
きのホ。ONLINE SHOP 新旧対照表 

利用規約 

改定前 改定後 

タイトル 

利用規約 『きのホ。ONLINE SHOP』利用規約 

本文 

「きのホ。ONLINE SHOP」を利用される利

用者（第１条に定義します。）は、サイト

利用規約(以下「本規約」といいます。)に

従って本サイトのサービスをご利用いただ

くものとします。 

 

 

 

 

本サイトご利用の際には、本規約及び本サ

イトに掲載するプライバシーポリシーの全

文をよくお読みいただき承諾のうえ本サー

ビスをご利用ください。 

本利用規約（以下「本規約」といいま

す。）は、株式会社日ﾃﾚ Wands(以下「当

社」といいます。）が運営する Web サイト

『きのホ。ONLINE SHOP』（以下「本サイ

ト」といいます。）において提供されるす

べてのサービス（以下「本サービス」とい

います。）の利用に関する条件を定めるも

のです。 

 

本サービスを利用される場合には、本規約

の他、本サイトに掲載するプライバシーポ

リシー及び Cookie ポリシーの全文をよく

お読みください。 

1.定義 

（１）「当社」とは、「きのホ。ONLINE 

SHOP」の運営主体である株式会社日

テレ Wandsをいいます。 

（２）「本サイト」とは、当社が主催、運

営するインターネット上の Web サイ

ト、「きのホ。ONLINE SHOP」をい

います。 

（３）「本サービス」とは、本サイトにて

当社が利用者に提供する、インター

ネット等の通信手段を利用した、商

品販売及び各種情報発信等のサービ

スをいいます。 

（４）「利用者」とは、本サイトをご利用

される一切の利用者をいいます。 

（５）「運営受託会社」とは、本サイトに

掲載する商品、情報等を提供し、本

サービスを行う為に使用するシステ

ム・商品・配送の運営管理をする当

社の提携先をいいます。 

第１条 定義 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

（１）「利用者」とは、本サイトをご利用

されるすべての者をいいます。 

（２）「運営受託会社」とは、本サイトに

掲載する商品、情報等を提供し、本

サービスを行う為に使用するシステ

ム・商品・配送の運営管理をする当

社の提携先をいいます。 

2.適用 

（１）本規約は、本サービスの提供及び利

用に関する当社と利用者の関係に適

用されます。 

（２）本サービスは、日本国内に在住しメ

第２条 適用 

１．本規約は、本サービスの提供及び利用

に関する当社と利用者の関係に適用さ

れます。 

２．本規約は、日本国内に在住しメールア



ールアドレスをお持ちの方を対象と

します。 

ドレスをお持ちの方に適用されます。 

3.本規約の改訂 

当社は利用者の承諾を得ることなく、必要

に応じて本規約を改訂できるものとしま

す。但し、当社は当該改訂後の本規約を、

別途定める場合を除き、遅滞なく本サイト

内に掲載するものとし、本サイトに掲載さ

れた以降の、本サイトのご利用について

は、当該掲載された規約が適用されるもの

とします。 

２．＜新設＞ 

 

 

 

 

（１）＜新設＞ 

（２）＜新設＞ 

（３）＜新設＞ 

３．＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）＜新設＞ 

 

（２）＜新設＞ 

 

 

 

 

４．＜新設＞ 

第３条 本規約の改訂 

１．当社は、本規約の内容を変更すること

ができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

２．当社は、本規約の変更を行う場合、当

該変更の効力発生日までに第１１条

（連絡先）に定めるいずれかの方法に

より、利用者に対して、あらかじめ以

下を周知するものとします。 

（１）本規約を変更すること 

（２）変更後の本規約の内容 

（３）効力発生日 

３．前項の定めに関わらず、以下に定める

事由により本規約を変更した場合に

は、利用者の同意を得ることなく、本

規約の変更の効力が生じた後に本サー

ビスをご利用された時点で、変更後の

本規約（名称は問わないものとしま

す、以下同様。）に定める一切の記載

内容に同意したものとみなされます。 

（１）本規約の変更が利用者の一般的利益

に適合するとき 

（２）本規約の変更が契約をした目的に反

せず、かつ、変更の必要性、変更後の

内容の相当性、及びその他変更に係る

事情に照らして合理的なものであると

き 

４．利用者は、変更後の本規約に同意しな

い場合、直ちに本サービスの利用を停

止するとともに、会員は、退会手続き

を行うものとします。 

4.通信販売について 

（１）本サイトの通信販売における、利用

者との売買契約は、利用者と当社と

の間で成立するものとします。商品

にかかわる情報内容、及び当社以外

との売買契約の成否及び履行につい

ては、当社は一切の責任を負わない

ものとします。 

（２）利用者から当社が注文を受けた場合

は、当社は注文の確認メールを送信

第４条 通信販売について 

１．本サイトの通信販売における利用者と

の商品の売買契約は、利用者と当社と

の間で成立するものとします。 

 

 

 

 

