プライバシーポリシー
PRIVACY POLICY
株式会社Crypto Garage（以下「当社」といいます）は、ビットコインやブロックチェー
ン技術と⾦融⼯学を組み合わせることで、新しい技術領域の開拓と商⽤化を⾏なうととも
に、将来の⾦融商品、⾦融サービス、そして⾦融システムの発展に貢献することを⽬指し
ています。
こうした当社の事業を遂⾏するうえで、当社サービスのお客さまやお取引先等（以下「お
客さま」といいます）からお預かりする、個⼈としてのお客さまを直接的または間接的に
識別できる情報（以下「パーソナルデータ」といいます）を適⽤される関連法令にしたが
い適切に処理すること、また、プライバシーの保護に最⼤限の注意を払うことが重要であ
ると考えています。本プライバシーポリシーでは、当社の事業に関連するパーソナルデー
タの処理について下記の各項⽬で⽰し、この実施に努めます。
Crypto Garage, Inc. (hereinafter referred to as "the Company", “we”, or “us”), through
combining Bitcoin and blockchain technology with financial engineering, aim to contribute to
the development of future financial products, financial services, and financial systems, as
well as pioneering and commercializing new technological fields.
In carrying out our business, we will appropriately process information that can directly or
indirectly identify you as an individual (hereinafter referred to as "Personal Data") that we
receive from our users of our services and our business partners, etc. (hereinafter referred
to as "Customers" or “you”) in accordance with the applicable laws and regulations. We
also believe that it is important to take the utmost care to protect your privacy. We strive to
enforce this by setting out in this Privacy Policy the processing of Personal Data in relation
to our business in each of the following areas
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1.
取得するパーソナルデータの種類および取得⽅法 / Types of Personal Data We
Obtain and How We Obtain them
当社は、「2. パーソナルデータの処理の⽬的および法的根拠」に定める⽬的を達成する
ために、以下の⽅法により適正にパーソナルデータを取得します。
(1) お客さまご⾃⾝で直接当社にパーソナルデータをご提供いただく⽅法
当社が提供するサービスの利⽤に際し、⽒名や連絡先を含むパーソナルデータを直
接フォームにご記⼊・ご⼊⼒いただく⽅法、郵便、電話、電⼦メールその他の⼿段で
ご提供いただく⽅法が含まれます。
(2) お客さまが当社ウェブサイトやサービス等を利⽤する際に、⾃動的にパーソナル
データが記録される⽅法
この場合、お客さまのデバイスやオペレーティングシステム（OS）、ブラウザに関
する情報、IPアドレスやドメインネームに関する技術情報、閲覧履歴や当社サイトの
閲覧前にお客さまが閲覧したサイトの情報等が取得されます。取得にあたっては、
クッキーやサーバーログ、その他の技術が⽤いられますが、Cookie等の利⽤に関する
詳細については、クッキーポリシーをご覧ください。
In order to achieve the purposes set forth in "2. Purpose and Legal Basis of Processing
Personal Data", we will properly collect Personal Data by the following methods.
(1) By having you provide us with your Personal Data directly by yourself
When you use the services provided by us, you may be asked to provide us with
Personal Data, including your name and contact information, directly by filling out and
entering a form, or by mail, telephone, email, and other means.
(2) Where Personal Data is automatically recorded when you use the Company's website
or services
In this case, information about your device, operating system (OS), browser, technical
information regarding IP addresses and domain names, browsing history, and
information about the sites you visited before visiting the Company's website will be
collected. Cookies, server logs, and other technologies are used to obtain this
information. Please refer to the Cookie Policy for details on use of Cookies, etc.
なお、⼈種および⺠族、家系・家柄・出⽣地・本籍地等、信教・政治的⾒解ならびに犯罪
歴、保健医療に関する情報、性的指向、性⽣活に関わる個⼈情報については、これを取
得・処理し、または共有・開⽰いたしません。
We will not collect, process, share, or disclose personal information concerning race,
ethnicity, family line, family status, birthplace, permanent domicile, religion, political view,
criminal records, health care records, sexual orientation, or sexual life of the individual.

