
Cookie および類似の技術に関するポリシー 
公益財団法人東京観光財団（以下「TCVB」という。）は、https://www.tohokuandtokyo.org/、  

https://www.chushikokuandtokyo.org/、https://www.kyushuandtokyo.org/、https://www.hokurikuandtokyo.org/、 

https://www.tourism-alljapanandtokyo.org/のウェブサイト（「本サービス」）において Cookie および Local Storage その他の

Cookie 類似の技術（総称して「Cookie 等」）を利用しています。 

本サービスを利用することにより、利用者の皆様は Cookie 等の利用に同意したことになります。 

本ページでは、Cookie 等とは何か、Cookie 等の利用方法、TCVB と提携する可能性のある第三者が本サービスにおいてどのように利用

する可能性があるか、Cookie 等に関する選択肢および Cookie 等に関する詳細情報について説明しています。なお、本 Cookie 等ポリシ

ーは随時変更する可能性がありますのでご了承ください。 

 

Cookie 等とは 

  Cookie 等とは、サイト利用者の行動および嗜好（ログイン、言語、フォントサイズおよびその他の表示に関する嗜好など）をウェブ

サイトに一定期間保存し、再度アクセスしたときに利用するためのファイルのことです。Cookie 等ファイルは、利用者が訪問したウェ

ブサイトから利用者のウェブブラウザに送信されます。これにより、利用者がサイトを再訪問したとき、またはあるページから他のペ

ージに移動したときに情報を再入力する必要がなくなります。 

Cookie ファイルは、利用者のウェブブラウザに保存されており、本サービスまたは第三者に利用者情報を認識させることにより、次回

の訪問を容易にしたり、次回の訪問時に利用者の利便性を高めたりします。 

Cookie には、永続 Cookie とセッション（一時）Cookie があります。オフラインになったとき、永続 Cookie はパソコンまたはモバイ

ルデバイスに残ります。一方、セッション Cookie は、ウェブブラウザを閉じたときに削除されます。 

Local Storage ファイルとは、利用者のデバイス上に保存されており、保存期間も永続的なため、半永久的にデータを保持することがで

きます。 

 

Cookie 等の利用方法 

  本サービスを利用すると、ウェブブラウザまたはローカルブラウザに複数の Cookie 等ファイルが作成される可能性があります。これ

らの Cookie 等を利用して本サービスの利用情報を追跡することにより、TCVB ではウェブサイトの効果を測定するとともに、利用者の

皆様が本サービスをどのように利用しているかを分析し、改善を図ることができます。また、Cookie 等を利用することにより、コンテ

ンツの表示回数や広告の表示回数、クリック数の測定を行うことで、それぞれの利用者に合った情報を提供することができます。 

なお、Cookie 等を利用した場合でも、サーバーは、利用者の皆様の氏名、電子メールアドレス、その他利用者のコンピューターに関す

る情報を特定することはできません。 

TCVB は、Cookie 等情報を広告業者、データ管理者および情報通信企業を含む指定の第三者と共有する可能性があります。  
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第三者による Cookie 等の利用等 

  TCVB では、自身の Cookie 等に加え、利用者の皆様のサイト利用状況に関する情報を収集し、Google および Facebook など、ソーシ

ャルメディアパートナー、広告配信パートナー、データ分析パートナーに提供します。各パートナーは、この情報を利用者の皆様が各

パートナーに提供した他の情報、または、利用者の皆様が各パートナーのサービスを利用したときに収集した他の情報と合わせて使用

する可能性があります。 

第三者の Cookie 等の使用方法として、TCVB は、例えば Google アナリティクスを利用して、ウェブサイトのトラフィックの計測およ

び利用者による TCVB のウェブサイトの閲覧内容の分析に利用します。また、市場調査の実施、ウェブサイトの機能またはコンテンツ

の改善に利用します。 

パートナーには、欧州経済領域（EEA）外（プライバシー法が EEA 諸国の基準と異なるか、EEA 諸国の基準よりも保護が厳格でない国

や地域を含みます）に所在するパートナーが含まれる可能性があります。これらの国のデータ保護法は、利用者の所在国のデータ保護

法と異なる可能性があり、EEA 内において利用者に保障されている権利の多くが付与されていない場合があります。TCVB は、EU 一般

データ保護規則などに基づく一般的な契約条項を実施することにより、利用者の皆様の Cookie 等の保護について、十分な措置が講じら

れるようにします。 

 