２．当社が利用者から商品の注文を受けた

場合は、当社は、注文の確認メールを



します。商品については、注文の確

認メールをもって受託のメールとし

ます。 

（３）同一商品に対し、複数の利用者がご

注文された場合は、先着順となりま

す。 

送信するものとし、当該確認メールの

到着をもって商品の売買契約が成立す

るものとします。 

３．数に限りのある同一商品に対し、複数

の利用者がご注文された場合は、先着

順となります。 

5.個人情報の管理について 

当社は、利用者の個人情報を別途掲示する

「プライバシーポリシー」に基づき、適切

に取扱うものとします。 

第５条 個人情報の管理について 

当社は、利用者の個人情報を別途定める

「プライバシーポリシー」に基づき、適切

に取り扱うものとします。 

6.運営 

当社は、利用者に事前に通知すること無く

本サイトのサービス内容の変更、追加、停

止または中止等を行うことができるものと

します。 

第６条 運営 

当社は、利用者に事前に通知することな

く、本サイトのサービス内容の変更、追

加、停止または中止等を行うことができる

ものとします。 

7.提供中止等 

当社は、以下の場合、サービスの提供の全

部または一部を停止または中止することが

あります。 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）その他、当社がサービスの一時的な

停止が必要であると判断した場合 

第７条 提供中止等 

当社は、以下の場合には、サービスの提供

の全部または一部を停止または中止するこ

とがあります。 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）その他、不可抗力によりサービスの

一時的な停止が必要となった場合 

8.禁止事項 

利用者は、本サイトの利用にあたり、本規

約の他の条項で禁止する行為の他、以下の

行為を行ってはならないものとします。 

（１）＜略＞ 

（２）他の利用者、第三者もしくは当社ま

たは運営受託会社に迷惑をかけ、ま

たは不利益もしくは損害を与える行

為、またはそれらのおそれのある行

為 

（３）＜略＞ 

（４）メールアドレス、パスワードおよび

その他個人情報等を不正に使用する

行為 

（５）＜略＞ 

（６）＜略＞ 

第８条 禁止事項 

利用者は、本サイトの利用にあたり、本規

約の他の条項で禁止する行為の他、以下の

行為を行ってはならないものとします。 

（１）＜略＞ 

（２）他の利用者、第三者または当社もし

くは運営受託会社に迷惑をかけ、不

利益もしくは損害を与える行為、ま

たはそれらのおそれのある行為 

 

（３）＜略＞ 

（４）メールアドレス、パスワードその他

の個人情報等を不正に使用する行為 

 

（５）＜略＞ 

（６）＜略＞ 

9.免責事項 

当社及び運営受託会社は、別途掲示する

「免責事項」に記載の条項について、故意

又は重過失に起因する場合を除き免責され

るものとします。 

 

 

------- 

第９条 免責事項 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 



免責事項 

 

当社及び運営受託会社は、本サイトの運営

にあたり、下記の条項について、免責され

るものとします。 

 

当社及び運営受託会社は、本サイトの各種

サービス及び各種情報の提供、ならびにそ

の遅滞、変更、追加、停止または中止、そ

の他本サイトに関連して発生した利用者、

または第三者の損害について、一切の責任

を負わないものとします。情報の閲覧やサ

ービスの提供を受けるにあたっては、法令

上の義務に従った上、利用者ご自身の責任

において行っていただきますようお願いい

たします。 

 

当社及び運営受託会社は、利用者が本サイ

トのご利用に当たり入力、送信した個人情

報については、暗号化処理等を行い、厳重

に管理し機密保持に十分な注意を払うもの

とします。ただし情報の漏洩、消失、他者

による改ざん等の防止の保証をするもので

はありません。 

 

当社及び運営受託会社は、本サイトにて提

供する情報及びサービス、ならびに利用者

が、本サイトや当社または運営受託会社か

らお送りしたＥメール等を通じて得る情報

等に関して、その安全性、正確性、確実

性、有用性、最新性、合法性、道徳性、コ

ンピュータウィルスに感染していないこと

および第三者の権利を侵害していないこと

等のいかなる保証も行うものではありませ

ん。 

 

当社及び運営受託会社は、利用者がご注文

時に登録した連絡先および、ご注文時に指

示した配送先を、利用者の連絡先及び配送

先として取り扱うものとし、当該連絡先ま

たは配送先に変更または誤り等があったと

しても、利用者からのご連絡がない限り、

当該変更または誤り等により生ずる損害に

ついて、一切の責任を負わないものとしま

す。 

------- 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用者が法人又は事業者の場合、当社



は、当社の故意又は重過失に起因する

場合を除き、本サービス等に起因又は

関連して利用者に生じた損害につい

て、一切責任を負わないものとしま

す。 

２．利用者が法人又は事業者の場合、当社

の故意又は重過失による債務不履行又

は不法行為について、逸失利益その他

の特別の事情によって生じた損害を賠

償する責任を負わず、通常生ずべき損

害の範囲内で、かつ、利用者が当該損

害が発生した月までに本サービスに基

づいて支払った額又は１万円のいずれ

か高い方を上限として損害賠償責任を

負うものとします。 

３．利用者が消費者契約法に定める消費者

の場合、当社は、当社の過失（重過失

を除きます。）による債務不履行又は

不法行為について、逸失利益その他の

特別の事情によって生じた損害を賠償

する責任を負わず、通常生ずべき損害

の範囲内で、かつ、利用者が当該損害

が発生した月までに本サービスに基づ

いて支払った額又は１万円のいずれか

高い方を上限として損害賠償責任を負

うものとします。 

４．当社は、製造物の欠陥により生じた損

害について、逸失利益その他の特別の

事情によって生じた損害を賠償する責

任を負わず、通常生ずべき損害の範囲

内で、かつ、有料会員の場合は、当該

会員が入会時から当該損害が発生した

月までに支払った当該本サービスの利

用料の額を上限として損害賠償責任を

負うものとします。なお、有料会員を

除く利用者の場合において、本サービ

スに有料プランがある場合には、有料

プランの月額最大金額に当該利用者の

入会期間を乗じた額を、本サービスに

有料プランがない場合には１万円を上

限として損害賠償責任を負うものとし

ます。 

10.損害賠償等 

（１）利用者が、本サイトの利用に伴い、

本規約に違反する等、利用者の責に

帰すべき事由により当社または第三

者に損害を与えた場合は、利用者の

自己の責任において一切の損害を賠

第１０条 保証 

＜削除＞ 

 

 

 

 



