
アントレ(net)会員規約・プライバシーポリシー・ご利用にあたって 

 

■会員規約 

 

第1条（定義） 

(1) 「アントレ(net)」（以下「アントレ(net)」といいます）とは、株式会社アントレ（以下「当社」といいます。）が提供する

インターネット上の独立･起業･開業のためのビジネス支援情報サービス総合サイト（http://entrenet.jp/）および当該サイトに

付随するメール配信その他の独立支援のためのサービスの総称をいいます。 

(2) 「アントレ(net)会員」（以下「会員」といいます）とは、アントレ(net)に個人情報（『アントレ(net) プライバシーポリシ

ー』の定義に従います）およびその他の情報を登録（以下「会員登録」といいます）した者をいいます。当該会員登録後、会員は

アントレ(net)における会員専用サービス（以下「会員サービス」といいます）を利用できるものとします。 

 

第2条（会員登録および会員の責任等） 

(1) 会員はアントレ(net)に会員登録した時点で、本「アントレ(net)会員規約」、「アントレ(net) プライバシーポリシー」（以

下あわせて「会員規約」といいます）を承諾したものとみなされます。不承諾の意思表示は、アントレ(net)への会員登録をしな

いことをもってのみ認められるものとします。 

(2) アントレ(net) の利用者は、自らの意思および責任をもって、アントレ(net)に会員登録し、その際当社が会員にお知らせす

る方法に従ってアントレ(net)を利用するものとします。 

(3) 会員がアントレ(net)に登録している情報は会員自らがその内容について責任を負うものとします。 

(4) 会員はアントレ(net)の画面上部から遷移できる「登録内容確認、変更」画面において、アントレ(net)に登録した情報を自ら

いつでも変更・追加・削除することができます。また、会員は自らの意思に基づいて退会することができます。 

(5) 会員は、会員登録の際にメールアドレス、パスワードを登録するとアントレ(net)会員サービスの内、アントレ(net) が配信

する各種メールサービス、お気に入り企業等の登録、資料請求等の履歴保存等を利用することができます。なお、アントレ(net)

会員サービスの内、アントレ(net)掲載企業への資料請求、資料ダウンロード、応募、説明会申込み、説明会お問い合わせ等を利

用したい場合、会員は、氏名、住所等当社の指定する入力項目を登録するものとします。 

(6) 会員は、当社に対して問い合わせをしても、当該問い合わせ者が会員本人であることを当社が確認できない場合には、当社は

当該会員からの問い合わせに応じられない場合があることを、あらかじめ了承のうえ、会員登録を行うものとします。 

(7) 会員は、前項にて登録した個人情報（メールアドレス、電話番号または住所を含みますがこれらに限られません。）について

第三者からクレーム、削除依頼等があった場合は、被害の拡大を防ぐために、当社が事前の通知なしに当該個人情報を登録してい

る会員の「アントレ(net) ログイン」を制限、または「強制退会」させることがあることを承諾するものとします。 

(8) 会員が自ら退会を希望していない場合であっても、長期に渡って利用が認められない場合等、アントレ(net) のデータベー

ス・メンテナンスの際に会員登録が抹消される可能性があります。 

(9) 会員が、アントレ(net)からのメールの配信停止を希望しない場合であっても、会員へのメール配信を行ったにもかかわら

ず、アントレ(net) のメールサーバへ、受信メールサーバエラーやあて先不明等のエラー通知が一定回数以上届いた場合には、ア

ントレ(net)のデータベース・メンテナンスの際にメールの配信先から削除されることがあります。 

(10) アントレ(net)の会員サービスの1つである「資料請求等の履歴」は、当社が会員または第三者からのクレームに基づき、合

理的に、削除の必要があると判断した場合に削除することがあります。かかる場合を除いて、資料請求、資料ダウンロード申込

み、応募、説明会申込みをされた日から365日間保存できることとし、当該期間を超えての保存は致しかねます。 

 