2.
パーソナルデータの処理の⽬的および法的根拠 / Purpose and Legal Basis of
Processing Personal Data
当社は、お客さまのパーソナルデータを、以下の⽬的と法的根拠に基づいて処理します。
We process your Personal Data for the following purposes and on legal grounds
(1) お客さまに当社サービスを提供する契約の履⾏のために処理が必要となる場合 / When
processing is necessary to fulfill the contract to provide our services to the customer
当社は、お客さまに当社サービスを提供する契約の履⾏のために必要な範囲内で、お客
さまのパーソナルデータを処理することがあります。また、当該契約の締結に先⽴ち、
お客さまの求めに応じて⼿続を⾏うために、お客さまのパーソナルデータを処理するこ
ともあります。詳細については、別途利⽤規約をご覧ください。
We may process your Personal Data to the extent necessary in order to fulfill the contract
to provide our services to you. We may also process your Personal Data prior to the
execution of the relevant contract in order to carry out procedures in response to your
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request. For more information, please refer to our Terms of Service.
(2) 当社が服する法的義務を遵守するために処理が必要となる場合 / When processing
is necessary to comply with our legal obligations
当社は、当社が服する法的義務を遵守するために必要な範囲内で、お客さまのパーソナ
ルデータを処理することがあります。この⽬的には、マネーロンダリングやテロ資⾦供
与の防⽌、捜査当局の要請に基づく協⼒、税務その他の規制当局への対応等が含まれま
す。
We may process your Personal Data to the extent necessary to comply with legal
obligations to which we are subject to. This includes preventing money laundering and
terrorist financing, cooperating with requests from investigative authorities, and
complying with tax and other regulatory authorities.
(3) 正当な利益の追求のために処理が必要となる場合 / When processing is necessary
for the pursuit of legitimate interests
当社は、正当な利益を追求するために必要であることから、お客さまのパーソナルデー
タの保護に関する権利や利益等が優先しない限りにおいて、以下の⽬的のために、お客
さまのパーソナルデータを処理します。
● 当社サービスの提供にかかるお客さまの本⼈確認のため
● お客さまからのお問い合わせに対応するため
● 当社サービス上でお客さま同⼠が連絡を取り合うために、お客さまの指⽰に基づ
いて連絡先等を共有するため
● ご利⽤いただいている当社サービスに関するお知らせや、サービス変更にかかる
お客さまへの連絡のため（販売促進や営業活動を通じたお客さまへの情報提供や
宣伝を含みます）
● 当社サイトの改善や当社サイトに変更があった場合にお客さまに連絡するため
● 当社サイトにおけるお客さまによる情報の検索のため
● 詐欺その他の⾦銭にかかわる犯罪を察知し防⽌するため
● 当社の情報、システム、およびネットワークのモニタリングと保護のため
● 当社サービスの研究開発やさらなる改良に向けた社内業務調査のため
● お客さまのニーズ、興味や関⼼を踏まえたうえで、お客さまに適したサービスを
提案し、またコンテンツや広告を提⽰するため
We will process your Personal Data for the following purposes as necessary to pursue
legitimate interests, insofar as such processing does not override your rights or
interests in the protection of your Personal Data.
● To verify your identity in connection with the provision of our services
● To respond to inquiries from customers
● To share contact information with other customers in order for them to
communicate with each other on the service, based on the customer's
instructions.
● To inform you about our services and to contact you about changes in our services
(including the provision of information and advertising to you through sales
promotion and marketing activities)
● To contact you in the event of improvements or changes to the Company's
website
● To allow customers to search for information on the Company's website
● To detect and prevent fraud and other crimes involving money
● To monitor and protect our information, systems and networks
● To survey internal operations for research and development and further
improvement of our services
● To propose services suitable for customers based on their needs, interests and
concerns, and to present content and advertisements
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(4) お客さまから事前に明確な同意をいただいた場合 / When the customer gives his or
her prior explicit consent
当社は、お客さまから事前に明確な同意をいただいたうえで、パーソナルデータを処理
することがあります。この場合、お客さまは、当社が同意取得時に別途指定する⽅法に
より、いつでも同意を撤回する権利を有しています。ただし、撤回前の同意に基づく処
理の適法性が、同意の撤回により影響を受けることはありません。もっとも、お客さま
による同意の撤回によっては、当社によるお客さまに適したサービスの提供に影響を及
ぼす可能性があります。
We may process your Personal Data only with your explicit prior consent. In this case,
the customer has the right to withdraw his or her consent at any time by a method
separately specified by the Company at the time of obtaining such consent. However, the
lawfulness of the processing based on the consent prior to withdrawal will not be affected
by the withdrawal of the consent. Note that the withdrawal of consent by the customer
may affect the provision of services suitable for the customer by the Company.
なお、当社のサービス、機能、リサーチ、ニュース、販売促進、コンテンツ、イベント
の発表を⾏う⽬的で電⼦メールを送る場合があります。お客様は、これら電⼦メールを
受信することを選択しないことができます。電⼦メールを送信する、またはお客様と円
滑なコミュニケーションを⾏うために、当社が、第三者のサービスを利⽤する場合があ
ります。より円滑なコミュニケーションのため、当社は、お客様のメールアドレス等の
情報を、この⽬的に限り、国内外の第三者のサービス提供者に提供することがありま
す。
From time to time, we may send out emails for promotion purposes to announce our
services, functions, researches, news, promotions, contents, and events. You may
opt-out of receiving these emails. We may use a third-party service provider to send out
emails or to communicate smoothly with our customers. For smoother communication,
we may share information, such as your email address, to the service provider for this
limited purpose only.
3.