償するものとします。 

（２）前項に該当する事由により当社また

は第三者に損害が生じた場合、利用

者は、すべての法的責任を負うもの

とします。また、当該事由により当

社が第三者より請求を受け賠償をし

た場合、利用者に求償できるものと

します。 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当社及び運営受託会社は、本サービ

ス、商品（商品に関する情報を含みま

す。）及び本サイト（以下総称して

「本サービス等」といい、本条におい

て同様とする。）が、利用者の特定の

利用目的に適合すること、瑕疵のない

こと、一定の品質、正確性、有用性を

有することにつき何ら保証するもので

はありません。 

２．当社及び運営受託会社は、本サイトに

て提供する情報及びサービス並びに利

用者が、本サイトや当社または運営受

託会社からお送りしたＥメール等を通

じて得られる情報等に関して、その安

全性、正確性、確実性、有用性、最新

性、合法性、道徳性、コンピュータウ

ィルスに感染していないこと及び第三

者の権利を侵害していないこと等のい

かなる保証も行うものではありませ

ん。 

４．当社及び運営受託会社は、利用者がご

注文時に登録した連絡先及びご注文時

に指示した配送先を、利用者の連絡先

及び配送先として取り扱うものとし、

当該連絡先または配送先に変更または

誤り等があったとしても、利用者から

のご連絡がない限り、当該変更または

誤り等により生ずる損害について、一

切の責任を負わないものとします。 

11.連絡方法 

（１）利用者が当社及び運営受託会社に連

絡する必要が生じた場合は、別途掲

示するお問合せ先の連絡先へ連絡す

るものとします。 

（２）当社及び運営受託会社から利用者に

連絡する必要が生じた場合は電子メ

ールを使用するものとし、適宜電話

又は郵便を使用するものとします。 

第１１条 連絡方法 

１．利用者が当社及び運営受託会社に連絡

する必要が生じた場合は、お問合せメ

ールアドレス＜info@newbook.co.jp＞

へ連絡するものとします。 

２．当社及び運営受託会社から利用者に連

絡する必要が生じた場合は原則電子メ

ールを使用するものとし、必要が生じ

た場合に限って電話又は郵便を使用す

るものとします。 

12.ご注文について 第１２条 ご注文について 



ご注文された商品は利用者ご都合によるキ

ャンセルや変更はできません。 

サイトに掲載されていても、商品売切れ等

により購入できないものもあります。 

１．ご注文された商品は利用者ご都合によ

るキャンセルや変更はできません。 

２．サイトに掲載されていても、商品売切

れ等により購入できないものもありま

す。 

13.交換及び返品の対象 

商品管理には万全を期しておりますが、万

が一、破損品、汚損品、不良品または異な

る商品が届いた場合、商品到着後７日以内

に本サイト問い合わせメールアドレス

（info@newbook.co.jp）へご連絡をお願い

いたします。 

 

返品は商品到着後７日以内にご連絡いただ

いた場合で、以下の場合のみお受けするも

のとし、その他の場合には、契約不適合責

任を含め一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

・商品破損（商品が壊れている場合） 

・商品汚損（商品に汚れと認められるもの

が付着している場合） 

・誤配送（ご注文内容と異なる商品、数量

が届けられた場合） 

 

但し、次に該当する場合は除外となりま

す。 

（１）一度ご使用になられた場合 

（２）利用者の責任で傷や破損が生じた場

合 

（３）説明書や付属品等の同梱物のいずれ

か 1つでも破棄または紛失した場合 

＜新設＞ 

第１３条 交換及び返品等に関する特約 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．商品に破損、汚損、数量不足その他の

