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COOKIEの方針
本方針は、本サイトで使用されているCookie及び類似するトラッキング デバイスに関する権
利についてご理解いただくことを目的としています。

I.

Cookieの定義

Cookieもしくは類似するトラッキング デバイスはテキストファイル形式で、ウェブサイトに
アクセスする際に、お使いのコンピューター、モバイル機器、タブレット、テクノロジーも
しくはその他機器（これらを総称し以下「デバイス」と呼びます）に保管されます。
これは、個人の好みに関する情報を収集し、オンライン体験やウェブサイト（「ユーザー情
報」）のアクセスおよび利用をより効率化することを目的としています。ユーザー情報には
、主にブラウザの種類、オペレーティング システム、アクセスしたページ、利用時間及び過
去に閲覧したページ、居住都市および国もしくはその他ウェブサイトにアクセスしたデバイ
スの自動機器固有識別子（「機器識別子」）などが挙げられます。
本ウェブサイト利用中は、デバイスにCookieが適用される場合がある旨が通知されます。
Cookieには以下の２種類があります。
- セッションCookie：ブラウザセッションを閉じたら削除されます。
- パーシステントCookie：有効期限が切れるか、お使いのコンピューターから削除され
るまでウェブサイト利用者の情報が保管されます（詳細はセクションIVをご参照くだ
さい）。
Cookieの発行元のみが、保管されている情報を読み取り、変更することができます。
Cookieには個人情報が含まれる場合があります。
さらに詳しい情報は、以下をお読みください。
►
ヴァレオのデータ保護方針はこちらから：ヴァレオデータ保護全般方針
►
もしくは弊社DPOまで、Eメール（dpo.external@ヴァレオ.com）にてお問い合わせく
ださい。

II.

合意

Cookieのいくつかには合意が必要なものがあります。
Cookieの使用に関してお客様の合意を得るため、ウェブサイトにアクセスすると同時に、以
下の情報が記載された通知（閉じることが可能なバナー形式）を表示します。
「PRIVACY AND COOKIES – ウェブサイトを引き続き閲覧することで、Cookieの使用に合意い
ただいたものとみなします。Cookieの使用目的は、ウェブサイトの利便性を向上させ、サイ
ト閲覧時の匿名の統計を収集することです。」
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ウェブサイト利用時、お客様のCookieに関する合意の元、本ウェブサイトで閲覧した内容に
関連する情報が「Cookie」に保管されます。
Cookieに関する合意は、いつでも変更可能です（詳細はタイトルIVをご参照ください）。

III.

Cookieの目的

Cookieによってできること／必要な理由：
►

統計を収集し、ウェブサイトのトラフィック量を測定、および；

►

ウェブサイトを構成するさまざまな機能の使用（セクション及び閲覧内容、コンテ
ンツまでのルート）；

►

ヴァレオのサービスをより興味の持てるものにし、オンライン体験をより効率的に
する；

►

サイトにアクセスする際に、デバイスが含まれるハードウェアやソフトウェアの表
示や読み込みに応じた、サイト表示に対応するデバイスの表示設定（使用言語、画
面解像度、ご利用のオペレーティング システムなど）を調整。

►

ウェブサイト、その機能及びサービスの管理、

►

ご要求いただいたサービスに応じたリクエストへの対応：
o
o
o

o
o

ヴァレオグループ内のジョブに対するアプリケーション処理及び管理
ヴァレオグループに関する情報共有を目的としたEメール送信
株主のプライベートエリアで提供されるサービスや機能の提供：専用書類の
送信、ヴァレオグループの最新情報が記載されたeニュースレターの定期的か
つ自動での送信
ジャーナリストへのEメールアラート送信
ウェブサイトの「連絡先」タブから弊社にお問い合わせいただいたご質問、
コメント及びその他ご要望への対応

ヴァレオが発行するCookieは以下の目的で使用され、お客様の合意に基づきます。合意方法
は、サイトにアクセスする際に使用するブラウザソフトウェアの設定によって異なります。
合意の可否はいつでも変更していただけます。

