別できる情報及び②容貌，指紋，声紋にかかるデータ，及び健康保険証の保険者番号など，当該

情報から特定の個人を識別できる情報（個人識別符号）を指します。 

 



第 2 条（収集する個人情報の種類及び個人情報の収集方法） 

当社は，ユーザーが本サービスを利用するにあたり，ユーザーの属性に応じて，以下の個人情報を収集い

たします。 

① 個人ユーザーの場合 

    ・メールアドレス（メールアドレス中に氏名，生年月日，電話番号等を使用している場合は，それ

らの情報も取得することとなります。） 

    ・位置情報 

    ・リファラ 

    ・IP アドレス 

    ・サーバーアクセスログに関する情報 

    ・Cookie，ADID，IDFAその他の識別子 

 

また，当社は，個人ユーザーと当社の提携先（情報提供元，広告主，広告配信先などを含みます。

以下，｢提携先｣といいます。）との間でなされた，個人ユーザーの個人情報を含む取引記録や決済

に関する情報を,提携先から収集することがあります。ただし，以下のいずれかの場合に限られま

す。 

Ø 個人情報保護法その他の法令において提携先から当社への個人情報の提供が認められてい

る場合 

Ø 提携先が定める個人情報の取扱いに関する規定（「プライバシーポリシー」という名称か否

かを問いません。）において，当社への個人情報の提供が認められている場合 

Ø 個人ユーザー自身が提携先に対して，当社へ個人情報を提供することを個別に承諾してい

る場合 

 

② 法人ユーザーの場合 

   ・ご担当者様の氏名 

 ・ご担当者様の勤務先メールアドレス 

 ・ご担当者様の勤務先電話番号 

 

第 3 条（個人情報を収集・利用する目的） 

当社が個人情報を収集・利用する目的（以下，「利用目的」といいます。）は，以下のとおりです。 

① 本サービスの提供・運営のため 

② ユーザーからのお問い合わせに回答するため（本人確認を行うことを含む） 

③ ユーザーが利用中の本サービスの新機能，更新情報，キャンペーン等及び当社が提供する他のサ

ービスの案内のメールを送付するため 

④ メンテナンス，重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため 

⑤ 利用規約に違反したユーザーや，不正・不当な目的で本サービスを利用しようとするユーザーの



特定をし，ご利用をお断りするため 

⑥ ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更，削除，ご利用状況の閲覧を行っていただくため 

⑦ 広告の配信，表示及び効果測定のため 

⑧ ユーザーのトラフィック測定及び行動測定のため 

⑨ 上記の利用目的に付随する目的のため 

 

第 4 条（利用目的の変更） 

1. 当社は，利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り，個人情報の利用目的

を変更するものとします。 

2. 利用目的の変更を行った場合には，変更後の利用目的について，当社所定の方法により，ご本人に通

知し，かつ本ウェブサイト等にて公表するものとします。 

 

第 5 条（個人情報の第三者提供） 

1. 当社は，あらかじめご本人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。

ただし，次に掲げるいずれかの場合，または個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きま

す。 

① 人の生命，身体または財産の保護のために必要がある場合であって，ご本人の同意を得ることが

困難であるとき 

② 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，ご本人の

同意を得ることが困難であるとき 

③ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって，ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき 

④ 予め次の事項を告知あるいは公表し，かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき 

I. 利用目的に第三者への提供を含むこと 

II. 第三者に提供されるデータの項目 

III. 第三者への提供の手段または方法 

IV. ご本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 

V. ご本人の求めを受け付ける方法 

 

2. 前項の定めにかかわらず，次に掲げる場合には，当該情報の提供先は「第三者」に該当しないものと

します。 

① 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する

場合 

② 当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

③ 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって，その旨並びに共同して利用される



個人情報の項目，共同して利用する者の範囲，利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理に

ついて責任を有する者の氏名または名称について，あらかじめご本人に通知し，またはご本人が

容易に知り得る状態に置いた場合 

 

第 6 条（個人情報の開示） 

1. 当社は，ご本人から個人情報の開示を求められたときは，ご本人に対し，遅滞なくこれを開示します。

ただし，開示することにより次のいずれかに該当する場合は，その全部または一部を開示しないこと

があります。当社が開示しない決定をした場合には，その旨を遅滞なくご本人に通知します。 

① ご本人または第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

② 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③ その他個人情報の開示が法令に違反することとなる場合 

2. 前項の定めにかかわらず，履歴情報及び特性情報など，個人情報に該当しない情報については，原則

として開示いたしません。 

3. 個人情報の開示につきましては，手数料（1件あたり 1,000 円）を頂戴しておりますので，あらかじ

めご了承ください。 

 

第 7 条（個人情報の訂正及び削除） 

1. ご本人は，当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には，第 10条に定める Eメール

アドレス宛てに Eメールにてお申し出頂くことにより，当社に対して個人情報の訂正，追加または削

除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。 

2. 当社は，ご本人から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，

当該個人情報の訂正等を行うものとします。 

3. 当社は，前項の規定に基づき訂正等を行った場合，または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅

滞なく，これをご本人に通知します。 

 

第 8 条（個人情報の利用停止等） 

1. 当社は，ご本人から，個人情報が，利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由，または不

正の手段により取得されたものであるという理由により，その利用の停止または消去（以下，「利用停

止等」といいます。）を求められた場合には，遅滞なく必要な調査を行います。 

2. 前項の調査結果に基づき，その請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，当該個人情

報の利用停止等を行います。 

3. 当社は，前項の規定に基づき利用停止等を行った場合，または利用停止等を行わない旨の決定をした

ときは，遅滞なく，これをご本人に通知します。 

4. 前二項にかかわらず，利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場

合であって，ご本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は，この

代替措置を講じるものとします。 



 

第 9 条（Google Analytics の利用について） 

1. 当社は本サービスにおいて，Google LLC が提供するサービスであるGoogle Analytics を利用して

ユーザーのアクセスログ等を収集し，クッキー（※）を用いて分析を行っています。この際，ユーザ

ーに関する情報の一部がGoogle LLC にも収集される可能性がありますが，これらの情報に特定の個

人を識別する情報は一切含まれません。これらの情報は Google LLC のプライバシーポリシー

（https://policies.google.com/privacy）に基づいて管理されます。 

※「クッキー」とは，ウェブサイトからインターネット利用者のブラウザに送信される小さなテキス

トファイルです。これによりウェブサーバーがインターネット利用者のブラウザを識別できるこ

とができるようになりますが，クッキーによりインターネット利用者個人を特定することはでき

ません。 

2. Google Analytics によるデータ収集・処理の仕組みについては，以下のページをご参照ください。 

 

「Google のサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報のGoogle による使用」 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

 

第 10 条（プライバシーポリシーの変更） 

1. 当社は，第 4条に基づく利用目的の変更を含め，法令で認められる範囲内で本ポリシーの内容を変更

することができるものとします。 

2. 当社が別途定める場合を除いて，変更後のプライバシーポリシーは，本ウェブサイト等に掲載したと

きから効力を生じるものとします。 

 

第 11 条（お問い合わせ窓口） 

本ポリシーに関するお問い合わせは，下記の窓口までお願いいたします。 

住所：東京都渋谷区恵比寿南 2-9-3 

社名：株式会社menu magazine 

担当部署：menu magazine 部 

E メールアドレス：privacy@menumagazine.co.jp 

 

 