契約内容との不適合（以下「契約不適

合」という。）が存在する場合、利用

者は、当社に対し、当該契約不適合を

知った時から１年以内に第１１条（連

絡方法）記載のお問い合わせ先にご連

絡いただいた場合に限り、商品の修

補・交換その他の履行の追完、代金の

減額又は損害賠償を請求し、又は売買

契約を解除することができるものとし

ます。但し、当該契約不適合が利用者

の責めに帰すべき事由による場合に

は、この限りではありません。返品等

に要する送料は、当社の負担としま

す。 

２．前項の規定に関わらず、数量限定商品



等の場合、交換をお受けできない場合

があります。利用者は、その場合には

返品による対応となることにつき、あ

らかじめ了承するものとします。（以

下、数量限定商品等の場合について、

同様とします。）３．当社は、本条第

１項の規定に基づき利用者から返送さ

れてきた商品を受領した後、遅滞な

く、返品の場合には返金処理を、交換

の場合には商品の再発送を行うものと

します。当社は、利用者に対し、返金

処理又は商品の再発送の手続きが完了

し次第、メールにて通知するものとし

ます。なお、商品購入時の決済方法に

より当社から利用者の金融機関口座の

確認をすることがあることにつき利用

者はあらかじめ了承するものとしま

す。（以下返金が発生する場合につい

て、同様とします。） 

４．利用者の商品の受取拒否又は長期間の

不在により商品をお受取りいただけな

かった場合（以下「受取拒否等」とい

います。）についての取扱いは以下に

定めるとおりとします。 

（１）受取拒否等により商品が当社の委託

する運送会社に返送された場合、運

送会社の定める再配達期間中に不在

票に記載の方法又はその他の方法に

より運送会社へ再配達の依頼をお願

いします。 

（２）前号に定める再配達期間を超過し当

社へ商品が返送された場合、当社又

は再委託先より利用者へ再配達に関

するご案内をメールにていたしま

す。発送から３か月以内に利用者よ

りご連絡をいただけない場合、商品

に関するご注文をキャンセルいたし

ます。 

５．受取拒否等により発生したキャンセル

に対する返金について、商品購入時の

決済方法に応じ以下に定める通りとし

ます。 

（１）クレジットカード決済、電子決済の

場合 

送料、手数料を控除した商品代金の

み銀行振込みにて返金いたします。

なお、当社から利用者に対する返金

額に対して利息は付されません。 



（２）代金引換の場合 

当社からの返金及び請求はありませ

ん。 

６．利用者が正当な理由なく受取拒否等を

行う場合、当社は、利用者に対し、次

回以降の申込みの拒否又は法的措置を

含む必要な措置を講ずることがありま

す。あらかじめご了承ください。 

14.準拠法 

＜略＞ 

第１４条 準拠法 

＜略＞ 

15.紛争処理 

＜略＞ 

第１５条 紛争処理 

＜略＞ 

プライバシーポリシー・クッキーポリシー 

改定前 改定後 

＜新設＞ 個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表

者名等の情報はこちらよりご確認ください 

タイトル 

プライバシーポリシー プライバシーポリシー／クッキーポリシー 

＜新設＞ 総則 

運営主体について 

「きのホ。ONLINE SHOP」（以下、当事務

局という）」の管理・運営は株式会社日テ

レ Wands（以下、弊社という）が行い、

「きのホ。ONLINE SHOP」の監督の下、運

営 の 一 部 を 株 式 会 社 ニ ュ ー ブ ッ ク

（http://www.newbook.co.jp）に委託しま

す。 

 

 

 

 

＜新設＞ 

第１条（適用） 

１．「きのうまではネガティブでした部」

及びそれに付随する「きのホ。ONLINE 

SHOP」（以下、「OFFICIAL ONLINE 

STORE」といい、以下これらを総称し

て「当サービス」といいます。）を利

用する利用者は、そのご利用にあたっ

てプライバシーポリシー（以下、「本

プライバシーポリシー」といいま

す。）及び Cookieポリシー（以下、

「本 Cookieポリシー」といい、総称

して「各ポリシー」といいます。）が

適用されます。 

２．各ポリシーの内容を十分にご精読いた

だいたうえで、当サービスをご利用い

ただくようお願いいたします。 

個人情報取扱事業者について 

個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表

者名等情報＜こちら＞よりご確認くださ

い。 

＜削除＞ 

基本方針 

弊社は、個人情報の取り扱いに関し、弊社

の業務に携わる全ての者が遵守すべき基本

的事項として、JISQ15001、その他規範及

び法令に準拠した各ポリシーを以下の通り

定めます。弊社は、サイト制作事業、コン

第２条（基本方針） 

株式会社日テレ Wands（以下、「当社」と

いいます。）は、個人情報の取り扱いに関

し、当社の業務に携わる全ての者が遵守す

べき基本的事項として、JISQ15001、その

他規範及び法令に準拠した各ポリシーを以

https://docs.google.com/document/d/1BEXz3WNdSlvUBsTZq4_57NHbuI-ZGemu/edit?usp=sharing&ouid=107703071314835660733&rtpof=true&sd=true


テンツ配信事業、ネット広告事業、システ

ムソリューション事業、動画配信事業等、

ITビジネスを推進していくために本プライ

バシーポリシーの実践を図ってまいりま

す。 

下の通り定めます。当社は、サイト制作事

業、コンテンツ配信事業、ネット広告事

業、システムソリューション事業、動画配

信事業等、ITビジネスを推進していくため

に各ポリシーの実践を図ってまいります。 

目的 

本プライバシーポリシーは、個人データを

取り扱う際に遵守すべき基本的事項を定め

ることにより、弊社の業務に携わる全ての

者が、各種情報の有用性に配慮しつつ、個

人の権益を尊重し、適切に取り扱うことを

目的とします 

第３条（目的） 

各ポリシーは、個人情報及び Cookie ポリ

シーに定義される Cookie 情報等並びに個

人データを取り扱う際に遵守すべき基本的

事項を定めることにより、当社の業務に携

わる全ての者が、各種情報の有用性に配慮

しつつ、個人の権益を尊重し、適切に取り

扱うことを目的とします。 

定義 

各用語の定義は、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。）によるものとします。 

第４条（定義） 

各ポリシーにおける各用語の定義は、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。）によるものとす

る。 

プライバシーポリシー 

個人情報に関するマネジメントシステム

（PMS）の策定 

当事務局は、個人情報の重要性を認識し、

以下の取り組みを実施致しております。 

１．弊社は、個人情報の取り扱いに関し、

個人情報保護法をはじめ、個人情報の

取扱いに関する諸法令、国が定める指

針その他の規範を遵守します。そのた

め、個人情報に関するマネジメントシ

ステム（以下、「 PMS」といいま

す。）を策定し、実践してまいりま

す。 

２．弊社は、PMS の運用にあたり、年 1 回

以上の監査及び見直しを行い、継続的

改善に努めます。定期的な監査以外に

も、不備を見つけた場合には迅速に対

応します。 

第１条（個人情報に関するマネジメントシ

ステム（PMS）の策定） 

＜削除＞ 

 

１．当社は、個人情報の取り扱いに関し、

個人情報保護法をはじめ、個人情報の

取扱いに関する諸法令、国が定める指

針その他の規範を遵守します。そのた

め、個人情報に関するマネジメントシ

ステム（以下、「 PMS」といいま

す。）を策定し、実践してまいりま

す。 

２．当社は、PMS の運用にあたり、年 1 回

以上の監査及び見直しを行い、継続的

改善に努めます。定期的な監査以外に

も、不備を見つけた場合には迅速に対

応します。 

個人情報の保護及び管理体制 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 

３．＜略＞ 

４．＜略＞ 

第２条（個人情報の保護及び管理体制） 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 

３．＜略＞ 

４．＜略＞ 

個人情報の取得（収集）について 

 

