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Partnership 

Be our partner! 

Partner with us to design the right website to reflect all the incredible sights and sounds of Tokyo 
together. Create and help share this enchanting city with people all over the world. Let’s design 
and create a user-friendly website that allows visitors to Tokyo to share their photos and talk 
about the impressive natural attractions, historical sites, different restaurants and big sporting 
events of Tokyo. 

Join our community and discover everything from a Shinto shrine to a sake brewery, a cherry 
blossom park to an enchanting view of Mount Fuji, friends dancing together, and much more. 
This way you can participate with people all over the world who are learning and sharing about 
this beautiful city. Partner with us by joining our ever-growing community. 

For more information, you can send an email to XX@XX.com. 

 
 

Privacy Policy 
At XX, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document 
outlines the types of personal information that are received and collected by XX and how it is 
used. 

What Personal Information Do we collect? 

The information we gather falls into two categories: 1) Personally identifiable information, which 
includes personal information you voluntarily supply when you subscribe, order, complete a 
survey, register for an online discussion, enter a contest or provide your e-mail address, and 2) 
Non-personally identifiable information, which includes tracking information collected as you 
navigate through our sites. 

How do we use Personal Information? 

We need to collect personal information so that we can provide you with the publications or 
services you have requested, or so that we can carry out specific statutory functions (or both). 
The particular purpose for which we collect personal information will either be explained when we 
collect that information, or will be obvious from the context in which it is collected. 

Data Security 

XX will take reasonable steps to ensure that all information we collect, use or disclose is 
accurate, complete, up-to-date and stored in a secure environment accessed only by authorised 
persons. However, we give no warranty against third parties hacking into the data or any 
unauthorised access to the data by anyone. 

mailto:XX@XX.com
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Log Files 

Like many other Web sites, XX makes use of log files. The information inside the log files 
includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider (ISP), 
date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyse trends, administer the site, 
track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses and 
other such information are not linked to any information that is personally identifiable. 

Third party websites 

This website may contain hyperlinks to third party websites. We are not responsible for the 
content of such websites, or for the manner, in which those websites collect, hold, use, and 
distribute any personal information you provide. When visiting a third party website from 
hyperlinks displayed on this website, we encourage you to review the privacy statements of 
those websites so that you can understand how the personal information you provide will be will 
collected, held, used and distributed. 

Changes to our Privacy Policy 

We reserve the right, at our discretion, to update or revise this privacy policy at any time. 
Changes to this privacy policy will take effect immediately once published on this website. Please 
check this privacy policy regularly for modifications and updates. If you continue to use this 
website or if you provide any personal information after we post changes to this privacy policy, 
this will indicate your acceptance of any such changes. 

Cookies Policy 

IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE: 

This policy explains how cookies are used on this website. The policy may be amended from 
time to time. When we do, we will let you know by appropriate means such as by posting the 
revised policy on this page with a new “Last Updated” date. By using this site, you agree to the 
placement of cookies on your computer in accordance with the terms of this policy. If you do not 
wish to accept cookies from this site, please either disable cookies or refrain from using this site. 

What are Cookies? 

A cookie is a text-only string of information that a website transfers to the cookie file of the 
browser on your computer’s hard disk so that the website can recognise you when you revisit 
and remember certain information about you. This can include which pages you have visited, 
choices you have made from menus, any specific information you have entered into forms and 
the time and date of your visit. 

Types of Cookies 

There are two main types of cookies: 
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パートナーシップ 

是非当社のパートナーに！ 

当社のパートナーになって適切なウェブサイトをデザインし、一緒に東京の信じがたいほど素晴らしいあ

らゆる景色とざわめきを表現しましょう。うっとりするような魅惑的な都市を創造して、世界中の人々と分か

ち合えるようにしましょう。ユーザーに優しいウェブサイトをデザインして創造し、東京への訪問者が写真

を共有して、東京の印象的な自然の魅力、史跡、様々なレストラン、そして大規模なスポーツイベントに

ついて語れるようにしましょう。 

当社のコミュニティに参加して、神道の神社から造り酒屋、桜咲く公園から富士山の魅惑的な光景、一緒

に踊っている友逹に至るまで、ありとあらゆることを発見しましょう。このようにすれば、この美しい都市を学

び、共有する世界中の人々と一緒に参加できます。成長を続けるコミュニティに参加して、是非当社のパ

ートナーになってください。 

詳しくは、XX@XX.comに電子メールをお送りください。  

 

