
 

datum groupプライバシーポリシー 

 

 

第１条（総則） 

datum group（以下「当グループ）は、当グループが運営するサービスをご利用になるお客様

（以下「ユーザー様」）の個人情報の保護を最優先事項のひとつとして位置づけ、ユーザー様

の個人情報の重要性を認識し慎重に取り扱うよう、保護の徹底に努めてまいります。 

当グループはユーザー様の個人情報の適正な収集、利用、保護を図るとともに安全管理を行う

ため、以下の通りプライバシーポリシーを定め運用いたします。 

  

 

第２条（個人情報） 

1   「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する

個人に関する情報であって、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並びに特定の個人と

結びついて使用されるメールアドレス、ユーザーID、パスワード、クレジットカー

ド等の情報、および個人情報と一体となった趣味、家族構成、年齢その他の個人に

関する属性情報をいいます。 

2   クッキー（Cookie）及びIPアドレス情報は、当グループが有しているお客様の個人

情報と紐付けられて特定の個人を識別する情報として使用されることがない限りに

おいて、個人関連情報として取り扱います。これら情報と当グループが有している

お客様の個人情報とが紐付けられて特定の個人を識別する情報として使用される場

合には、これら情報は個人情報として取り扱います。 

3   datum groupに属する各法人（neten株式会社、ラボラトリオ株式会社、まほらエ

ステート株式会社、オルムス株式会社、株式会社七沢研究所、イソノミヤ株式会

社、和器出版株式会社、一般社団法人白川学館、一般社団法人真道国際センター、

一般財団法人和学研究助成財団）」（以下、「当グループに属する法人」）は運営

するメディア（メールマガジン、ウェブサイト、SNSなど）においては、たとえ特

定の個人を識別することができなくとも、クッキー（Cookie）及びIPアドレス情報

を利用する場合には、その目的と方法を開示して参ります。また、クッキー情報に

ついては、ブラウザの設定で拒否することが可能です。クッキー（Cookie）を拒否

するとサービスが受けられない場合は、その旨も公表します。 

  

 



 

第３条（個人情報の収集方法） 

1   当グループに属する法人は、ユーザー様が利用登録をする際に氏名、生年月日、住

所、電話番号、メールアドレス、決済に関わる個人情報をお尋ねすることがありま

す。また、ユーザー様と提携先などとの間でなされたユーザー様の個人情報を含む

取引記録や決済に関する情報を当グループに属する法人の提携先（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。）などから収集・

取得することがあります。 

2   収集・取得に当たっては、個人情報保護法第20条第2項各号に掲げる場合を除くほ

か、あらかじめ利用者ご本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しません。

「要配慮個人情報」とは、個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で

定める記述等が含まれるものをいいます。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪により害を被った事実等のほか、身体障害、知的障害、精神障害等の障

害があること、健康診断その他の検査の結果等が該当します。 

  

 

第４条（個人情報の共同利用） 

当グループに属する法人は、当グループに属する各法人との間で個人情報を共同利用いたしま

す。 

1   共同利用する者の範囲 

datum groupに属する各法人（neten株式会社、ラボラトリオ株式会社、まほらエス

テート株式会社、オルムス株式会社、株式会社七沢研究所、イソノミヤ株式会社、和

器出版株式会社、一般社団法人白川学館、一般社団法人真道国際センター、一般財団

法人和学研究助成財団） 

2   共同利用される個人データの項目 

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

きる情報並びに特定の個人と結びついて使用されるメールアドレス、ユーザーID、パ

スワード、クレジットカード等の情報、および個人情報と一体となった趣味、家族構

成、年齢その他の個人に関する属性情報 

3   個人データの管理について責任を有する者 

neten株式会社（山梨県甲府市里吉4-6-5）（共同して利用する全ての事業者の中で、

第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する者） 

4  共同利用する者の利用目的 



 

次条記載の各目的 

5  当グループに属する各法人がすでに所有するユーザーの個人情報についても、本プラ

イバシーポリシーに基づいて当グループに属する法人の間で共同利用します。 

  

  