＜略＞ 

第３条（個人情報の取得（収集）につい

て） 

＜略＞ 

個人情報の取り扱い 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 

第４条（個人情報の取り扱い） 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 



個人情報の管理・保管 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）＜略＞ 

（５）＜略＞ 

（６）＜略＞ 

３．個人情報の処理又は管理を外部に委託

する場合には、弊社が定める選定基準

を満たす者を選定し、秘密保持契約及

び委託契約において弊社と同等の管理

義務を定めた契約を締結するなど十分

な対応を行います。 

第５条（個人情報の管理・保管） 

１．＜略＞ 

２．＜略＞ 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）＜略＞ 

（５）＜略＞ 

（６）＜略＞ 

３．個人情報の処理又は管理を外部に委託

する場合には、当社が定める選定基準

を満たす者を選定し、秘密保持契約及

び委託契約において当社と同等の管理

義務を定めた契約を締結する等十分な

対応を行います。 

苦情の対応等 

弊社は、個人情報の取り扱いに関する苦情

の申し出につき、適切かつ迅速な対応を行

うものとします。苦情の申し出先は、「個

人情報に関するお問い合わせ窓口」に定め

るものとします。 

第６条（苦情の対応等） 

当社は、個人情報の取り扱いに関する苦情

の申し出につき、適切かつ迅速な対応を行

うものとします。苦情の申し出先は、第１

３条（お問い合わせ窓口）に定めるものと

します。 

取得情報について 

当事務局は、利用者が当サービスを利用す

るにあたり以下に定める利用者の個人情報

の全部又は一部を取得します。 

 

＜新設＞ 

・ID及び利用者が設定したパスワード 

・氏名（フリガナを含みます。） 

・生年月日 

＜位置変更＞ 

・住所 

・電話番号 

・性別 

・職業 

＜位置変更＞ 

・メールアドレス 

・クレジットカード情報入力時に決済代

行会社により発行される決済番号（ト

ークン）※クレジットカード情報（番

号及び氏名）を取得・保管いたしませ

ん。 

・IPアドレス 

＜新設＞ 

 

・当サービスにおける閲覧履歴 

・当サイトにおけるニックネーム 

＜新設＞ 

第７条（取得情報） 

当社は、利用者が当サービス及びそれに

付随するサービスを利用するにあたり

以下に定める利用者の個人情報の全部

又は一部を取得します。 

〇当サービス共通 

・ID及び利用者が設定したパスワード 

・氏名（フリガナを含みます。） 

・生年月日 

・性別 

・住所 

＜位置変更＞ 

＜位置変更＞ 

・職業 

・電話番号 

・メールアドレス 

・クレジットカード情報入力時に決済代

行会社により発行される決済番号（ト

ークン）※クレジットカード情報（番

号及び氏名）を取得・保管いたしませ

ん。 

・IPアドレス 

・当サービスの利用状況及び過去の利用

履歴（購入履歴を含みます。） 

・当サービスにおける閲覧履歴 

・当サイトにおけるニックネーム 

・当サイトにおける任意のコメント 



・お問い合わせ及びご連絡に係る情報 

 

＜新設＞ 

・お問い合わせ及びご連絡に係る情報 

 

〇OFFICIAL ONLINE STORE に限り取得す

る情報 

・特になし 

個人情報の利用目的について 

当事務局は、利用者から専用インターネッ

トサイトでの商品のお申し込み、アンケー

ト、質問等を通じて、個人情報の提供を受

けております。この場合、当事務局はお預

かりした個人情報を以下の目的で使用いた

します。また、利用者から別途個別にご同

意を頂いた場合、法令に特に定めのある場

合を除き、当該目的を超えて利用しないも

のとします。 

 

・商品の送付 

・質問に対する回答や連絡 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

・＜略＞ 

・＜略＞ 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

＜新設＞ 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

 

 

＜新設＞ 

第８条（利用目的） 

１．当社は、利用者の個人情報について以

下の目的で利用するものとし、利用者

から別途個別にご同意を頂いた場合、

法令に特に定めのある場合を除き、当

該目的を超えて利用しないものとしま

す。 

 

 

 

 

＜削除＞ 

＜削除＞ 

・当サービスの提供、当サービスに関す

るお問い合わせ、調査等の対応のため 

・当社及び当社が認める第三者が提供す

る商品、サービスの紹介、アンケート

調査のため 

・利用者の本人確認及び認証機能の利用

のため 

・＜略＞ 

・＜略＞ 

・個人情報の利用に関する同意に係るご

連絡のため 

・決済サービスの利用のため 

・商品及び景品の発送のため 

・広告及びマーケティングのため 

・メールマガジンの送信のため 

・ダイレクトメールの送信のため 

・仮登録及び会員登録完了メールの送信

のため 

・パスワード再設定時のメール送信のた

め 

・不正行為の防止及び対応のため 

・退会後のご連絡及び各種問い合わせ対

応のため 

・匿名加工情報として統計情報を作成

し、当社にて利用及び当社が認める第

三者への提供のため 

・仮名加工情報として統計情報を作成

し、当社にて利用及び当社と契約する

第三者と共同で利用するため 

・新サービス及び商品の開発のため 



・その他収集の際、個別に明示した目的 

＜新設＞ 

・その他取得の際に個別に明示した目的 

２．当社は、違法又は不当な行為を助長

し、又は誘発するおそれがある方法に

より個人情報を利用しないものとしま

す。 

共同利用について 

１．＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）＜新設＞ 

（２）＜新設＞ 

 

（３）＜新設＞ 

 

 

 

 

（４）＜新設＞ 

 

 

 

 

 

（５）＜新設＞ 

 

 

 

 

（６）＜新設＞ 

 

 

（７）＜新設＞ 

 

