
■音声プッシュ通知サービス利用規約

新 旧

第1条（本規約の目的） 第1条（本規約の目的）

(略) (略)

第2条（本サービスの開始） 第2条（本サービスの開始）

(略) (略)

第3条（費用負担） 第3条（費用負担）

(略) (略)

第4条（本サービスの変更・追加等） 第4条（本サービスの変更・追加等）

(略) (略)

第5条（本規約等の変更） 第5条（本規約等の変更）

(略) (略)

第6条（会員への通知方法） 第6条（会員への通知方法）

(略) (略)

第7条（会員の責任） 第7条（会員の責任）

(略) (略)

第8条（著作権等） 第8条（著作権等）

1（略） 1（略）

2. 　会員は、本サービスにおいて、会員が登録、記載または投稿等した著作物および

データ等（以下総称して「登録コンテンツデータ」といいます）を、当社の親会社、子

会社、関連会社その他の関係会社（当該親会社および子会社の関係会社を含む）（当社

を含めて、以下「当社グループ」といいます）が、当社事業のために、会員に対価を支

払うことなく、非独占的に、期間の限定なく使用・利用できること（当社グループが第

三者に対して再使用許諾をする権利を含みます）に、あらかじめ同意するものとしま

す。

2. 　会員は、本サービスにおいて、会員が登録、記載または投稿等した著作物および

データ等（以下総称して「登録コンテンツデータ」といいます）を、当社（当社の子会

社、関連会社等を含む。以下本項において同じ）が、当社事業のために、会員に対価を

支払うことなく、非独占的に、期間の限定なく使用・利用できること（当社が第三者に

対して再使用許諾をする権利を含みます）に、あらかじめ同意するものとします。

3. 　会員は、登録コンテンツデータについて、著作権法上の権利を有していること、

もしくは、第三者が著作権を有する著作物等を利用する場合には、前項における会員の

当社グループに対する許諾に必要な権利処理がされていることを保証するものとしま

す。また会員は、前項に定める当社グループまたは当社グループより使用許諾を受けた

第三者による登録コンテンツデータの利用に関し、著作権法上の著作者人格権を行使せ

ず、もしくは、権利者をして行使させないものとします。

3. 　会員は、登録コンテンツデータについて、著作権法上の権利を有していること、

もしくは、第三者が著作権を有する著作物等を利用する場合には、前項における会員の

当社に対する許諾に必要な権利処理がされていることを保証するものとします。また会

員は、前項に定める当社または当社より使用許諾を受けた第三者による登録コンテンツ

データの利用に関し、著作権法上の著作者人格権を行使せず、もしくは、権利者をして

行使させないものとします。

4. 　会員は、第三者が著作権を有する登録コンテンツデータを本サービスにおいて、

登録、記載または投稿等してはならないものとし、第三者の著作権に関し、当社グルー

プに如何なる迷惑・損害等を被らせてはならないものとします。万一、会員による第三

者の著作権侵害により、当社グループが損害等を被った場合は、これを賠償するものと

します。また、登録コンテンツデータについて、第三者から著作権等の権利侵害を理由

として、当社グループに削除要請のあった場合、当社グループの判断により、事前の通

知なく削除される場合のあることを承諾するものとします。

4. 　会員は、第三者が著作権を有する登録コンテンツデータを本サービスにおいて、

登録、記載または投稿等してはならないものとし、第三者の著作権に関し、当社に如何

なる迷惑・損害等を被らせてはならないものとします。万一、会員による第三者の著作

権侵害により、当社が損害等を被った場合は、これを賠償するものとします。また、登

録コンテンツデータについて、第三者から著作権等の権利侵害を理由として、当社に削

除要請のあった場合、当社の判断により、事前の通知なく削除される場合のあることを

承諾するものとします。

5. 　会員が、本サービス上の一部の機能を利用し、登録コンテンツデータを、情報投

稿ウェブサイトまたはアプリ（例：フェイスブック、ツイッター）を通して、ウェブに

投稿する場合、会員は、自己の判断と責任において実施するものとし、また当該投稿に

ついては各々の情報投稿ウェブサイトまたはアプリが定める規定が適用されることを認

識し同意するものとします。また、会員は、ウェブに投稿された登録コンテンツデータ

は、他の本サービス会員により端末へ保存するなどの方法で利用され得ること、および

当該会員等により複数回投稿され得ること等を認識し同意するものとします。なお、か