Cookie 等を無効にする場合 

利用者の皆様は、ブラウザの設定により、これらの Cookie 等を使用しないようにすることも可能です。ただし、Cookie 等を無効にし

ても、ブラウザ内の既存の Cookie 等は削除されないため、利用者の皆様ご自身のブラウザ内で別途削除を行う必要があります。削除方

法については、ウェブブラウザのヘルプページをご覧ください。 

Cookie 等を削除した場合、または Cookie 等の受信を拒否した場合、TCVB が提供するすべての機能を利用することができない、利用

者の皆様が設定した情報を保存できない、一部ページの正確な表示ができない場合などがありますのでご注意ください。 

 

Cookie を無効にする場合 

Chrome をご利用の場合は、Google のこちらのページをご覧ください：https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=ja  

Internet Explorer をご利用の場合は、Microsoft のこちらのページをご覧ください：https://support.microsoft.com/ja-

jp/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

Firefox をご利用の場合は、Mozilla のこちらのページをご覧ください：https://support.mozilla.org/ja/kb/delete-cookies-remove-

info-websites-stored 

Safari をご利用の場合は、Apple のこちらのページをご覧ください：https://support.apple.com/ja-jp/HT201265  

 

Local Storage を無効にする場合 

Firefox をご利用の場合は、こちらのページをご覧ください：https://support.mozilla.org/ja/kb/storage 

以下のブラウザを利用している場合、Cookie を無効にすることで Local Storage も無効となります。 

・Chrome 

・Safari 

他のウェブブラウザについては、ウェブブラウザの公式ウェブページをご覧ください。 

利用者の皆様は、それぞれの居住地に所在するデータ保護当局に対し、苦情等の申し立てをすることができます。  
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Cookie 等に関する詳細情報の掲載先 

Cookie 等の詳細については、以下の第三者ウェブサイトにてご確認いただけます。 

 

Google 

Analytics 
トラフィック分析 

(1) ユニバーサル アナリティクスのセキュリティとプライバシー 

https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=ja  

(2) Google アナリティクス オプトアウト アドオン 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja  

Google 

Maps/Google 

Earth 

位置情報サービス 

(1) プライバシーポリシー 

https://policies.google.com/privacy  

(2) Google マップ / Google Earth 追加利用規約 

https://www.google.com/help/terms_maps.html?hl=ja  

Google Ads 広告配信 

(1) プライバシーポリシー 

https://policies.google.com/privacy?hl=ja  

広告 https://policies.google.com/technologies/ads?hl=jp  

*リマーケティング https://support.google.com/google-ads/answ

er/2453998  

(2) Google 広告設定 

http://www.google.com/ads/preferences/  

*DFP（DoubleClick for Publishers）または DFA（DoubleClick fo

r Advertisers）をオプトアウトするための「ウェブ上の関心に基づ

く Google 広告のオプトアウト」の設定 
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Facebook 広告配信 

(1) データに関するポリシー 

https://www.facebook.com/about/privacy   

(2) Facebook 広告について 

https://www.facebook.com/help/769828729705201/   

*「Facebook 広告の仕組み」→「Facebook で表示される広告はど

のように決まりますか。管理するにはどうすればよいですか。」を

参照 

ADARA 

ターゲティング広告

配信 

(1) プライバシー保護に関するお約束（プライバシー・プロミス） 

https://adara.com/ja/  

(2) ADARA からのオプトアウト 

https://adara.com/ja/6612-2-2/  

トラフィック分析 
(3) プライバシー保護に関するお約束（プライバシー・プロミス） 

https://adara.com/ja/ 

Treasure Data トラフィック分析 
Treasure Data Privacy Statement 

https://www.treasuredata.co.jp/privacy/  

Oracle BlueKai 
ターゲティング広告

配信 

(1) Oracle Marketing Cloud および Oracle Data Cloud のプライ

バシー・ポリシー 

https://www.oracle.com/jp/legal/privacy/marketing-cloud-data-c

loud-privacy-policy.html  

(2) Oracle Data Cloud による興味・関心に基づく広告 

https://www.oracle.com/jp/legal/privacy/privacy-choices.html#iba 
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