弊社は、利用者の個人データを下記の通り

定める共同利用者との間で共同利用するこ

とがあるものとします。 

（１）＜略＞ 

・＜略＞ 

（２）共同利用される個人データの項目 

・「取得情報について」に記載の個人情

報 

（３）共同利用の利用目的 

・「個人情報の利用目的について」に記

第９条（個人データの第三者への提供） 

１．当社は、利用者の個人データをあらか

じめ利用者の同意を得ずに第三者（日

本国外にあるものを含みます。）へ提

供しません。ただし、本プライバシー

ポリシーに明示される場合及び下記に

掲げる事項より第三者（日本国外にあ

るものを含みます。）へ提供する場合

を除くものとします。 

（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、本人

の同意を得ることが困難であるとき 

（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、本人の同意を得ること

が困難であるとき 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又は

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 

（５）個人情報取扱事業者が利用目的の達

成に必要な範囲内において個人デー

タの取扱いの全部又は一部を委託す

ることに伴って当該個人データが提

供される場合 

（６）合併その他の事由による事業の承継

に伴って個人データが提供される場

合 

（７）個人情報保護法に定める共同利用を

行う場合 

２．当社は、利用者の個人データを下記の

通り定める共同利用者との間で共同利

用することがあるものとします。 

（１）＜略＞ 

・＜略＞ 

（２）共同利用される個人データの項目 

・第７条（取得情報）に記載の個人情報 

 

（３）共同利用の利用目的 

・第８条（利用目的）に記載の利用目的 



載の利用目的 

（４）個人データの管理について責任を有

する者 

〒105-0021 

東京都港区東新橋一丁目６番１号 日

本テレビタワー２３階 

株式会社日テレ Wands 

（５）共同利用される個人データの取得方

法 

・＜略＞ 

・＜新設＞ 

 

 

 

 

・利用者が弊社又は共同利用者に対しメ

ールの送信又は返信で入力した情報の

取得 

・利用者が弊社又は共同利用者に対し電

話を行った際の通話ログ及び通話内容

の取得 

（４）個人データの管理について責任を有

する者 

〒105-7423 

東京都港区東新橋一丁目 6－1 日テレ

タワー23階 

株式会社日テレ Wands 

 

（５）共同利用される個人データの取得方

法 

・＜略＞ 

・利用者によるウェブサイトへのアクセ

ス、閲覧その他の行動についての

Cookie等（Cookie（クッキー）ポリシ

ーをご参照ください。）を含む電磁的

手段を用いた情報の取得 

・利用者が当社又は共同利用者に対しメ

ールの送信又は返信で入力した情報の

取得 

・利用者が当社又は共同利用者に対し電

話を行った際の通話ログ及び通話内容

の取得 

個人情報の外部委託先の開示について 

当事務局では業務を円滑に遂行するため、

業務の一部を委託先に委託し、当該委託先

に対し必要な範囲で利用者の個人情報を預

託する場合があります。個人情報を預託す

る場合、弊社が定めた基準を満たす者を委

託先として選定するとともに、個人情報の

取扱いに関する契約の締結や適切な監督を

行います。 

第１０条（個人情報処理の外部委託） 

当社は、個人データの取扱いの全部又は一

部を第三者に委託することがあります。 

＜新設＞ 第１１条（個人情報を提供しなかった場合

に生じる結果について） 

当サービスの ID 登録の際又は、当社が当

サービスの提供等（お問い合わせ対応を含

みます。）を目的として個人情報の収集を

行った際、利用者が個人情報を提供しない

場合又は提供した個人情報に不備若しくは

虚偽があった場合、当社が提供するサービ

スの全部又は一部が受けられない場合があ

ります。 

個人情報の開示・訂正等・利用停止等・第

三者提供の停止について 

利用者は、弊社に対し、弊社が保有する利

用者の個人データ及び第三者提供記録につ

いて、開示するよう請求することができま

す。 

利用者は、弊社が保有する利用者の個人デ

ータの内容が事実でないときは、弊社に対

第１２条（個人情報の開示・訂正等・利用

停止等・第三者提供の停止について） 

１．利用者は、当社に対し、当社が保有す

る利用者の個人データ及び第三者提供

記録について、開示するよう請求する

ことができます。 

２．利用者は、当社に対し、当社が保有す

る利用者の個人データの内容が事実で



し、当該保有個人データの内容の訂正、追

加又は削除（以下、「訂正等」といいま

す。）を請求することができます。 

 

利用者は、弊社が保有する利用者の個人デ

ータが以下の各号のいずれかに該当すると

きは、弊社に対し、当該個人データの利用

の停止又は消去（以下、「利用停止等」と

いいます。）を請求することができます。 

 

（１）個人データが第８条の規定に違反し

て取り扱われているとき 

 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）弊社が個人データを利用する必要が

なくなった場合 

（５）弊社が取り扱う個人データの漏え

い、滅失、毀損その他の個人データ

の安全の確保に係る事態であって個

人の権利利益を害するおそれが大き

いものとして個人情報保護委員会規

則で定めるものが生じた場合 

（６）＜略＞ 

利用者は、弊社に対し、弊社が保有する利

用者の個人データが以下の各号のいずれか

に該当するときは、当該個人データの第三

者への提供の停止（以下、「第三者提供の

停止」といいます。）を請求することがで

きます。 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

弊社は、個人データの開示、訂正等、利用

停止等又は第三者提供の停止のご請求があ

った場合は、本人であることを確認した上

で、法令に特に定めのある場合を除き、当

該ご請求に係る個人データについて遅滞な

くこれらを行うものとします。 

 