 

プライバシー方針 
XX にとって、当社サイトの訪問者の方々の個人情報は非常に重要です。このプライバシー方針書では、

XXが受領・収集する個人情報の種類とその用途を概説しています。 

当社が収集する個人情報とは？ 

当社が収集する情報は、以下の 2 つのカテゴリーに分けられます。1) 個人を識別できる情報。これには、

購読、購入、アンケート調査記入、オンライン討議登録、コンテスト参加、電子メールアドレスの提供など

の際に、自発的に提出した個人情報も該当します。及び 2) 当社のサイトをナビゲート中に収集された追

跡情報など、個人を識別できない情報。これも当社が収集する個人情報となります。 

個人情報の当社の活用方法とは？ 

皆様から依頼された掲載やサービスをご提供するため、又は具体的な法的機能を果たすため（若しくは

この双方）に、当社は個人情報を収集する必要があります。当社が個人情報を収集する具体的な目的は、

当該情報の収集時にご説明するか、収集時の状況から明白となっています。 

データセキュリティ 

XXは妥当な対策を講じ、当社が収集、使用又は公開するあらゆる情報を、正確で完全且つ最新のもの

にして、権限を与えられた者だけがアクセスできる安全な環境に保存しています。ただし、第三者による

データハッキングや何者かによるデータへの未承認アクセスに対して、当社は一切の保証を与えており

ません。 

mailto:XX@XX.com
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ログ ファイル 

他の多くのウェブサイトと同様に、XX はログファイルを活用しています。ログファイル内の情報には、イン

ターネットプロトコル（IP）アドレス、ブラウザの種類、インターネットサービスプロバイダー（ISP）、日付/タイ

ムスタンプ、前ページ/終了ページ、クリック回数などがあり、これらの情報でトレンド分析、サイト管理、サ

イト内ユーザー移動情報の追跡調査、人口統計情報の収集を行っています。IP アドレスとその他の類似

情報は、個人を識別できるような情報に関連づけられていません。 

第三者のウェブサイト   

本ウェブサイトには、第三者のウェブサイトへのハイパーリンクが組み込まれていることがあります。このよ

うなウェブサイトでは、皆様が提供した個人情報の収集、保有、使用及び配布を行っており、その内容や

方法について当社は責任を負いません。本ウェブサイトに表示されたハイパーリンクから第三者のウェブ

サイトにアクセスする際、アクセス先サイトに皆様が提供する個人情報の収集、保有、使用及び配布方法

をご理解いただけるように、アクセス先のプライバシー方針を検討されることをお勧めします。 

当社のプライバシー方針の変更 

当社は当社の裁量により、本プライバシー方針を随時更新又は改訂する権利を有しています。

本プライバシー方針の変更は、このウェブサイトに掲載された時点で直ちに有効となります。修正と改訂

については、本プライバシー方針を定期的にご確認ください。本プライバシー方針の変更が掲載された

後に、皆様がこのウェブサイトを引き続きご使用になった場合や個人情報を提供された場合、皆様がこの

ような変更に同意なさったことになります。 

クッキー方針 

重要通知：本ウェブサイトをご使用になる前に慎重にお読みください。 

本方針では、このウェブサイトのクッキー使用方法を説明します。本方針は随時変更されることがあります。

変更の際には、このページに改訂後の方針を新しい「最終更新」日を付記して掲載するなど、適切な手

段でお知らせします。このサイトをご使用になることで、本方針の条件に従ってお使いのコンピュータでク

ッキーが使用されることに同意したことになります。このサイトからのクッキーの受け入れを希望しない場

合、クッキーを無効にするか、このサイトのご使用をお控えください。 

クッキーとは？ 

クッキーとは、お使いのコンピュータのハードディスクにあるブラウザのクッキーファイルにウェブサイトが

送信するテキスト文字列のみの情報です。次回皆様がそのウェブサイトにアクセスした際に、ウェブサイト

が皆様を認識して、皆様の情報を記憶するようにします。この情報には、どのページにアクセスしたのか、

メニュー画面から何を選択したのか、フォームに入力した具体的な情報やアクセス日時などがあります。 

クッキーの種類 

クッキーには大きく分けて 2種類あります。 
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セッションクッキー：これらは一時的なクッキーで、閲覧セッション終了時、つまりサイトを立ち去る時に有