第3条（禁止事項について） 

(1) 会員は、アントレ(net)のご利用に関し、以下A～Eに定める行為（以下合わせて「違反行為」といいます。）を行ってはなら

ないものとします。 

A. 虚偽の情報を登録もしくは提供する行為 

B. 実質的に資料請求、資料ダウンロード・お問い合わせ、応募、説明会申込みの意思がないにもかかわらず、資料請求、資料ダ

ウンロード・お問い合わせ、応募、説明会申込みの行為、またはそれらの可能性を疑わせる事実があると当社が判断できる情報を

登録もしくは提供する行為 

C. 当社または第三者の著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の権利を侵害する行為 

D. 個人や団体を誹謗中傷する行為 



E. 法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為 

F. アントレ(net)を利用しての営利を目的とした情報提供等の行為、または非営利目的であっても自らの独立･起業･開業の目的以

外に利用する行為 

G. アントレ(net)の運営を妨げる行為、または当社の信頼を毀損する行為 

(2) 当社は、会員が違反行為を行ったと判断した場合、当該会員のアントレ(net)の全部または一部の利用につき、当該会員に対

し事前に通知することなく、当社が適切と判断する措置（当該会員の資料請求、資料ダウンロード・お問い合わせ、応募、説明会

申込み、登録情報・提供情報を削除する措置、将来にわたり当該会員と同一人物によるものと合理的に判断できる資料請求、資料

ダウンロード・お問い合わせ、応募、説明会申込み、登録情報・提供情報を削除する措置等を含みますがこれらに限られませ

ん。）を講じることができます。 

(3) 会員の違反行為により当社または第三者に損害が発生した場合、当該会員は、その一切の損害について責任を負うものとしま

す。 

 

第4条（強制退会） 

当社は、会員が会員規約に違反したと判断した場合、当該会員に対し事前に通知することなく、当該会員の会員サービスの全部ま

たは一部の利用を一時中止、または強制退会させることができます。また、会員規約違反の態様によっては、当社はその裁量で、

当該会員に対し事前に通知することなく、当社が適当と認める措置を講ずることができることとします。 

（例）当該会員からの、アントレ(net)掲載企業に対する資料請求、資料ダウンロード申込み、応募、説明会申込みを無効とする

こと 

（例）将来にわたり当該会員と同一人物によるものと合理的に判断できる新たな会員登録や、資料請求、資料ダウンロード申込

み、応募、説明会申込み、メール配信サービス申込み等を受け付けないこと 

 

第5条（反社会的勢力の排除） 

(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいま

す。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す

るものとします。 

A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

C. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用して

いると認められる関係を有すること 

D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること 

E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 

A. 暴力的な要求行為 

B. 法的な責任を超えた不当な要求行為 

C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 

E. その他前各号に準ずる行為 

 

第6条（当社の責任について） 

(1) 会員によるアントレ(net)のご利用（アントレ(net)上の当社または第三者の情報提供行為等を含みますがこれに限られませ

ん。）により会員に生じる一切の損害（精神的苦痛、またはその他の金銭的損失を含む一切の不利益を含みますがこれらに限られ

ません。）につき、当社は、当社に過失がない限り責任を負わないものとします。また、当社は、その他アントレ(net)を通じて

アクセスできる第三者が提供するサイトおよびサービスに関して、会員に生じた一切の損害、並びにアントレ(net)において懸

賞、販売促進活動、情報提供等を行っている第三者によって会員が被った一切の損害につき、一切責任を負わないものとします。

なお、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失がない限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるもの

とします。 

(2) 当社は、アントレ(net)において不具合、エラーおよび障害等が生じないことを保証するものではありません。 



(3) アントレ(net)において提供される情報（会社情報等の第三者の情報、広告その他第三者により提供される情報）はその第三

者の責任で提供されるものですので、会員は、かかる情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、かかる情報に基づく会員