かる会員の投稿に起因して発生しうるすべての問題につき、当社グループの責めに帰す

べき事由によって発生した損害を除いて、当社グループは如何なる責任も負いません。

5. 　会員が、本サービス上の一部の機能を利用し、登録コンテンツデータを、情報投

稿ウェブサイトまたはアプリ（例：フェイスブック、ツイッター）を通して、ウェブに

投稿する場合、会員は、自己の判断と責任において実施するものとし、また当該投稿に

ついては各々の情報投稿ウェブサイトまたはアプリが定める規定が適用されることを認

識し同意するものとします。また、会員は、ウェブに投稿された登録コンテンツデータ

は、他の本サービス会員により端末へ保存するなどの方法で利用され得ること、および

当該会員等により複数回投稿され得ること等を認識し同意するものとします。なお、か

かる会員の投稿に起因して発生しうるすべての問題につき、当社の責めに帰すべき事由

によって発生した損害を除いて、当社は如何なる責任も負いません。

第9条（禁止事項） 第9条（禁止事項）

(略) (略)

第10条（権利義務の譲渡等の禁止） 第10条（権利義務の譲渡等の禁止）

1（略） 1（略）

2. 　当社は、事前に相応なる期間をもって、第６条に基づき会員に通知することによ

り、本規約上の権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させる

ことができるものとします。この場合、第５条の定めが準用されることとします。ただ

し、当社が本規約等に基づく権利および義務の全部または一部（本規約等の内容で成立

した契約を含む）を、当社の親会社、子会社、関連会社その他の関係会社（当該親会社

および子会社の関係会社を含む）に譲渡し、または承継させる場合は、本項に基づく通

知は不要とします。

2. 　当社は、事前に相応なる期間をもって、第６条に基づき会員に通知することによ

り、本規約上の権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させる

ことができるものとします。この場合、第５条の定めが準用されることとします。ただ

し、当社がパナソニックグループ内の他の法人に、本規約上の権利及び義務の全部また

は一部を譲渡し、または承継させる場合は、本項に基づく通知義務は負わないこととし

ます。

第11条（本サービス提供の終了・一時中断） 第11条（本サービス提供の終了・一時中断）

1,2,3,4（略） 1,2,3,4（略）



5．　会員は、以下のいずれかの行為により本サービスの全部または一部の利用を停止

または終了することができます。その行為の時点で会員と当社との間の本サービスの利

用に関する契約は解除されることに同意するものとします。

(1)　会員が本サービスの画面上の所定の手続きに従って、本サービスの対象である

Panasonic家電をマイ家電リストから削除する等、本サービス所定の手続を取った場合

(2) 会員がCLUB Panasonicサービスの退会手続きを完了すること

(3) 利用するPanasonic家電の所定の手続きに従って、Panasonic家電をお買い上げ時

の状態に戻すこと

5．　会員は、以下のいずれかの行為により本サービスの全部または一部の利用を停止

または終了することができます。

(1)　会員が本サービスの画面上の所定の手続きに従って、本サービスの対象である

Panasonic家電をマイ家電リストから削除する等、本サービス所定の手続を取った場合

(2) 会員がCLUB Panasonicサービスの退会手続きを完了すること

(3) 利用するPanasonic家電の所定の手続きに従って、Panasonic家電をお買い上げ時

の状態に戻すこと

第12条（免責事項） 第12条（免責事項）

(略) (略)

第13条（非保証） 第13条（非保証）

(略) (略)

第14条（分離可能性） 第14条（分離可能性）

(略) (略)

第15条（準拠法） 第15条（準拠法）

(略) (略)

第16条（合意管轄） 第16条（合意管轄）

会員および当社は、本規約に基づく会員と当社との本サービスの利用に関する契約につ

いて、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す

ることに同意します。

会員および当社は、本規約に基づく会員と当社との本サービスの利用に関する契約につ

いて、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す

ることに合意します。

　