パーソナルデータの共有・開⽰ /Share and Disclosure of Personal Data

当社は、「2．パーソナルデータの処理の⽬的および法的根拠」に定める⽬的を達成する
ために、お客さまのパーソナルデータを以下のように第三者と共有・開⽰することがあり
ます。
(1) 当社のグループ会社
(2) 当社の監査、会計⼠、および弁護⼠等の専⾨家
(3) データ保存、メンテナンスサービス、データベース管理、ウェブ分析、および⽀払
⼿続といった、当社の事業活動を補助するサービスを提供する会社
(4) 当社が、その事業もしくは資産の⼀部を売却、移転、もしくは統合するために選ん
だ第三者か、当社が、他社を買収もしくは統合した場合の相⼿会社。 もし当社の事
業に何らかの変更が起こる場合は、新しい所有者がお客様の個⼈情報を、この個⼈
情報の保護に関する⽅針の規定と同じ⽅法で利⽤することになります。
In order to achieve the purposes set forth in Section 2 “Purpose and Legal Basis of
Processing Personal Data”, we may share and disclose your Personal Data with the
below third parties.
(1) Our group companies;
(2) Our professional advisors such as auditors, accountants and lawyers, etc.;
(3) Companies that provide services to support our business activities, such as data
storage, maintenance services, database management, web analytics and
payment processing;
(4) Third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our
business or our assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or
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merge with them. If a change happens to our business, then the new owners may
use your personal information in the same way as set out in this Policy.
当社は、「2．パーソナルデータの処理の⽬的および法的根拠」に定める⽬的の達成に必
要な範囲内において、パーソナルデータの全部または⼀部の処理を業務委託先に委託する
ことがあります。その場合には、業務委託先としての適格性を⼗分審査するとともに、契
約等にあたっては、守秘義務に関する事項に加え、当社の指⽰においてのみパーソナル
データを処理すること、適切な安全管理措置を講じること、その他適⽤される関連法令の
遵守にあたり当社を⽀援すること等を規定し、パーソナルデータが適正に管理される体制
の整備を⾏います。
なお、当社は、当社の権利またはお客様もしくは第三者の安全を守るため、詐欺等を捜査
するため、または政府以外の第三者による照会に対しては開⽰が必要であると考えた場
合、当局からの照会、裁判所による召喚や類似の裁判⼿続に従う等の場合にお客様の個⼈
情報を開⽰することができます。また、当社は、政府以外の第三者からの照会に対し開⽰
が必要であると考えた場合、適⽤される法律により通知が禁⽌されている場合でない限り
お客様の事前の同意を得たうえで、お客様のパーソナルデータを開⽰することができま
す。
The Company may entrust all or part of the processing of Personal Data to a subcontractor
to the extent necessary to achieve the purposes set forth in Section 2 “Purpose and Legal
Basis of Processing Personal Data”. In such case, the eligibility of the subcontractor shall
be thoroughly examined, and the contract shall stipulate, in addition to the matters
concerning confidentiality, that the Personal Data shall be processed only under the
instructions of the Company, that appropriate security control measures shall be taken, and
that the Company shall assist the subcontractor in complying with the applicable laws and
regulations. In addition, we will maintain a system to ensure that Personal Data is properly
managed.
We may also disclose your Personal Data as required, such as to respond to inquiries from
the authorities, to comply with a subpoena or a similar legal process, when we believe in
good faith that disclosure is necessary to protect our rights or to protect your safety or the
safety of others, to investigate fraud etc., or to respond to a government request, and to
any other third party with your prior consent to do so, unless notification is prohibited by the
applicable law.