と第三者の取引・契約について当社が一切保証しないことを承諾の上ご利用ください。また、当社は、アントレ(net)およびアン

トレ(net)を通じて入手できる商品、役務、情報等が会員の期待を満たすものであることについても保証いたしません。会員は、

自己の責任においてご利用ください。 

(4) 当社は、通常講ずるべき対策では防止できないウィルス被害、停電被害、サーバー故障、回線障害、および天変地異による被

害、その他当社の責によらない不可抗力に基づく事由によって会員に生じた損害については一切責任を負わないものとします。 

(5) 当社は、アントレ(net)が提供する情報およびアントレ(net)に登録、保存した情報が消去・変更されないことを保証できませ

ん。会員は、アントレ(net)が提供する情報およびアントレ(net)に登録、保存した情報を自己の責任において保存いただくようお

願いします。 

 

第7条（個人情報の取扱い） 

個人情報の取扱いについては、『アントレ(net) プライバシーポリシー』に基づくものとします。 

 

第8条（個人情報の利用）  

(1) 当社は、会員の登録情報等を、会員に対するアントレのサービス提供中およびサービス終了後においてアントレ(net)の運営

に必要な範囲内で利用することができるものとします。 

(2) 当社は、会員の登録情報等およびアントレ(net)の利用履歴等を、特定の個人を識別しまたは識別できない状態で、当該会員

に提供するアントレ(net)のサービスまたは個別サービス向上のために利用することができるものとします。 

(3) 当社は、会員の登録情報等およびアントレ(net)の利用履歴等を、それのみで特定の個人を識別できない状態で、当該会員以

外に提供するアントレ(net)のサービスまたは個別サービス向上のために利用する（会員になる可能性の見込める方に対する広告

配信等を含みますが、これに限られません。）ことができるものとします。 

 

第9条（企業保有情報・利用履歴・会員の登録情報の利用） 

(1) 当社は、会員の各種独立･起業･開業を前提にした活動に関してアントレ(net)を利用する企業（アントレ(net)掲載企業および

求人企業、転職エージェントを含み、以下「企業等」といいます。）が保有する情報（ダウンロード資料の閲覧履歴、説明会への

参加、会員とのフランチャイズ契約の成否等の会員が当該活動のプロセスにおいて当該企業等が取得した会員に関する情報を含

み、以下「企業保有情報」といいます）を当該企業等から提供を受けることがあります。当社は、会員がアントレ(net)に登録し

た情報、企業保有情報を、秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該会員および当該企業等の同意を得た場合を除き、第

三者に開示または漏洩しないものとします。 

(2) 当社は、(1)会員のアントレ(net)の利用履歴、(2)会員がアントレ(net)に登録した登録情報等、または(3)企業保有情報を閲

覧または使用して、会員に対し、特定の企業等の委託を受けまたは当社の裁量で、当該特定の企業等または当社が企画する各種イ

ベント、説明会、加盟店募集広告または各種情報の提供をすることができ、会員はこれを予め承諾することとします。 

(3) 当社は、利用履歴、会員がアントレ(net)に登録した登録情報、または企業保有情報を、特定の個人を識別または識別しない

で解析した後、特定の個人を識別できないように加工、集計および分析した統計データ、属性情報等を作成し、当該集計、分析、

統計データまたは属性情報等につき何らの制限なく利用することができるものとし、会員はこれを予め承諾することとします。な

お、当該利用には、企業等への各種提案（加盟店募集の方針決定等の各種サポートを目的とする提案を含みますが、これに限られ

ません。）、各種報告、市場の調査、並びに、アントレ(net)および当社の新サービスの検討および開発のために行われる利用を

含みますが、これらに限られません。 

(4) 当社は、企業等がアントレ(net)のシステムを通じて会員に送付するメールについても、当該企業等への募集活動のサポート

を目的として閲覧・その内容を利用できるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾します。 

(5) 当社は、会員登録・抹消の前後を問わず、利用履歴、会員がアントレ(net)に登録した登録情報等、または企業保有情報を、

特定の個人を識別または識別しないで解析し、アントレ(net)および会員が利用を希望しまたは利用する個別サービスで提供する

各種サービスおよび機能、情報等に反映し、アントレ(net)および個別サービスで利用することができるものとし、会員はこれを

あらかじめ承諾するものとします。 

(6) 利用記録、会員がアントレ(net)に登録した情報、または企業保有情報は、取得した時期を問わず当社が取得した情報のすべ

てを対象とします。 

 