弊社が保有するお客様の個人データについ

ての開示、訂正等、利用停止等又は第三者

提供の停止をご希望する利用者は、「個人

情報に関するお問い合わせ窓口」に定めま

す弊社設置の個人情報に関するお問い合わ

せ窓口へお申し出ください。その後の手続

きにつきまして、弊社よりご返信申し上げ

ます。 

ないときは、当該保有個人データの内

容の訂正、追加又は削除（以下、「訂

正等」といいます。）を請求すること

ができます。 

３．利用者は、当社に対し、当社が保有す

る利用者の個人データが以下の各号の

いずれかに該当するときは、当該個人

データの利用の停止又は消去（以下、

「利用停止等」といいます。）を請求

することができます。 

（１）個人データが第８条（利用目的）の

規定に違反して取り扱われていると

き 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

（４）当社が個人データを利用する必要が

なくなった場合 

（５）当社が取り扱う個人データの漏え

い、滅失、毀損その他の個人データ

の安全の確保に係る事態であって個

人の権利利益を害するおそれが大き

いものとして個人情報保護委員会規

則で定めるものが生じた場合 

（６）＜略＞ 

４．利用者は、当社に対し、当社が保有す

る利用者の個人データが以下の各号の

いずれかに該当するときは、当該個人

データの第三者への提供の停止（以

下、「第三者提供の停止」といいま

す。）を請求することができます。 

（１）＜略＞ 

（２）＜略＞ 

（３）＜略＞ 

５．当社は、個人データの開示、訂正等、

利用停止等又は第三者提供の停止のご

請求があった場合は、本人であること

を確認した上で、法令に特に定めのあ

る場合を除き、当該ご請求に係る個人

データについて遅滞なくこれらを行う

ものとします。 

６．当社が保有するお客様の個人データに

ついての開示、訂正等、利用停止等又

は第三者提供の停止をご希望する利用

者は、第１３条（お問い合わせ窓口）

に定めます当社設置の個人情報に関す

るお問い合わせ窓口へお申し出くださ

い。その後の手続きにつきまして、当

社よりご返信申し上げます。 



第三者への個人情報の開示・利用について 

当事務局では、利用者より取得させて頂い

た個人情報を「きのホ。ONLINE SHOP」で

の商品の発送実施のために、秘密保持契約

書を締結のうえ、各運送会社に開示いたし

ます。また、次の場合を除き、第三者へ利

用者の個人情報を開示することはございま

せん。 

 

・ご本人の同意がある場合・法令に基づ

く場合・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り、ご

本人の同意を得ることが困難であると

き 

・国の機関もしくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令に定める事務

を遂行することに対して協力する必要

がある場合であり、ご本人の同意を得

ることにより当該事務の遂行に著しく

支障を及ぼす場合 

・合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合 

・個人情報保護法に定める共同利用を行

う場合 

＜削除＞ 

個人情報に関するお問い合わせ窓口 

＜略＞ 

第１３条（お問い合わせ窓口） 

＜略＞ 

＜新設＞ Cookie（クッキー）ポリシー 

＜新設＞ Cookieとは、利用者がウェブページ（当サ

ービスを含みます）にアクセスした際に、

利用者のデバイス上に保存される小さなテ

キストデータです。 

当社が発行し取得を行うものと、当社が提

携する第三者が発行し取得を行うものがあ

り、どちらもサービスの提供や、サイトの

改善のために使用されます。 

＜新設＞ 第１条（Cookie情報等の取得） 

１．当社は、当サービスに係るCookie（類

似の技術を含みます）（以下、

「Cookie等」といいます。）により取

得される利用履歴、閲覧履歴等の情報

（以下、「Cookie 情報等」といいま

す。）を取得することがあります。 

２．利用者が当サービスを利用する際に利

用者のパソコン及びスマートフォン等

の情報機器端末へ Cookie 情報等を保

存します。この Cookie 情報等は、当

サービス上での行動に関する情報を収

集し、利用者の情報を記憶するために



使用されます。当社は、Cookie情報等

を適切に管理するものとします。 

＜新設＞ 第２条（Cookie等の拒否及び方法） 

１．Cookie等は、当社又は提携する第三者

によって設定され、利用者は、ブラウ

ザの設定により Cookie 等を拒否する

ことができます。利用者が Cookie 等

を拒否された場合、当サイト訪問時に

利用者の情報がトラッキングされるこ

とはありません。情報のトラッキング

を希望しないという指定を記憶するた

めの Cookie 情報等がブラウザに保存

されますが、当社はこの Cookie 情報

等を利用しません。ただし、Cookie等

を拒否された場合は、当社が提供する

サービスの全部又は一部が受けられな

い場合があることを、あらかじめご了

承ください。 

２．Cookieを拒否する方法は、利用者が使

用するデバイス及びブラウザによって

異なります。詳細はご使用中のデバイ

スやブラウザのドキュメントをご確認

ください。 

＜新設＞ 第３条（利用目的） 

当サービスにおける Cookie 情報等の利用

目的は、次に定める通りとします。 

・当サービスを提供するため 

・当サービスの品質向上のため 

・アクセスした者の識別や認証、訪問回

数の記録等を行うことにより解析と指

標を得るため 

・当サイトや広告を改善するため 

・利用者のブラウジング体験を改善し、

カスタマイズするため 

＜新設＞ 第４条（取得主体） 

当サービスにおける Cookie 情報等の取得

主体は、次に定める通りとします。 

・当社 

・Google Inc. 

・Stripe, Inc. 

・Twilio Inc. 