4.

パーソナルデータの国際移転 / International Transfer of Personal Data

当社は、⽇本に本社を置く企業であり、欧州経済領域（EEA）北⽶、その他の国および地
域内のお客さまに関するパーソナルデータを処理しています。当社のグローバルな事業運
営の⼀環としてお客さまからお預かりしたパーソナルデータを処理するにあたり、「2．
パーソナルデータの処理の⽬的および法的根拠」に定める⽬的を達成するために、クラウ
ドプロバイダー、ウェブホスティング、ヘルプデスクのソフトウェアプロバイダー、⽀払
いプロセッサーなど、⽶国を含む外国のサービスプロバイダーを使⽤することがありま
す。
このような場合、当社は、適⽤される関連法令にしたがい、お客さまのパーソナルデータ
が移転先で⼗分に保護されるよう確保します。
We are headquartered in Japan that processes Personal Data about our customers in
European Economic Area(EEA), North America and other countries and territories. In
processing the Personal Data we receive from you as part of our global business
operations, we employ cloud providers, web hosting and helpdesk software providers, and
other third parties to process your Personal Data in order to achieve the purposes set forth
in Section 2 “Purpose and Legal Basis for Processing Personal Data”. We may use foreign
service providers, including those in the United States, such as payment processors.
In such cases, we will ensure that your Personal Data is adequately protected at the
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destination in accordance with applicable laws and regulations.

5.

パーソナルデータの保存期間 / Retention Period of Personal Data

当社は、お客さまのパーソナルデータを、「2．パーソナルデータの処理の⽬的および法
的根拠」に定める⽬的を達成するために必要な期間に限り、保持します。具体的な保持期
間は、パーソナルデータの種類や処理の⽬的、法令上または業務上のパーソナルデータの
保持の必要性等を考慮の上、決定されます。
We will retain your Personal Data only for the period of time necessary to achieve the
purposes set forth in Section 2 “Purpose and Legal Basis of Processing Personal Data”.
The specific period of retention will be determined by taking into account the type of
Personal Data, the purpose of the processing, the legal or business need to retain Personal
Data, and other factors.
6.