第10条（アントレ(net)のサービス変更等） 

当社は、会員への事前の通知なくして、アントレ(net)のサービス内容変更、一時的もしくは長期的な中断、またはアントレ(net)

のサービス自体を終了することができ、または会員サービス内容の変更または一時的な中断を行うことがあります。会員は予めこ

れを承諾するものとします。 

 

第11条（会員規約の変更） 

当社は、会員規約を随時変更することができるものとし、会員はこれに同意します。変更の内容については、アントレ(net)上に

１ヶ月表示した時点で全ての会員が承諾したものとします。 

 

第12条（準拠法および管轄） 

アントレ(net)およびそのご利用に関する準拠法は日本法とし、アントレ(net)およびそのご利用に関して生じる一切の紛争につい

ては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

付則 

2019年4月1日作成・施行 

 

 

■「ご利用にあたって」 

 

アントレは、株式会社アントレ（以下「当社」といいます）が運営するインターネット上の独立･起業･開業のためのビジネス支援

情報サービス総合サイト（https://entrenet.jp/）および当該サイト上で提供される各種サービス（以下、当該サイトと各種サー

ビスを総称して「本サイト」といいます。）、アントレに関連して当社が管理、運営するイベント（以下、アントレフェア等のイ

ベントを含み「アントレ主催イベント」といいます。）ならびに、当該サイトに付随するメール配信その他の独立支援のための会

員向けサービスの総称をいいます。 

本サイトにアクセスし掲載された情報を検索、閲覧等ご利用される場合、また、アントレ主催イベントに参加される場合、以下の

条件（以下「本規約」といいます）をよくお読みいただき、ご同意の上、ご利用・ご参加いただくようお願い申し上げます。ご同

意いただけない場合には、申し訳ございませんがご利用・ご参加をお控えください。また、ご利用・ご参加いただいた場合には、

本規約すべてにご同意いただいたものとさせていただきますのでご了承願います。 

 

□1（推奨環境） 

アントレを快適にご利用いただくために、ブラウザとしてInternet Explorer11を推奨いたします。 

Macintoshなど上記推奨環境以外をご利用の場合、ページが正しく表示されないことや、ページ遷移など正常に動作しない可能性

があります。 

また、JavaScript、およびクッキー(Cookie)が有効な状態でご利用ください。 

 

□2（著作権について） 

本サイトおよびアントレ主催イベントで提供されているコンテンツ（文章、画像、映像、音声、プログラムなど）の著作権は、当

社または当社にその利用を認めた権利者に帰属しています。ご利用者様個人で利用するのみの場合を除き、他のWebサイトや印刷

媒体、その他の記録媒体等において、複製、改変、翻案などをすることはできません。その他著作権法で認められている範囲を超

えて、本サイトで提供されているコンテンツを当社の事前の書面による承諾なく使用することはできません。 

 

□3（商標について） 

本サイトおよびアントレ主催イベントに表示される当社の社名、商品やサービス等の名称・ロゴ等について、それらの商標権は、

全て当社にその権利が帰属します。当社の事前の書面による承諾なくこれらを使用することはできません。 

 

□4（禁止事項について） 

1. 本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用・ご参加に関し、以下A～Eに定める行為（以下合わせて「違反行為」といいま