新 旧

１．取得および利用するプライバシー情報 １．取得および利用するプライバシー情報

（１）Panasonicアプリから取得する情報

 Panasonicアプリに登録された品番･製造番号などの対象家電に関する情報

 お客様がPanasonicアプリに登録される性別・年齢・居住地域・設置場所など、お

客様に関する情報

 IPアドレスやMACアドレスなどインターネット接続に必要な情報

 Panasonicアプリを通じて通知をしたメッセージの内容など、Panasonicアプリのご

利用に関する情報

 お客様がお使いのスマートフォンに割り当てられている識別子や、お使いのスマー

トフォンの位置情報等、お使いの端末に関する情報

※特に、帰宅時再お知らせ機能の設定をCLUB Panasonicアプリで有効にした場合、位

置情報としてスマートフォンの現在地のデータを収集し、かつ、CLUB Panasonicアプ

リが閉じられているときや、利用されていないときにも、当該現在地のデータを収集し

ます。

 Panasonicアプリを通じてお客様が当社に提供される情報

（１）当社アプリから取得する情報

 当社アプリに登録された品番･製造番号などの対象家電に関する情報

 お客様が当社アプリに登録される性別・年齢・居住地域・設置場所など、お客様に

関する情報

 IPアドレスやMACアドレスなどインターネット接続に必要な情報

 当社アプリを通じて通知をしたメッセージの内容など、当社アプリのご利用に関す

る情報

 お客様がお使いのスマートフォンに割り当てられている識別子や、お使いのスマー

トフォンの位置情報等、お使いの端末に関する情報

 当社アプリを通じてお客様が当社に提供される情報

2,3,4(略) 2,3,4(略)