効期限が切れます。セッションクッキーにより、同じ閲覧セッション中にウェブサイトでページ間を移動す

ると、そのウェブサイトは閲覧者を認識することができるので、閲覧者はウェブサイトを最も効果的に使用

することができます。 

パーシステントクッキー：セッションクッキーとは対照的に、このクッキーは閲覧セッションと閲覧セッション

の間も、有効期限が切れるか削除されるまで、お使いの機器内に保存されます。このようにしてウェブサ

イトは閲覧者の再アクセス時に閲覧者を「認識」して、その閲覧者のユーザー設定を思い出し、閲覧者に

サービスを合わせることができるのです。 

当社におけるクッキーの使用 

当社では現在このウェブサイトで以下の種類のクッキーを使用しており、将来も使用することがあります。

当社ではセッションクッキーを以下のために使用します。  

閲覧者がこのウェブサイトをページからページに移動しながら使用している際に、セキュリティの維持と閲

覧者情報の検証に役立てます。このようにすれば、新しいページに移るたびに、毎回ご自分の情報を再

入力する必要が省けます。 

当社ではパーシステントクッキーを以下のために使用します。 当社のウェブサイトが再アクセスされた時、

閲覧者をユニークユーザーとして認識できるようにして、当社のページ間やサービス間を移動中に何回

もご自分の情報を入力する必要がないようにします。 

統計と評価を目的として匿名の総計情報を収集して編集し、これによりどのようにユーザーの方々がこの

ウェブサイトをご利用になっているのかを当社が理解して、当社ウェブサイトの構成の向上に役立てます。 

皆様に最適のウェブ使用方法をご提供すべく、多くのクッキーが設計されています。たとえば、当社はク

ッキーを使用して、当社ウェブサイトを使用時のユーザーエクスペリエンスを向上させます。この例として、

お使いのブラウザが特定のテクノロジー機能に対応しているかどうかを認識するクッキーなどがあります。

これにより、たとえば大容量ファイルのダウンロードを要求した時に、ウェブページの読み込みが速くなり

ます。当社では、当社に情報を送信するクッキーだけではなく、情報を収集して第三者に送信するクッキ

ーも使用しています。この例として、Google Analyticsが挙げられます。当社では Google Analyticsを使

用して、サイト訪問者数、訪問者がどこから当サイトに来たのか、どのページを訪れたのかといった情報

の収集と編集に役立てています。Googleのサイトを訪問して、Googleのプライバシー方針と Google 

Analytics クッキーの適用を外す方法をご覧ください。ファーストパーティクッキーと同様、ご自分のブラウ

ザの設定により、サードパーティクッキーを遮断できます。当社のクッキーの中には、皆様の氏名や電子

メールアドレスなど、個人情報を収集して保存するものもあります。当社は皆様のプライバシーを尊重して

守ることに尽力しており、必ず当社のプライバシー方針に従って、当社が収集した全ての個人情報を保

存し、お取り扱いいたします。 

このサイトにおけるクッキーの無効化 

ほとんどのブラウザでは、当初クッキーを受け入れるように設定されています。ただしご希望の場合には、

通常はインターネットソフトの閲覧設定を変更することで、クッキーを無効にできます。閲覧設定によって、

特定のクッキーの受け入れを有効化することや、お使いのコンピュータに新しいクッキーが保存される前

に毎回通知を受けることもできます。このようにして、ご自分でクッキーを受け入れるのかそれとも拒否す

るのかを決めることができます。クッキーの使用を管理するために、様々なリソースをお使いになれます。

たとえば、お使いのブラウザの［ヘルプ］セクションがお役に立てるでしょう。また、ブラウザの「アドオン設