ヴァレオが使用するCookie：各ウェブサイトの別添をご参照ください。
第三者によるCookieの発行と利用は、第三者の個人情報保護方針に準拠します。
ヴァレオは、サイトに統合された第三者のアプリケーションを介し、既知のCookieの目的お
よびこれらCookieの利用に関してお客様から合意を得なければならない旨をお知らせします
。
ヴァレオは、第三者がサイトに提供したアプリケーションを含めることがあります。これに
より他者とサイトのコンテンツを共有することや、サイトのコンテンツ要素に関する相談や
お客様の意見を他者に伝えることが可能になります。この例として、FacebookやTwitterなど
のソーシャルネットワークにある「共有」や「いいね」ボタンが挙げられます。
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このようなアプリケーションボタンがあるソーシャルネットワークは、サイトアクセス中に
該当するボタンを使用していなくても、ボタンを使用したとみなし、お客様を特定する場合
があります。この種類のアプリケーションボタンは、ソーシャルネットワークによるサイト
上での閲覧情報の監視を可能にします。この理由として、サイトアクセス中に、お客様のソ
ーシャルネットワークアカウントがお使いの端末で有効化される（セッションが開かれる）
からです。
ヴァレオは、サイト閲覧や個人情報に関して、ソーシャルネットワークが実施する情報収集
の処理を管理しません。ヴァレオは、お客様ご自身でソーシャルネットワークの個人情報方
針をご一読いただき、これらアプリケーションボタンを使用して収集される場合があるブラ
ウジングデータの目的（特に広告目的）をご確認されることをおすすめします。このような
保護方針は、特に各ネットワークのアカウント設定を変更することによるこれらソーシャル
ネットワークへの合意表明を許可している場合がほとんどです。

IV.

Cookieに関する合意

弊社のウェブサイトの初回アクセス時、Cookie利用の可否を選択することができます。
Cookieを管理するにはいくつかの方法があります。ユーザーが実施した設定の変更は、ユー
ザーのインターネット上での閲覧作業やCookieの使用が必要な特定のサービスへのアクセス
条件を変更する場合があります。
ユーザーは、いつでも以下の方法でCookieに関する合意や設定を変更することが可能です。
お使いのブラウザソフトウェア設定による合意可否
デバイスにCookieを保管されるよう、または、Cookieの発行元に基づいて、もしくはシステ
ム的にCookieを保管しないよう、お使いのブラウザ ソフトウェアを設定することが可能です
。Cookieがお使いのデバイスに保管される前に、Cookieの保管可否を選択できるように、お
使いのブラウザ ソフトウェアを設定することも可能です。詳細は、セクション（c）をご参
照ください。

a) Cookieの承諾
お使いのデバイスにCookieを保管するかどうかは、お客様の決定によります。この決定は、
お使いのブラウザ ソフトウェアで提供する選択肢から、いつでも無料で変更いただけます。

お使いのデバイスのブラウザ ソフトウェアでCookie保管を承諾した場合、お客様が閲覧した
ページやコンテンツに組み込まれたCookieは、お使いのデバイスの特定の場所に一時的に保
管されます。発行元のみが、該当のデバイスを使って、Cookieを読み取ります。

b) Cookieの拒否
お使いのデバイスでCookieの保管を承諾しない場合、もしくはすでに保管されているCookie
をお客様が削除した場合、サイト内の特定のセクションの閲覧に必要な機能の一部をご利用
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いただけなくなります。これは、ログインが必要なコンテンツやサービスへのアクセス、ま
た、お使いのデバイスで使用されているブラウザの種類、既定言語、および表示もしくはイ
ンターネットを接続するデバイスが使われた国をヴァレオが認識できなくなった場合の技術
的互換性にも該当します。
お使いのデバイスでブラウザがCookieを拒否するよう設定されている場合、お客様が拒否ま
たは削除した機能のサービスに必要なCookieの保管や閲覧の拒否が原因となるサービス運用
の低下から派生する結果に関して、ヴァレオは一切の責任を負いません。