す。）を行ってはならないものとします。 



A. 当社または第三者の著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の権利を侵害する行為 

B. 個人や団体を誹謗中傷する行為 

C. 法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為 

D. 本サイトおよびアントレ主催イベントを利用しての営利を目的とした情報提供等の行為、または非営利目的であっても自らの

独立･起業･開業の目的以外に利用する行為 

E. 本サイトおよびアントレ主催イベントの運営を妨げる行為、または当社の信頼を毀損する行為 

2. 当社は、ご利用者様が違反行為を行ったと判断した場合、当該ご利用者様の本サイトおよびアントレ主催イベントの全部また

は一部の利用につき、当該カスタマーに対し事前に通知することなく、当社が適切と判断する措置（当該カスタマーの資料請求、

資料ダウンロード・お問い合わせ、応募、説明会申込み、登録情報・提供情報の削除、アントレ主催イベントの退場等の措置、将

来にわたり当該カスタマーと同一人物によるものと合理的に判断できる資料請求、資料ダウンロード・お問い合わせ、応募、説明

会申込み、登録情報・提供情報を削除する措置などを含みますがこれらに限られません。）を講じることができます。 

3. ご利用者様の違反行為により当社または第三者に損害が発生した場合、当該ご利用者様は、その一切の損害について責任を負

うものとします。 

 

□5（リンクについて） 

リンクの際のURLは「https://entrenet.jp/」を基本とし、かつ株式会社アントレのWebサイトである旨を明示してください。な

お、当社は当該URLを変更し、またはその運営を変更、停止または中止等することがありますので、あらかじめご了承ください。

また、当社は、リンク元サイトの内容やリンクの方法が、本サイト運営の意図に反すると当判断した場合、リンクを解消していた

だくことがありますので、併せてご了承ください。 

 

□6（お問合せについて） 

6-1 メール 

当社よりご利用者様へ送信するメールは、ご利用者様個人宛てにご利用者様のお問い合わせ等にお答えする目的でお送りするもの

です。これらのメールに関する著作権は当社に帰属しており、当社の事前の書面による承諾なく他のホームページや印刷物などへ

転用したり、メールの内容の一部分または全体を転用、二次利用したり、その他の目的で使用することはできません。 

6-2 ご回答 

お問い合わせに対するご回答は、お問い合わせの方法に関わらず、その内容に応じて当社が適切と判断した手段により行います。

また、お問い合わせ内容によっては、ご回答までに時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。 

6-3 ご連絡先 

メールアドレスやお電話番号などのご連絡先情報は、正確にご記入ください。不正確な場合、お問い合わせにご回答できない場合

があります。また、ご連絡先情報として、虚偽または他人の情報を記入することはおやめください。 

 

□7（ご注意） 

7-1 内容の不保証 

本サイトおよびアントレ主催イベントにおいて提供される情報（会社情報等の第三者の情報、広告その他第三者により提供される

情報）はかかる第三者の責任で提供されるものであり、利用者様は、提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、完全

性、正確性について当社が何ら保証しないことを了承のうえ、自己の責任において利用するものとします。また、当社は、本サイ

トおよびアントレ主催イベントならびに本サイトおよびアントレ主催イベントを通じて入手できる商品、役務、情報などが利用者

様の期待を満たすものであること、本サイトの機能が中断しないこと、もしくはエラーが発生しないこと、本サイトおよびサーバ

ーにコンピューターウィルスその他の有害なものが含まれていないこと等についても、一切保証しません。 

7-2 ご利用上のトラブル等 

本サイトおよびアントレ主催イベントの内容に誤りがあった場合、または本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用に際して

ご利用者様と第三者との間のトラブルが生じた場合、当社は一切責任を負いかねます。また、本サイトのご利用に起因するソフト

ウェア、ハードウェア上の事故その他の損害についても、必要なサービス、修理等についてのあらゆる費用は、すべてご利用者様

のご負担となります。当社は、当社の責に帰すべき事由のある場合を除き、一切責任を負いかねます。本サイトおよびアントレ主

催イベントのご利用・ご参加（これらに付随する当社または第三者の情報提供行為等を含む）により生じる一切の損害（精神的苦

痛、独立開業活動の中断、またはその他の金銭的損失を含む一切の不利益）につき、当社は、当社に過失がない限り責任を負わな

いものとし、その他本サイトを通じてアクセスできる第三者企業が提供するサイトおよびサービスにより生じる一切の損害につ



き、当社は一切責任を負わないものとします。 

7-3 内容の変更等 

本サイトに掲載されている情報、ファイル名等は、予告なく変更、修正、削除等されることがありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