＜新設＞ 共通事項 

＜新設＞ 第１条（当サービスの終了時の取扱い） 

当社は、利用者が当サービスを退会した場

合又は当サービスを終了した場合、個人情

報及び Cookie 情報等を適切な安全管理措

置を講じた上で法令で定められた保管期間

がある場合を除き、原則として６ヶ月間保



存の後、当社にて責任をもって廃棄いたし

ます。ただし、以下の場合には、保管期間

を延長することがあります。あらかじめご

了承いただきますようお願いいたします。 

・お問い合わせ対応を目的としたお問い

合わせ時の個人情報及びお問い合わせ

内容 

・当サービスを提供するため必要な委託

先（外部連携サービスを含みます。）

の仕様及びポリシーにより廃棄に時間

を要する場合 

・その他、システム障害等のやむを得な

い事由による場合 

＜新設＞ 第２条（各ポリシーの変更） 

１．当社は、各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．当社は、各ポリシーの変更を行う場

合、当該変更の効力発生日までに当

サイトへの掲示、利用者が登録した

最新の情報による住所宛の郵送、メ

ールアドレス宛へのメールの送信及

びその他当社が適当と判断する方法

により、利用者に対して、あらかじ

め以下を周知するものとします。な

お、利用者は、当該住所又はメール

アドレス宛に通知を行った場合は、

当該住所へ送付された時又はメール

アドレス宛てにメールを送信し利用

者が閲覧可能になった時に当社から

の通知が到達したとみなされること

に同意します。 

（１）各ポリシーのいずれか又は全部を変

更すること 

（２）変更後の内容 

（３）効力発生日 

３．前項の定めにかかわらず、以下に定め

る事由により各ポリシーを変更した場

合には、利用者の同意を得ることな

く、各ポリシーの変更の効力が生じた

後に当サービスをご利用された時点

で、変更後のポリシー（名称は問わな

いものとします、以下同様。）に定め

る一切の記載内容に同意したものとみ

なされます。 

（１）各ポリシーの変更が利用者の一般的

利益に適合するとき 

（２）各ポリシーの変更が契約をした目的

に反せず、かつ、変更の必要性、変



更後の内容の相当性、及びその他変

更に係る事情に照らして合理的なも

のであるとき 

４．利用者は、変更後の各ポリシーに同意

しない場合、直ちに当サービスの利用

を停止するものとします。 

 

特定商取引法に基づく表記 

改定前 改定後 

運営事業者 

株式会社古都レコード 

株式会社ニューブック 

株式会社日テレ Wands 

 

運営事業者 

株式会社日テレ Wands（NTV Wands Inc.） 

代表取締役 鈴木 重利 

〒105-7423 

東京都港区東新橋一丁目 6番 1号 

運営業務代行 

株式会社ニューブック 

代表取締役 豊川竜也 

〒354-0041 

埼玉県入間郡三芳町藤久保 1138-1 

http://www.newbook.co.jp 

Tel：049-258-6789  Fax：049-258-8988 

 

株式会社日テレ Wands 

代表取締役 鈴木 重利 

〒105-0021 

東京都港区東新橋一丁目 6番 1号 

運営代行事業者 

株式会社ニューブック 

代表取締役 豊川 竜也 

〒354-0041 

埼玉県入間郡三芳町藤久保 1138-1 

http://www.newbook.co.jp 

Tel：049-258-6789  Fax：049-258-8988 

 

 

＜新設＞ 受注発送業者 

株式会社古都レコード 

代表取締役 新井 雄太 

〒603-8326 

京都府 京都市北区北野下白梅町 46 プチラ

トゥール１階 

Tel：075-555-5163 

料金（税別・税込） 

サイトにて個別に表示いたします。 

料金（税込） 

サイトにて個別に表示いたします。 

決済方法 

クレジットカード決済、電子決済、代金引

換、 

※使用可能なクレジットカード及び電子決

済サービスは、商品の購入決済画面にて

ご確認いただけます。 

決済方法 

クレジットカード決済、電子決済、代金引

換 

※使用可能なクレジットカード及び電子決

済サービスは、商品の購入決済画面にて

ご確認いただけます。 

※デジタルコンテンツの場合、代金引換は

ご利用いただけません。 

返品の取り扱い 

 

返品の取り扱い 

本商品は、クーリングオフ対象外となりま

https://docs.google.com/document/d/1_kDXD-OmTxN1aB_ABbRt3bif8x4wAI6A/edit?usp=sharing&ouid=107703071314835660733&rtpof=true&sd=true


原則として商品不良以外はお客様都合での

お取り替えや返品はお受けできません。 

 

ご注文時・商品到着時にご注文内容と商品

をご確認ください。 

以下の理由による場合は返品・交換はでき

ません。 

・特別な理由がないまま商品到着後２週間

を過ぎた場合 

・お客様のもとで傷または汚損が生じた場

合 

 

本商品は、クーリングオフ対象外となりま

す。お客様の都合による返品・返金・交換

は一切受付けておりません。 

ただし、商品の不良等がございました場合

は、必ず商品到着後 7 日以内にお問い合わ

せ先までご連絡ください。不良と判断され

た場合のみ交換させて頂きます。 

す。原則として商品不良以外はお客様都合

でのお取り替えや返品はお受けできませ

ん。 

ご注文時・商品到着時にご注文内容と商品

をご確認ください。 

＜削除＞ 

 

・＜削除＞ 

 

・＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

引き渡し時期 

物品の場合： 

・決済方法が代金引換をご利用の場合

は、ご注文受け付け後 5 日以内に発送

いたします。 

・決済方法がクレジットカード決済をご

利用の場合は、与信確認後 5 日以内に

発送いたします。 

・決済方法が電子決済をご利用の場合

は、決済承認後 5 日以内に発送いたし

ます。 

また、受注生産商品の場合はお届け時期に

ついては商品毎に提示いたします。 

 

・＜新設＞ 

・＜新設＞ 

 

 

・＜新設＞ 

引き渡し時期 

物品の場合： 

・決済方法が代金引換をご利用の場合

は、ご注文受け付け後 5 日以内に発送

いたします。 

・決済方法がクレジットカード決済をご

利用の場合は、与信確認後 5 日以内に

発送いたします。 

・決済方法が電子決済をご利用の場合

は、決済承認後 5 日以内に発送いたし

ます。 

※受注生産商品の場合はお届け時期につ

いては商品毎に提示いたします。 

 

・デジタルコンテンツの場合： 

・決済方法がクレジットカード決済をご

利用の場合は、与信確認後ご利用可能

となります。 

・決済方法が電子決済をご利用の場合

は、決済承認後ご利用可能となりま

す。 

 

＜新設＞ 請求により送付する書面の価格 

特定商取引法第 11 条ただし書きに定める

項目につきましては、「お問い合わせ先」

よりご請求いただき次第、無償にて遅滞な

く提供いたします。 

 

以上 