■プライバシーポリシー

パナソニックグループ（パナソニック ホールディングス株式会社、その連結子会社お

よび持分法適用関連会社をいい、以下同様とします）は、Panasonicブランドの家電製

品（以下、「Panasonic家電」といいます）や日々の生活のお役立ち情報に関する種々

のコンテンツをWebサイトや専用アプリを通じてCLUB Panasonic会員サービス

（「CLUB Panasonic」）としてご提供するとともに、インターネットに接続できる機

能を持つPanasonic家電に対応する種々のアプリやCLUB Panasonicアプリ（以下総称

して「Panasonicアプリ」）をご提供し、CLUB Panasonicご登録時やご利用の際にい

ただいた情報（「CLUB Panasonic情報」）やPanasonic家電と連携したサービスをご

提供しています。パナソニック株式会社（以下、「当社」といいます）が提供する音声

プッシュ通知サービスは、Panasonic家電を通じて、ご自宅にあるエアコンや洗濯機等

の別の家電の稼働状況等のお知らせや、第三者が提供するサービスに関するお知らせを

音声メッセージとして会員に通知するサービス（「本サービス」）です。

本サービスのご利用にあたっては、お客様には、CLUB Panasonicに会員登録をされた

上でログインし、ご利用のPanasonic家電をご登録いただきます。

本サービスのご利用を開始いただきますと、当社はPanasonicアプリおよびご登録の

Panasonic家電（「対象家電」）からご利用に関する情報など以下１で定める情報

（「プライバシー情報」）を取得し、本サービスの提供をはじめ以下２で定める目的

（「利用目的」）で利用します。

当社は、お客様およびPanasonicアプリや対象家電などから、個人情報を含む様々な情

報をお預かりしており、これらの情報はお客様のプライバシーに関する重要なものであ

ると認識しております。そこで、本サービスをご利用される際に、お客様からお預かり

する個人情報を含むプライバシー情報の取扱いに関する基本方針を、プライバシーポリ

シーとしてここに定め（「本ポリシー」）､同意をいただいています。Panasonicアプ

リや対象家電をお使いの他の方にも、本ポリシーの内容をご理解いただき、同意をいた

だくようにお願い致します。なお、本ポリシーは、本サービスをお客様にご利用いただ

く際に当社が取得し利用するプライバシー情報の取扱いについて適用されます。

パナソニック株式会社（「当社」）は、当社の家電製品や日々の生活のお役立ち情報に

関する種々のコンテンツをWebサイトや専用アプリを通じてCLUB Panasonic会員サー

ビス（「CLUB Panasonic」）としてご提供するとともに、インターネットに接続でき

る機能を持つ当社の各種家電製品に対応する種々のアプリ（「家電アプリ」）やCLUB

Panasonicアプリ（以下総称して「当社アプリ」）をご提供し、CLUB Panasonicご登

録時やご利用の際にいただいた情報（「CLUB Panasonic情報」）や当社の家電製品と

連携したサービスをご提供しています。音声プッシュ通知サービスは、Panasonicブラ

ンドの家電製品を通じて、ご自宅にあるエアコンや洗濯機等の別のPanasonic家電の稼

働状況等のお知らせや、第三者が提供するサービスに関するお知らせを音声メッセージ

として会員に通知するサービス（「本サービス」）です。お客様にはCLUB Panasonic

情報、当社アプリ、および家電製品と連携した本サービスをご利用いただけます。

本サービスのご利用にあたっては、お客様には、CLUB Panasonicに会員登録をされた

上でログインし、ご利用の当社の家電製品をご登録いただきます。

本サービスのご利用を開始いただきますと、当社は当社アプリおよびご登録の家電製品

（「対象家電」）からご利用に関する情報など以下１で定める情報（「プライバシー情

報」）を取得し、本サービスの提供をはじめ以下２で定める目的（「利用目的」）で利

用します。

当社は、お客様および当社アプリや対象家電などから、個人情報を含む様々な情報をお

預かりしており、これらの情報はお客様のプライバシーに関する重要なものであると認

識しております。そこで、本サービスをご利用される際に、お客様からお預かりする個

人情報を含むプライバシー情報の取扱いに関する基本方針を、プライバシーポリシーと

してここに定め（「本ポリシー」）､同意をいただいています。当社アプリや対象家電

をお使いの他の方にも、本ポリシーの内容をご理解いただき、同意をいただくようにお

願い致します。なお、本ポリシーは、本サービスをお客様にご利用いただく際に当社が

取得し利用するプライバシー情報の取扱いについて適用されます。



２．取得した情報の「利用目的」 ２．取得した情報の「利用目的」

当社は、お客様からお預かりしたプライバシー情報を、以下の利用目的（以下、「利用

目的」といいます）で利用します。なお、当社が利用するプライバシー情報には、本ポ

リシーに同意いただいた後に取得した情報のほか、本サービスに関する過去の利用規約

等の規約に同意いただいた上で取得した情報も含み、当該規約の利用目的の定めにかか

わらず、以下の利用目的で利用します。

当社は、お客様からお預かりしたプライバシー情報を、以下の利用目的で利用します。

なお、当社が利用するプライバシー情報には、本ポリシーに同意いただいた後に取得し

た情報のほか、本サービスに関する過去の利用規約等の規約に同意いただいた上で取得

した情報も、当該規約の利用目的の定めにかかわらず、以下の利用目的で利用します。

①（略） ①（略）

②　本サービスおよびPanasonic家電に関して、お客様からのお問合せ､修理、アフ

ターサービスに対応するため

②　本サービスおよび当社の家電製品に関して、お客様からのお問合せ､修理、アフ

ターサービスに対応するため

③　CLUB Panasonic会員登録が利用条件となっているサービスを提供するため ③　当社アプリで提供するサービス、およびClub Panasonic会員サービス等、本サー

ビス以外の当社サービスを提供するため

④　本サービス、対象家電をはじめ、パナソニックグループの商品、アプリ、サービス

の改善、改良や品質向上､および新規開発のため

④　当社アプリ、本サービス、対象家電をはじめ、当社の商品、アプリ、サービスの改

善、改良や品質向上､および新規開発のため

⑤　本サービス上、当社の他のサービス上、およびアプリ上での広告やコンテンツの掲

示・配信など、パナソニックグループが取り扱う商品およびサービスの販売促進やマー

ケティング活動のため

⑤　本サービス上、当社の他のサービス上、および当社アプリ上での広告やコンテンツ

の掲示・配信など、以下３に定義するパナソニックグループが取り扱う商品およびサー

ビスの販売促進やマーケティング活動のため

⑥⑦⑧⑨(略) ⑥⑦⑧⑨(略)

３．プライバシー情報の共同利用 ３．プライバシー情報の共同利用

（１） パナソニックグループのうち、日本法に基づいて設立された会社（以下、「共

同利用会社」といいます）は、プライバシー情報のうち、CLUB Panasonic情報を、

CLUB Panasonic会員利用規約の一部である『CLUB Panasonicプライバシーポリ

シー』（以下、「CLUB Panasonicプライバシーポリシー」といいます）の定めにした

がって、共同して利用します。

（１）当社ならびに当社の連結子会社、持分法適用会社およびパナソニック ホームズ

株式会社（「パナソニックグループ」）は、プライバシー情報のうち、CLUB

Panasonic情報を、CLUB Panasonic会員利用規約の一部である『CLUB Panasonicに

おける個人情報の共同利用について』の定めにしたがって、共同して利用します。

（２） 共同利用会社は、プライバシー情報のうち、CLUB Panasonic情報以外の情報

（「IoT家電データ」）を、次のとおり、共同して利用します。

（２） パナソニックグループは、プライバシー情報のうち、CLUB Panasonic情報以外

の情報（「IoT家電データ」）を、次のとおり、共同して利用します。

①（略） ①（略）

② 共同して利用する者の範囲

共同利用会社

② 共同して利用する者の範囲

パナソニックグループ

③④(略) ③④(略)