お客さまの権利 / Your Rights

お客さまは、当社が取得し処理するパーソナルデータについて、以下の権利を有していま
す。権利を⾏使される場合には、下記「10．連絡先」までお問い合わせください。なお、
第三者からの改ざんを防⽌するため、ご本⼈からの連絡であることを当社で確認できた場
合に限り、合理的な範囲内で対応します。
You have the following rights in relation to the Personal Data that we collect and process. If
you wish to exercise these rights, please contact us at the address in Section 10 “Contact”.
In order to prevent tampering by a third party, we will respond to your request within
reasonable limits only when we are able to confirm that the request was made by you.
(1) パーソナルデータの処理に関する情報の取得 / Obtaining Information on Processing
of Personal Data
お客さまは、お客さまに関係する当社のデータ処理⾏為に関してすべての必要な情報を
当社から取得する権利を有しています。
You are entitled to obtain from us all necessary information about our data processing
activities in relation to you.
(2) パーソナルデータへのアクセス / Access to Personal Data
お客さまは、お客さまに関係するパーソナルデータが処理されているか否かについて当
社から確認を受ける権利があり、処理されている場合はそのパーソナルデータにアクセ
スする権利があります。
You have the right to obtain confirmation from us as to whether or not your Personal Data
relating to you has been processed and, if so, you have the right to access that Personal
Data.
(3) パーソナルデータの訂正または削除 / Correction or Deletion of Personal Data
お客さまは、お客さまに関係する不正確なパーソナルデータを不当な遅滞なく訂正させ
る権利、また不完全なパーソナルデータを完全なものにさせる権利を有しています。ま
た、⼀定の要件を満たす場合に、お客さまに関係するパーソナルデータを不当な遅滞な
く消去させる権利を有しています。
You have the right to have any inaccurate Personal Data relating to you corrected without
undue delay and to have any incomplete Personal Data made complete. You also have
the right to have your Personal Data relating to you erased without undue delay, provided
certain requirements are met.
(4) パーソナルデータの処理の制限 / Limits to Processing Personal Data
お客さまは、⼀定の要件を満たす場合に、パーソナルデータの処理を制限させる権利を
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有しています。
You have the right to have the processing of Personal Data restricted, provided certain
requirements are met.
(5) パーソナルデータの処理に対する異議 / Objections Regarding Processing of
Personal Data
お客さまは、⼀定の要件を満たす場合に、お客さまに関係するパーソナルデータの処理
に対して異議を述べる権利を有しています。
You have the right to object to the processing of your Personal Data in relation to you,
provided certain requirements are met.
(6) パーソナルデータのデータ・ポータビリティ / Data Portability for Personal Data
お客さまは、⼀定の要件を満たす場合に、お客さまに関係するパーソナルデータを、構
造化され、⼀般的に利⽤され機械可読性のある形式で受け取る権利、またそのデータを
当社から妨げられることなく別の管理者に対して移⾏する権利を有しています。
You have the right to receive Personal Data relating to you in a structured, publicly
available and machine-readable format and to transfer that data to another controller
without interference from us, provided certain requirements are met.
(7) ⾃動化された意思決定の対象とならない権利 / The Right not to be Subject to
Automated Decision-making
お客さまは、⼀定の要件を満たす場合に、お客さまに対して法的効果または同様に重⼤
な影響をもたらす、⾃動化されたデータ処理のみに基づく決定（プロファイリングを含
みます）の対象とされない権利を有しています。
You have the right not to be subject to decisions based solely on automated data
processing (including profiling) that have legal effects or equally significant
consequences for you, provided certain requirements are met.

7.
データ保護監督機関への不服申⽴て
Supervisory Authority

/

Appeals

to

the

Data

Protection

欧州経済領域（EEA）所在のお客さまは、当社によるお客さまのパーソナルデータの処理
について、お客さまの居所またはEU⼀般データ保護規則（GDPR）違反発⽣地の加盟国の
データ保護監督機関に異議を申し⽴てることができます。
If you are located in the European Economic Area (EEA), you may object to our processing
of your Personal Data to the data protection supervisory authority where you live, or to the
data protection supervisory authority in the Member State where the breach of the EU
General Data Protection Regulation (GDPR) occurs.