第５条（個人情報を収集・利用する目的） 

当グループに属する法人が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。 

（1）当グループに属する法人のサービスの提供・運営のため 

（2）ご注文、ご応募いただいた商品、賞品の発送のため 

（3）アンケート、イベント等にご協力いただいた方へのご報告のため 

（4）ユーザー様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） 

（5）ユーザー様が利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当

グループに属する法人が提供する他のサービスの案内（メール等）を送付す

るため 

（6）当グループに属する法人がおこなうイベント（講演会、商品説明会、自社製

品の実証実験等）の案内・告知（メール等）を送付するため 

（7）当グループに属する法人のサービス・商品のプロモーションを目的とした案

内・告知（メール等）を送付するため 

（8）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 

（9）利用規約に違反したり、不正・不当な目的でサービスを利用しようとする行

為を防止するため 

（10）ユーザー様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 

（11）有料サービスにおいて、利用料金を請求するため 

（12）上記の利用目的に付随する目的 

なお、当グループが運営する公式サイト等においては、ユーザー様ご自身の判断により、当グ

ループに対して個人情報を提供するか否かを選択することができます。ただし、個人情報を当

グループに対してご提供いただけない場合は、当該公式サイト等におけるサービスをご利用い

ただけないことがあります。 

  

  

第６条（取得に際しての利用目的の通知等） 



 

当グループに属する法人は、個人情報を取得するにあたり、あらかじめその利用目的を公表し

ます。 

ただし、次の場合はこの限りではありません。 

（1）  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより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恐れがある場合 

（2）  利用目的をご本人に通知し、又は公表することによりその権利または正当

な利益を害する恐れがある場合 

（3）  国の機関もしくは地方公共団体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、利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき 

（4）  取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合 

  

  

第７条（利用目的による制限） 

当グループに属する法人は、あらかじめご本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を取り扱う事はありません。合併その他の理由により個人情報を取得した場合

にも、あらかじめご本人の同意を得ないで承継前の利用目的の範囲を超えて取り扱う事はあり

ません。ただし、次の場合はこの限りではありません。 

（1）  法令に基づく場合 

（2） 人の生命、身体又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時 

（3） 公衆衛生の向上又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 

（4） 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事

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恐れがある時 

  

  

第８条（利用目的の変更） 

1   当グループに属する法人は、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、変更後の目的について、当グループに属する法

人のウェブサイトにて公開することにより、ユーザー様に通知し、またはウェブサ

イト上に公表するものとします。 



 

  

  

第９条（個人情報の第三者提供等） 

1   当グループに属する法人は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザー様の同

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、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、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、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、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、かつ当グループに属する法人が個人

情報保護委員会に届出をしたとき 

①   利用目的に第三者への提供を含むこと 

②   第三者に提供されるデータの項目 

③   第三者への提供の手段または方法 

④   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・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）  当グループに属する法人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）  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）  第３条の定めに基づき，当グループに属する法人との間で共同利用する場

合 

（4）  前号の場合のほか，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およ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、あらかじめ本人に通知し、または本

人が容易に知り得る状態に置いた場合 



 

3   当グループは、ユーザー様のニーズに合ったより良いサービスを実現するために必

要な範囲で、当グループが保有する個人情報を以下の第三者プラットフォーム上で

管理します。 

（1）HubSpot（顧客関係管理プラットフォーム） 

https://www.hubspot.jp/ 

（2）Shopify（Ｅコマースプラットフォーム） 

https://www.shopify.jp/ 

4   前項のプラットフォームにおけるユーザー様の個人情報の利用目的等については、

各プラットフォームを提供する企業のプライバシーポリシーをご確認ください。 

 

 