⑤ 取得方法

インターネット（Panasonicアプリ、対象家電

⑤ 取得方法

インターネット（当社アプリ、対象家電）

４．プライバシー情報を第三者に提供する場合 ４．プライバシー情報を第三者に提供する場合

１①（略） １①（略）

② IoT家電データ（当該データのみではお客様ご本人を識別できないものに限ります。

以下（２）においても同様）や、お客様ご本人が識別されない状態に加工した統計デー

タや匿名加工データを提供する場合

② IoT家電データ（当該データのみではお客様ご本人を識別できないものに限ります）

や、お客様ご本人が識別されない状態に加工した統計データや匿名加工等のデータを提

供する場合

③④⑤⑥⑦⑧(略) ③④⑤⑥⑦⑧(略)

⑨ 前述のもののほか、CLUB PanasonicやPanasonicアプリに関する利用規約への同意

など、本ポリシーへの同意とは別途、プライバシー情報を第三者に提供することについ

て、お客様に同意いただいている場合

⑨ 前述のもののほか、CLUB Panasonicや当社アプリに関する利用規約への同意な

ど、本ポリシーへの同意とは別途、プライバシー情報を第三者に提供することについ

て、お客様に同意いただいている場合

（２） 前述の（１）②に定める場合であれば、当社は、第三者が外国法人であるとき

や、第三者のサーバーが外国にあるときなど、IoT家電データが外国に移転されるとき

であっても、第三者に提供できるものとします。

（２） 前述の（１）に定める場合であれば、当社は、第三者が外国法人であるとき

や、第三者のサーバーが外国にあるときなど、プライバシー情報が外国に移転されると

きであっても、第三者に提供できるものとします。

3（略） 3（略）

（４） 当社は、利用目的の②および④に必要な範囲で、Google Analyticsおよび

Google Analytics for Firebase等、第三者の情報収集モジュールを利用します。Google

AnalyticsおよびGoogle Analytics for Firebaseは、お客様ご本人を識別できないIoT家

電データのうち、Panasonicアプリから取得する情報を自動的に収集し、Google LLC

等の当該モジュールの提供者（外国の事業者含みます。以下本項において同様）に送信

します。当社は、前述の（１）②に基づき、当該IoT家電データを当該提供者に送信し

ます。送信されたIoT家電データは、当該モジュールの提供者が定めるプライバシーポ

リシーその他の規定に基づいて管理・利用されます。

なお、Google AnalyticsおよびGoogle Analytics for Firebaseを当社が利用する際に、

お客様のIoT家電データがどのように収集され、処理されるかについては、

https://www.google.com/policies/privacy/partners/のサイトをご確認ください。

（４） 当社は、利用目的の②および④に必要な範囲で、Google Analyticsおよび

Google Analytics for Firebase等、第三者の情報収集モジュールを利用します。Google

AnalyticsおよびGoogle Analytics for Firebaseは、お客様ご本人を識別できないIoT家

電データのうち、当社アプリから取得する情報を自動的に収集し、Google LLC等の当

該モジュールの提供者に送信します。当社は、前述の（１）②に基づき、当該IoT家電

データを当該提供者に送信します。送信されたIoT家電データは、当該モジュールの提

供者が定めるプライバシーポリシーその他の規定に基づいて管理されます。

なお、Google AnalyticsおよびGoogle Analytics for Firebaseを当社が利用する際に、

お客様のIoT家電データがどのように収集され、処理されるかについては、

https://www.google.com/policies/privacy/partners/のサイトをご確認ください。

５．プライバシー情報の管理責任者 ５．プライバシー情報の管理責任者

プライバシー情報のうち、IoT家電データの管理責任者は以下の通りです。

なお、CLUB Panasonic情報の管理責任者は、CLUB Panasonicプライバシーポリシー

に記載の通りです。

事業者名 パナソニック株式会社

住所 大阪府門真市大字門真１００６

代表者 品田 正弘

管理責任者 本サービスにおける個人情報保護管理者

担当事業場名および担当部署 パナソニック株式会社　くらし事業本部

管理責任者 本サービスにおける個人情報保護管理者

管理責任者の所属 担当部署と同様

６．プライバシー情報の取得・利用・第三者への提供等を中止するには ６．プライバシー情報の取得・利用・第三者への提供等を中止するには

1(略) 1(略)