8.
パーソナルデータの安全管理措置
Measures

/

Personal

Data

Security

Management

当社は、パーソナルデータの正確性および安全性を確保するため、パーソナルデータの保
護のための安全対策を実施し、パーソナルデータの漏えい、滅失またはき損の防⽌に努め
ます。また、安全対策は定期的に⾒直し、不備があれば是正を⾏います。
当社は、パーソナルデータの処理に関する社内規程を策定し、全ての役員、社員、契約社
員等（以下「従業員｣といいます）に周知させると共に、これに沿った運⽤を⾏います。
In order to ensure the accuracy and security of Personal Data, we implement safety control
measures and will strive to prevent the leakage, loss, or damage of Personal Data. In
addition, the safety control measures will be regularly reviewed, and any deficiencies will be
corrected.
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The Company shall establish internal rules regarding the processing of Personal Data, and
shall ensure that all officers, employees, contractors, etc. (hereinafter referred to as
"Employees") are aware of such rules and that they operate in accordance with them.

9.

本プライバシーポリシーの変更 / Changes to the Privacy Policy

当社は、本プライバシーポリシーを随時改定することがあります。実質的なまたは重要な
改定を伴う場合は、当社のウェブサイトおよび必要な場合にはお客さまへの電⼦メール等
による通知を通じて、お客さまに対してご連絡します。
We may revise this privacy policy from time to time. In the event any substantive or material
revisions are made, we will notify you through our website and, where necessary, via email
or other forms of notification.

10.

連絡先 / Contacts

本プライバシーポリシーに関するご質問またはお問い合わせは、下記データ管理者までご
連絡ください。
If you have any questions or inquiries about this Privacy Policy, please contact the Data
Administrator below.
データ管理者 / Data Administrator
株式会社Crypto Garage / Crypto Garage Inc.
〒150-0022 東京都渋⾕区恵⽐寿南3-5-7 デジタルゲートビル
Digital Gate Building, 3-5-7 Ebisuminami, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0022
compliance@cryptogarage.co.jp
なお、当社はデータ保護責任者（DPO）を設置しています。データ保護責任者（DPO）の
連絡先は以下のとおりです。
We have a Data Protection Officer (DPO) in place. The contact details of the Data
Protection Officer (DPO) are as follows
株式会社Crypto Garage システムリスク部⻑ / Crypto Garage Inc., Head of Information
Technology Risk Management Division
〒150-0022 東京都渋⾕区恵⽐寿南3-5-7 デジタルゲートビル
Digital Gate Building, 3-5-7 Ebisuminami, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0022
compliance@cryptogarage.co.jp
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クッキーポリシー
Cookie Policy
株式会社Crypto Garage（以下「当社」といいます）のウェブサイトおよびサービス上で
は、お客さまの利便性の向上等を⽬的として、クッキー（Cookie）を使⽤しています。
本クッキーポリシーでは、当社が管理するクッキーおよびお客さまによる管理・選択⽅法
を記載しています。
本クッキーポリシーにおける各⽤語の定義は、別途定義されている場合や⽂脈上別意に解
すべき場合を除き、当社の定める利⽤規約およびプライバシーポリシーに規定するとおり
とします。
Crypto Garage, Inc. (hereinafter referred to as "the Company") use cookies on the
Company’s website and services for the purpose of, among other things, improving the
Users’ convenience.
This Cookie Policy describes the cookies the Company manage and how Users can
manage and select them.
The definitions of the terms in this Cookie Policy shall be as set forth in the Terms of Use
and the Privacy Policy set forth by the Company, unless otherwise defined or the context
otherwise requires, in which case they shall be understood.
1.

クッキーとは / Definition of Cookies

クッキーとは、ウェブサーバとお客さまのウェブブラウザとの間で転送される⼩さなデー
タで、お客さまのコンピュータやモバイルデバイス上でファイルとして保存されるもので
す。
A cookie is a small piece of data that is transferred between the web server and the User’s
web browser and is stored as a file on the User’s computer or mobile device.