c) お使いのブラウザで合意可否をするには
ブラウザによってCookieの管理・設定方法が異なります。。ブラウザの設定はヘルプメニュ
ーに記載されておりますので、そちらからCookie設定変更方法をご確認ください。
例：
Internet Explorer ™をお使いの場合：
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari ™をお使いの場合：
https://www.apple.com/legal/privacy/jp/
Chrome ™をお使いの場合：
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ja&hlrm=en
Firefox ™をお使いの場合：https://support.mozilla.org/ja/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera ™をお使いの場合：
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies, etc.
トラフィック量測定の目的で、お使いのデバイスにヴァレオによるCookieの保管を承諾しな
い場合、こちらの無効化リンクをクリックしてください。これにより、お使いのデバイスに
ヴァレオが管理するトラフックサービスを無効化するCookieが保管されます。
この無効化リンクはCookieに依存します。お使いのデバイスに保管されたCookieを（ブラウ
ザを使って）削除した場合、ヴァレオは、このような削除が実行されたことを知ることがで
きません。
複数人によって端末が使用されている場合や、単一のデータ端末にいくつかのブラウザがあ
る場合、ヴァレオは、かかるデータ端末に対するサービスが実際に、お客様が使用する端末
の利用に適用されること、およびかかる端末の他のユーザーに適用されないことを保証する
ことはできません。
この例が該当する場合、他者とのデバイス共有やCookieに関するブラウザ設定が、各ユーザ
ーの自由意志および責任の元、各ユーザーによって行われています。
第三者のCookie管理：
サイトに組み込まれている第三者のアプリケーションを介した第三者のCookieは拒否するこ
とが可能です。
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V.

Cookie保管期間

Cookieは、お使いのデバイスに保管されてから最長で13か月間、保管されます。この期間が
終了すると、（該当する場合）お客様から再度、合意いただく必要があります。

VI.

データ保護

Cookieを使用する際、ヴァレオはデータ管理者としてお客様に関連する個人情報を処理する
場合がございます。
収集したデータはサイトトラフィックの測定やオンライン体験の向上に必要です。
処理業務の法的根拠は、ヴァレオもしくは第三者もしくはお客様の合意によって追及された
正当な利害関係となります。
個人情報の受信者は、ヴァレオの認可サービス、その下請け会社、およびCookieの発行元[à
valider et compléter le cas échéant]です。
個人情報保護に関する規定2016/679に準拠し、お客様はアクセス、修正、処理の制限、削除
、および移植の権利を行使することができます。
お客様は、かかる業務がヴァレオや第三者が追及した正当な利害関係に基づいている場合、
異議を申し立てる権利があります。また、データ処理の法的根拠が合意された場合、お客様
は合意を取り消すことができます。お客様は、お客様が死亡した後のデータの扱いに関して
指示をする権利があります。
権利を行使する際は、以下の住所に書面にてお知らせください：
DPO
ヴァレオ Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
France
お客様は、管轄保護当局に異議申し立てをすることができます。
さらに詳しい情報は、以下をお読みください。
►

ヴァレオのデータ保護方針はこちらから：ヴァレオ Data Protection General policy

►

もしくは弊社DPOまで、Eメール（dpo.external@ヴァレオ.com）にてお問い合わせく
ださい。dpo.external@ヴァレオ.com
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別添１
番
号

種類

名前

目的

期間

1

機能

SL_C_23361dd03
5530_SID

機能

2019年12月14日

2

分析／技術

_ga

ウェブサイト分析

14か月

3

分析／技術

_gid

ウェブサイト分析

1日

4

分析／技術

_gat

ウェブサイト分析

ナビゲーション画面
が閉じるまで

5

機能

SL_C_23361dd03
5530_VID

機能

2019年12月14日

6

機能

SL_C_23361dd03
5530_KEY

機能

2019年12月14日

7

ShareThis

__unam

共有ボタン

9か月

ヴァレオのウェブサイトにアクセスする際、お客様の合意の元、第三者がお使いのデバイス
にCookieを保管する場合がございます。第三者が発行するCookieは以下で説明する目的のた
めに使用されます。
第三者が使用するCookieは以下のとおりです：
番
号
1

種類

名前

会社

目的

期間

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

2

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[Aコンプリータ]

[コンプリータ]

3

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

4

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]

[コンプリータ]
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