（２） お客様は、Panasonicアプリをご利用のスマートフォンからアンインストール

することで、Panasonicアプリからのプライバシー情報の取得を中止させることができ

ます。

なお、Panasonicアプリをアンインストールしても、対象家電からのプライバシー情報

の取得は中止されず、当社は利用目的の範囲内で継続して使用します。

（２） お客様は、当社アプリをご利用のスマートフォンからアンインストールするこ

とで、当社アプリからのプライバシー情報の取得を中止させることができます。

なお、当社アプリをアンインストールしても、対象家電からのプライバシー情報の取得

は停止されず、当社は利用目的の範囲内で継続して使用します。



（３） お客様は、Panasonicアプリおよび対象家電の画面上に表示される手順にした

がって、本サービスの利用を停止するオプションを選択することで、対象家電からのプ

ライバシー情報の取得を中止させることができます。ただし、対象家電を複数の

Panasonicアプリに登録している場合や、別の端末にインストールされたPanasonicア

プリに対象家電が登録されている場合は、すべてのアプリで本サービスの利用を停止す

るオプションを選択していただかないと、対象家電からのプライバシー情報の取得は中

止されず、当社は利用目的の範囲内で継続して使用します。

（３） お客様は、当社アプリおよび対象家電の画面上に表示される手順にしたがっ

て、本サービスの利用を停止するオプションを選択することで、対象家電からのプライ

バシー情報の取得を停止させることができます。ただし、対象家電を複数の当社アプリ

に登録している場合や、別の端末にインストールされた当社アプリに対象家電が登録さ

れている場合は、すべてのアプリで本サービスの利用を停止するオプションを選択して

いただかないと、対象家電からのプライバシー情報の取得は停止されず、当社は利用目

的の範囲内で継続して使用します。

（４） お客様が本項に基づいてプライバシー情報の取得等を中止させた場合、本サー

ビスの全部または一部をご利用いただけなくなる可能性があります。また、本項に基づ

いてプライバシー情報の利用の中止をお申し出いただいたとしても、その時点でお客様

から同意をいただき取得したIoT家電データについては削除されず、利用目的の範囲内

で利用されます。

（４） お客様が本項に基づいてプライバシー情報の取得等を停止させた場合、本サー

ビスの全部または一部をご利用いただけなくなる可能性があります。また、本項に基づ

いてプライバシー情報の利用の中止をお申し出いただいたとしても、その時点でお客様

から同意をいただき取得したIoT家電データについては削除されず、利用目的の範囲内

で利用されます。

７． 安全管理措置 （新設）

当社では、お客様からお預かりしたプライバシー情報を適切に管理するために様々な施

策を講じております。具体的な施策の内容については、CLUB Panasonicの『お客様か

らお預かりしたパーソナルデータについて』（https://club.panasonic.jp/data-

privacy/ ）をご参照ください。

８．本ポリシーの文面の変更について 7．本ポリシーの文面の変更について

当社では、法令などの変更に対応するため、または当社を含むパナソニックグループに

よるプライバシー情報の利用や取扱いに変更がある場合など、当社が必要と判断する場

合に、本ポリシーの全部または一部を変更することがあります。この場合、変更後の本

ポリシーに同意をいただきますようお願い致します。変更した本ポリシーに同意いただ

けない場合には、本サービスの全部または一部をご利用いただけなくなる場合がありま

すので、予めご了承ください。

当社では、法令などの変更に対応するため、または当社によるプライバシー情報の利用

や取扱いに変更がある場合など、当社が必要と判断する場合に、本ポリシーの全部また

は一部を変更することがあります。この場合、変更後の本ポリシーに同意をいただきま

すようお願い致します。変更した本ポリシーに同意いただけない場合には、本サービス

の全部または一部をご利用いただけなくなる場合がありますので、予めご了承くださ

い。