2.

当社が使⽤するクッキーの種類 / Cookies used by the Company
クッキーの種類

機能

Type of Cookie

Function

(1) 動作に必要不可⽋なクッキー
/
Cookies
necessary
for
providing services

ウェブページ間の移動や、セキュアページへの
アクセスなど、ウェブページの機能を利⽤する
うえで必要不可⽋なCookie等です。この
Cookie等を拒否すると、お客様が希望する動作
が要求通りに機能しない場合があります。
These Cookies are essential for the function of
the features of the Company’s web page, such
as navigating between web pages and
accessing secure pages. If the User reject
these cookies, the User’s desired action may
not be able to function as requested.
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(2) 効果測定と分析を⽬的としたクッ
キー / Cookies used for
analytics
and
measuring
effectiveness

訪問者数や、最も頻繁に閲覧されているページ
など、お客様がどのようにウェブページを利⽤
しているかについての情報を収集するために使
⽤されます。このCookie等で収集される情報に
よりお客様が探しているものを簡単に⾒つける
ことができるかを分析したり、お客様が遭遇す
る可能性があるエラー情報を収集するなど、
ウェブページの動作を改善するために役⽴ちま
す。
The Company uses these Cookies to collect
information about how Users use the Company
website, such as the number of visitors and the
pages Users visit most frequently. The
information collected by these cookies and
others helps us to improve the operation of our
web pages, including analyzing how easily you
can find what you are looking for and collecting
information on errors you may encounter.

(3) お客様のウェブサイト閲覧体験を
向上することを⽬的としたクッ
キー/
Cookies
used
for
improving user experience

これらのクッキーはお客様が同じブラウジング
セッション中に他のウェブページから当社の
ウェブページに戻った場合、お客様を認識する
ことができます。これらのクッキーはお客様の
好み（例︓選択した地域や⾔語等）に関する情
報を収集し、お客様のウェブページの閲覧体験
を向上するために利⽤されます。また、訪問者
がポリシーを⾒たことを記録することで、ポッ
プアップメッセージや免責事項の表⽰が繰り返
されないようにすることが可能になります。
These cookies can recognize you upon your
return to our web pages from another web
page, during the same browsing session.
These cookies are used to collect information
about your preferences (e.g., the region and
language you selected, etc.) and to improve
your browsing experience. They also allow us
to refrain from repeatedly showing pop-up
messages and disclaimers, by tracking if a
visitor has seen our policy.

3.

クッキーの取得⽅法および収集される情報 / How Cookies are Collected and the
Information Collected

クッキーは、お客さまが当社のウェブサイトおよびサービス並びに当社が使⽤する第三者
のサービスの利⽤・閲覧の際に収集されます。クッキーの取得を通じて収集される情報に
は、お客さまのデバイスやオペレーティングシステム（OS）、ブラウザに関する情報、IP
アドレスやドメインネームに関する技術情報、閲覧履歴や当社サイトの閲覧前にお客さま
が閲覧したサイトの情報等が含まれます。
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Cookies are collected when Users use/browse the Company’s website and services, as
well as websites and services of third parties the Company uses. Information collected
through Cookies includes information about the User’s device, operating system (OS),
browser, technical information about the User’s IP address and domain name, browsing
history and information about the sites Users visited before visiting the Company’s site.
4.