7-4 責任の制限 

本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用に際して、ご利用者様が蒙った損害について当社が責任を負う場合であっても、故

意または重過失がない限り当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。 

 

□8（不可抗力） 

当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス、天変地異、その他当社の責によらない事由により被害が生じた

場合には、一切責任を負わないものとします。 

 

□9（情報の利用について） 

当社はご利用者様からいただいたご意見やお問い合わせ内容、本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用・ご参加に関する履

歴データをもとに、個人を特定できない形式による統計データを作成し、当該データを使用することがあります。 

 

□10（紛争等） 

10-1 準拠法、裁判管轄 

本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用・ご参加ならびに本規約の解釈及び適用は、日本国法に準拠するものとします。ま

た、本サイトおよびアントレ主催イベントのご利用・ご参加に関わる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意

管轄裁判所とします。 

10-2 当社の対応 

ご利用者様が、本規約や当社の本サイト運営の趣旨に反して本サイトをご利用された場合等において、当社は、必要な法的措置と

併せて、利用停止その他の当社が必要と認める対処をすることができます。 

 

□11（本規約について） 

11-1 有効性 

本規約のうちの一部が法律違反、無効、または何らかの理由で有効でないとみなされた場合でも、本規約のその他の部分は継続し

て完全に効力を有するものとします。 

11-2 変更等 

当社は本規約を当社の都合により、変更、追加、削除等することがありますので、常に最新の条件をご確認ください。変更後に本

サイトおよびアントレ主催イベントをご利用・ご参加された場合、その変更に同意されたものとみなします。 

11-3 リンク先サイト 

本サイトにリンクが掲載されたWebサイトのご利用に際しては、運営者が当社であるか否かに関わらず、当該サイトごとに定めら

れている規約等に従うことになりますので、ご注意ください。 

 

□12（お問い合わせ） 

本規約に関するお問い合わせは、こちらからお問い合わせください。 

 

□13（Cookie（クッキー）について） 

当社は、ご利用者様にとって便利な機能を提供したり、閲覧状況の統計的な情報収集を行うことによって、より使いやすいウェブ

サイトを実現することを目的に、一部のページにおきまして、Cookieという技術を利用しています。 Cookieに保存された情報

を、ご利用者様のご希望により、ご利用者様の入力補助のために使用することはございますが、Cookieを前述以外の目的で個人情

報と関連付けて利用することはありません。 なお、Cookieに保存されている情報のみでは、ご利用者様個人を特定することはで

きません。 ご利用者様ご自身でブラウザの設定を変更することにより、Cookieの受け取りを拒否したり、受け取ったときに警告

を表示させることができますが、拒否された場合には、当社本サイトの一部サービスがご利用できなくなることがありますのであ

らかじめご了承ください。 

 



（附則） 

2019年4月1日 

株式会社アントレ 

 

 

■プライバシーポリシー 

 

○個人情報保護方針 

当社は、働く個人と企業の成長を支える社会性の高い事業を行なっています。そのため、当社では個人情報保護を事業運営上の重

要事項と位置付け、個人情報保護体制を維持・向上させるよう努めています。 

 

◆個人情報の取扱いに関する基本原則 

 

□適正な取得 

個人情報はその利用目的をできる限り特定し、原則として本人の同意を得た上で、適法かつ公正な方法で取得します。 

□目的外利用の禁止 

個人情報は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用しないこととし、そのために必要な措置を講じます。 