第１０条（クッキーポリシー） 

当グループのウェブサイトでは、ユーザー様に最適な状態でご利用いただくため、クッキー（C

ookie）を利用しています。ユーザー様が本ウェブサイトの閲覧を継続する場合、当グループが

本クッキーポリシーにしたがってお客様のクッキー情報を取得および使用することに同意した

ものといたします。 

1 クッキー（Cookie）とは、ウェブサイトの管理者が、当該サイトの閲覧者が使用す

る端末のブラウザを通じて当該端末に記録するデータです。一般的に、クッキー（C

ookie）を使用することによって、当該サイトの閲覧者の識別等が可能となり、ウェ

ブサイトにアクセスする際のサインインを省略したり、ウェブサイトの訪問回数な

どをもとに利便性を向上させたりすることができます。 

2  当グループが運営するウェブサイトでは、以下の目的でクッキー（Cookie）情報を

使用しています。なお、本ウェブサイトで取得されるクッキー情報に「お客様個人

を識別できる情報」は一切含まれておりません。 

（1）  入力の簡略化などお客様の利便性の向上のため 

（2）  お客様の関心がある情報の表示のため 

（3）  当グループのウェブサイトおよびサービスの改善・向上のため 

3  当グループが前項のプラットフォーム上で運営する公式サイト等において、ユーザー

様が商品の購入、利用、アンケートへの回答、キャンペーンへの応募、その他当グ

ループのサービスを利用された場合、クッキー（Cookie）情報に基づき解析された

ユーザー様の閲覧履歴、またその履歴情報から解析されたユーザー様がご関心のあ

る情報等を、当社グループが保有するユーザー様の氏名、住所等の情報と紐付けて

解析をおこなう場合があります。この場合、クッキー（Cookie）及びユーザー様の

上記情報は、個人情報として取り扱います。 



 

4   当グループが管理するウェブサイトにおいては、本サイトの継続的な改善のためGo

ogleによるアクセス解析ツールGoogle アナリティクスを使用しております。Googl

eアナリティクスではデータの収集のためクッキー（Cookie）を使用しておりま

す。このデータは匿名で収集されており、個人は特定されません。この機能はクッ

キー（Cookie）を無効にすることで取集を拒否することができますので、お使いの

ブラウザの設定をご確認ください。 

 

 

第１１条（安全管理措置・従業者の監督） 

当グループに属する法人は、個人情報の漏洩、減失または棄損の防止その他の個人情報の安全

管理が図られるよう個人情報保護規定を定め、従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

従業者とは、当グループに属する法人の業務において個人情報を取り扱う可能性のある者全て

をいいます。 

  

  

第１２条（委託先の監督） 

当グループに属する法人は、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合は、委託先

と機密保持を含む契約の締結を求め、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必

要かつ適切な監督を行います。 

第１３条（個人情報の開示） 

1 当グループに属する法人は、本人から個人情報の開示を求められたときは、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もあり、開示しない決

定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。 

（1）  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）  当グループに属する法人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、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報に

ついては、原則として開示いたしません。 

  

  

第１４条（保有個人データに関する事項の公表等） 



 

当グループに属する法人は、個人情報に関する次に掲げる事項について、ご本人の知り得る状

態におき、ご本人の求めに応じて遅滞なく回答します。 

（1）  個人情報の利用目的 (ただし、個人情報の保護に関する法律において、その

義務がないと規定されるものは除きます。ご回答しない決定をした場合は、

ご本人に対して遅滞なくその旨を通知します。) 

（2）  個人情報に関するお問い合わせ窓口 

   neten株式会社内 datum group個人情報保護対策室 

   お問い合わせフォーム：https://s.neten.jp/PolicyContactUs 

  

  

第１５条（理由の説明） 

当グループに属する法人は、ご本人からの要求にもかかわらず、 

（1）  利用目的を通知しない 

（2）  個人情報の全部または一部を開示しない 

（3）  個人情報の利用停止等を行わない 

（4）  個人情報の第三者提供を停止しない 

のいずれかを決定する場合、その旨ご本人に通知する際に理由を説明するよう努めます。 

  

  

第１６条（個人情報の訂正および削除） 

1 ユーザー様は、当グループに属する法人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、当グループに属する法人が定める手続きにより、当グループに

属する法人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 当グループに属する法人は、ユーザー様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 当グループに属する法人は、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、これをユーザー様に通知しま

す。 

  

  

第１７条（個人情報の利用停止等） 



 

1 当グループに属する法人は、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 当グループに属する法人は、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、これをユーザー様に

通知します。 

4 前2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、ユーザー様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、この代替策を講じるものとします。 

  

  

第１８条（プライバシーポリシーの変更） 

1 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、

ユーザー様に通知することなく、変更することができるものとします。 

2 当グループに属する法人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、当グループに属する法人のウェブサイトに掲載したときから効力を生じ

るものとします。 

 

以上 

 

 

2021年9月30日作成 

2022年4月1日改訂 