クッキーの利⽤⽬的 / Purpose of Cookies

当社は、「2．当社が使⽤するクッキーの種類」に記載のクッキー、およびその取得に
伴って収集される「3．クッキーの取得⽅法および収集される情報」に記載の情報を、以
下の⽬的で利⽤します。
(1) お客さまが当社サービスを利⽤する際に、毎回ウェブサイトのユーザー設定を⾏
わずに済むようにするため
(2) 当社のウェブサイトと当社が提供するサービスにおいて、お客さま⼀⼈⼀⼈に適
合した仕様を提供するため
(3) 当社が提供するサービスを利⽤するお客さまの活動を理解する⼀助としての分析
作業のため
The Company uses Cookies as set forth in "2. Cookies used by the Company" and the
information listed in "3. How Cookies are Collected and the Information Collected" collected
in the process of obtaining Cookies for the following purposes:
(1) To eliminate the need to set up users on the website each time you use our Services
provided by the Company
(2) To provide specifications that meet the needs of each User for the Company's
website and for the Services provided by the Company
(3) To help the Company understand and analyze the activities of the Company’s Users
who use the Company’s services
5.

クッキーの管理および削除⽅法 / Management and Deletion of Cookies

お客さまは、ブラウザの設定を選択してクッキーの機能を不能にすることができます。た
だし、この場合、当社ウェブサイトの全てまたは⼀部のサービスを利⽤できなくなる場合
があることにご留意ください。当社は、当社ウェブサイトの利⽤状況や利⽤者層を考察し
たり、当社が選定する第三者に対し、当社ウェブサイトにクッキーをおくことを許可する
ことができます。これらの第三者は、顧客が当社ウェブサイトを利⽤する際に、その顧客
がオンライン活動をした時間や他のウェブサイトへの移動について情報を収集することが
できます。
Users can disable the Cookie function through the browser settings. However, Users
should be aware that this may result in not being able to use all or some of the services on
the Company’s website. The Company may allow select third parties, who the Company
uses to analyze the website activities and User base, to place cookies on the Company
website. These third parties may collect information about Users’ time spent online and
Users’ navigation to other websites upon using the Company website.
6.

サードパーティ（第三者）のクッキー ／Third Party Cookies

SETTLENETの利⽤に際して使⽤する第三者が提供する外部サービス（例えば、Zendesk
のような外部サービス）のウェブページでは当該ウェブページのクッキーが利⽤されてい
る場合がありますが、これに関しては、当社は制御できないことにご留意ください。
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Please note that the web pages of external services provided by third parties (e.g., external
services such as Zendesk) used for SETTLENET may use cookies on their web pages,
over which we have no control.
第三者が運営する外部サービスでは、クッキーにより本ポリシーで指定された情報以外の
情報が収集されている場合があります。詳細については、記載しているサービスのプライ
バシーポリシーまたはクッキーポリシーを参照してください。
External services operated by third parties may use cookies to collect information other
than the information specified in this policy. Please refer to the privacy or cookie policies of
such services for more information.
7.

クッキーポリシーの変更 / Changes to the Cookie Policy

当社は、本クッキーポリシーを随時改定することがあります。お客さまのパーソナルデー
タの処理に影響を与えるような実質的なまたは重⼤な改定を伴う場合には、当社プライバ
シーポリシーの「9．プライバシーポリシーの変更」にしたがい、お客さまに対してご連
絡します。
We may revise this Cookie Policy from time to time. If there is a substantial or material
revision that affects the processing of Users’ personal data, the Company will notify the
User in accordance with Section 9 of the Company’s Privacy Policy.

8.

連絡先 / Contact

本クッキーポリシーに関するご質問またはお問い合わせは、下記データ保護責任者までご
連絡ください。
データ保護責任者 株式会社Crypto Garageシステムリスク部⻑
株式会社Crypto Garage
〒150-0022 東京都渋⾕区恵⽐寿南3-5-7 デジタルゲートビル
compliance@cryptogarage.co.jp
For inquiries regarding this Cookie Policy or any other inquiries, please contact the below
Data Protection Officer(DPO) :
DPO: Crypto Garage Inc., Head of Information Technology Risk Management Division
Crypto Garage Inc.
Digital Gate Building, 3-5-7 Ebisuminami, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0022
compliance@cryptogarage.co.jp

2020年8⽉25⽇改定 / August 25, 2020 Revised
初版 2020年6⽉5⽇ 制定/June 5, 2020 Enacted
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