□第三者提供 

個人情報は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しません。 

□安全性の確保 

個人情報の管理にあたっては、漏えい、滅失またはき損の防止などの安全管理のために、適切な予防および是正措置を講じるよう

に努めます。 

□透明性の確保 

個人情報の取得・利用・提供の各場面において、その情報を提供した本人が適切に関与できるように努め、可能な限り正確かつ最

新の内容に保つよう努力します。 

□苦情・相談への対応 

個人情報に関する苦情および相談に対応する窓口を設けて、誠実かつ迅速な対応を行います。 

□法令遵守 

個人情報保護に関する法令などを遵守し、また個人情報保護に関する社内規程を定め、確実に運用されるように継続的な見直しを

行います。 

 

株式会社アントレ 

代表取締役社長 菊池 保人 

 

（附則） 

2019年4月1日制定 

 

 

○個人情報の取扱いについて 

株式会社アントレ（以下「当社」といいます）は、「アントレ」（以下「本サービス」といいます）をご利用になる方（以下「ユ

ーザー」といいます）のプライバシーを尊重し、ユーザーの個人情報（以下の定義に従います）の管理に細心の注意を払い、これ

を取扱うものとします。 

 

□個人情報 

個人情報とは、ユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名その他

の記述等により当該ユーザーを識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照

合することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。 

 



□個人情報の利用目的 

当社は、本サービスの提供にあたり、以下に定める目的の範囲内で個人情報を取得し、適切に利用します。 

A.ユーザーの個人認証及びユーザー向け本サービスの提供 

B.本サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付 

C.当社からの各種連絡・メールマガジン・ＤＭ・お知らせ等の配信・送付 

D.ユーザーの承諾・申込みに基づく、本サービス利用企業・提携企業・団体等（以下「利用企業等」といいます）への個人情報の

提供 

E.ウェブサイトその他各種媒体等に掲載するための情報の加工、統計および分析 

F.本サービスの改善・新規サービスの開発およびマーケティング 

G.キャンペーン・アンケート・モニター・取材等の実施 

H.本サービスに関するご意見、お問い合わせ、クチコミ投稿内容の確認・回答 

I.属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等に基づく広告・コンテンツ等の配信・表示、本サービスの提供 

 

□個人情報提供の任意性 

本サービスが提供を求めるすべての項目にお答えいただく必要はありませんが、必要となる情報が不足している場合には、本サー

ビスを提供できない場合があります。 

 

□個人情報の第三者への提供 

当社は、原則として、ユーザー本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。提供先・提供情報内容を特定したうえで、

ユーザーの同意を得た場合に限り提供します。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、ユーザーの同意なく個人情報

を提供することがあります。 

 

A.ユーザーが第三者に不利益を及ぼすと判断した場合 

B.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、ユーザー本人の承諾を得ることが困難で

ある場合 

C.国の機関若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、ユーザー本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

D.裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合 

E.ユーザー本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合 

F.法令により開示または提供が許容されている場合 

G.合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合であって、承継前の利用目的の範囲で取り扱われる場合 

 

□第三者提供に関する免責事項 

以下の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、当社は何らの責任を負いません。 

A.ユーザー自らが本サービスの機能または別の手段を用いて利用企業等に個人情報を明らかにする場合（なお、利用企業等におけ

る個人情報の取扱いについては、各利用企業に直接お問合せください） 

B.本サービスに入力した情報により、期せずして本人が特定できてしまった場合 

C.本サービスからリンクされる外部サイトにおいて、ユーザーより個人情報が提供され、またそれが利用された場合 

D.ユーザー本人以外がユーザー個人を識別できる情報（ID・パスワード等）を入手した場合 

 

□個人情報処理の外部委託 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。当該委託先に個人情報の開示を行う場合には、十

分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で開示します。 

 

□統計処理されたデータの利用 

当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがあります。個人を特定で

きない統計データについては、当社は何ら制限なく利用することができるものとします。 

 



□個人情報の開示、訂正、利用停止等 

「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、ならびに利用停止、消去、または第三者への

提供の停止（以下「個人情報の開示等」といいます）の依頼を受けた場合は、当社の社内規程に従って速やかに対応します。ただ

し、業務の記録や以下の場合については個人情報の開示等の依頼にお応えできないことがあります。 

A.利用者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 

B.当社の業務に支障を及ぼすおそれがある場合 

C.他の法令に違反することとなる場合、また、当該個人情報の変更等に多額の費用を要する場合､その他、個人情報の変更等を行

うことが困難な場合であって、利用者の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、個人情報の変更等

に応じないことがあります。 

 

□適正管理 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、ご提供いただいた個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めるととも

に、個人情報への不正なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において必要

な安全対策を継続的に講じるよう努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報の内容が正確かつ最新であることについては、利

用者が責任を負うものとします。 

また、アントレは、個人情報の安全管理が図られるよう、従業員に対する必要かつ適切な教育および管理を行います。なお、個人

情報はサービスを終了した後も法令等の定めに従い一定期間保管します。保管期間が経過した個人情報は速やかに消去します。 

 

□機微な個人情報の取得制限 

当社は、次に示す内容を含む個人情報の取得は原則として行いません。ただし、ユーザーが自ら提供した場合は、この限りではあ

りません。 

A.思想、信条及び宗教に関する事項 

B.人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事

項 

C.勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項 

D.集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他政治的権利の行使に関する事項 

E.保健医療及び性生活 

 

□本人確認について 

当社は、個人情報の開示等の求めに応じる場合など、個人を識別できる情報（氏名､住所､電話番号､生年月日､メールアドレス､会

員番号､パスワードなど）により、本人であることを確認します。ただし、本人以外が個人を識別できる情報を入手し使用した場

合、当社は責任を負いません。 

 

□属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等の取得及び利用について 

・属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等（以下「行動履歴等」といいます）のうちCookie等について 

当社は、ユーザーのプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信および統計データの取得のため、Cookieを使用します。ま

た、CookieやJavaScript等の技術を利用して、ご提供いただいた情報のうち、年齢や性別、職業、居住地域など個人が特定できな

い属性情報（組み合わせることによっても個人が特定できないものに限られます）や端末情報、本サービスサイト内におけるユー

ザーの行動履歴（アクセスしたURL、コンテンツ、参照順等）およびスマートフォン等利用時の、ユーザーの承諾・申込みに基づ

く位置情報を取得することがあります。ただし、Cookie及び行動履歴等には個人情報は一切含まれません。また、本サービスで

は、ユーザーに適切な広告を配信するために行動ターゲティング広告サービスを利用しています。行動ターゲティング広告サービ

スを無効にしたい場合は、以下のオプトアウトページにアクセスし、手順に従ってください。 

（携帯電話からアクセスしている場合はオプトアウト機能が利用できないことがあります） 

オプトアウトページはこちら（https://entrenet.jp/others/privacy/kiyaku/kiyaku.htm） 

 

・行動履歴等のうち以下の場合のアクセスログ等について 

当社はユーザーがログインして本サービスを利用した場合には、個人を特定したうえで、当該ログイン以前からの行動履歴等を用

いて、広告・コンテンツ等の配信・表示および本サービスの提供をする場合があります。こちらの広告等の配信停止については、



下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください。 

 

□個人情報管理責任者  

株式会社アントレ 個人情報保護管理責任者 

お問い合わせ先はこちら（https://entrenet.jp/others/inquiry/index.html） 

 

□プライバシーポリシーの変更 

当社は、法令等の定めがある場合を除き、プライバシーポリシーを随時変更することができるものとします。変更後の内容は、当

社のウェブページにおいて掲載するものとし、掲載後１ヵ月経過した時点で本サービスを継続して利用しているユーザーは、変更

後の本プライバシーポリシーの内容に同意したものとみなします。 


