locus 利用規約（企業）
◆第 1 条（locus）
「locus」
（以下「本サービス」といいます）とは、株式会社マイナビ（以下「当社」といい
ます）が提供するインターネット上の進路・学習支援情報関連サービス、および当該サービ
スの諸機能（各種管理システム、サポートサービス、操作マニュアル等）の総称をいいます。
◆第 2 条（参画者）
1. 参画者とは、本サービスの利用にかかる申込みを行い、当社がこれを承諾した企業・団
体・個人事業主等をいいます。
2. 当社は、参画者からの本サービスの利用にかかる申込みに際し、広告掲載審査（参画者
審査および掲載情報・内容審査）を実施するものとします。
3. 当社は、本規約に基づいて本サービスを提供し、参画者は、本サービスの利用の申込み
を行った時点で、本規約の内容を承諾したものとみなされます。
4. 本規約は、参画者が本サービスを利用する際の一切の行為に適用されます。
◆第 3 条（利用期間）
1. 参画者が本サービスを利用できる期間は、当社が参画者の申込みに基づき審査のうえ承
認した期間（以下「利用期間」といいます）とします。
2. 運用上あるいは技術上等の理由で、本サービスの一時的な中断が必要だと当社が判断し
た場合、当社は、参画者に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断する
ことがあります。
3. 当社は、2 週間の予告期間をもって参画者に通知のうえ、本サービスの提供を長期的に
中断または終了することができるものとします。
◆第 4 条（ログインＩＤおよびパスワードの管理）
1. 参画者は、当社が発行した本サービスのログインＩＤおよびパスワード（以下「ログイ
ンＩＤ等」といいます）について、厳重な管理を行うものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ログインＩＤ等を第三者が使用し
たことにより参画者および第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとし
ます。
3. 参画者は、本サービスを業務委託先に使用させる場合、本規約を当該業務委託先にも遵
守させなければならず、それについて自ら一切の責任を負うものとします。また、当社は、
当該業務委託先による事故等について、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切の
責任を負わないものとします。なお、参画者は、本サービスを業務委託先に使用させる場合、
当該事実を事前に当社まで届け出るものとします。

◆第 5 条（情報掲載・情報発信）
1. 参画者は、本サービスに登録・掲載する情報を、別途定める『locus 情報掲載規程』に従
い掲載するものとします。
2. 当社は、登録・掲載内容に不適切な情報（本規約および『locus 情報掲載規程』に反する
情報、インターネット上で使用できない機種依存文字や半角カナ文字・HTML タグ・差別
表現が含まれる情報等）が含まれている場合、参画者の承諾を得ることなく、登録・掲載の
停止または該当箇所への修正・削除等を行えるものとします。
3. 参画者は、本サービスの閲覧者・応募者・質問者等（以下「ユーザー」といいます）から
フィールドスタディに関する申込み・質問等があった場合、受付後速やかに対応するよう努
めるものとします。
4. 参画者は、本サービスの利用を終了した場合であっても、申込みを受け付けたフィール
ドスタディについて、必要な対応を行うものとします。
5. 参画者は、当社が特別に認めた場合を除き、本サービスに関する内容以外の情報を表示・
発信することはできないものとします。
6. 当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、参画者が本サービスを通じて表
示・発信した内容に関連して参画者とユーザーを含む第三者との間で生じたいかなる紛争・
損害について、一切関与せず、免責されるものとします。
◆第 6 条（本サービスで取得する情報および機密情報）
1. 参画者は、本サービスで取得するユーザー情報（以下「ユーザー情報」といいます）を、
フィールドスタディの実施のみに利用するものとし、それ以外の目的（営利目的であるか否
かを問いません）での利用はできないものとします。
2. 参画者は、ユーザー情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、ユーザーの同
意を得た場合を除き、第三者に開示または提供しないものとします。
3. 参画者は、本条第 1 項の目的が終了した時点で、参画者の責任において、ユーザー情報
を完全に廃棄・削除するものとします。
4. 参画者は、ユーザー情報に関連して、ユーザーを含む第三者との間で紛争・損害が生じ
た場合、自己の費用と責任においてこれを処理するものとし、当社は、一切の責任を負わな
いものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、当社は、当社が第８条に定める義務に違反し、当社の故意ま
たは重大な過失によりユーザーに損害を与えた場合、当該ユーザーに対して責任を負うも
のとし、参画者が当該ユーザーからの請求に応じて損害賠償を行った場合には、当該賠償相
当額を参画者に対して支払うものとします。ただし、参画者がユーザーから損害に関する連
絡を受けた時点で、ただちに当社に対してこれを通知しなかった場合、または紛争解決の機
会を当社に対して与えなかった場合には、この限りではありません。

6. 参画者は、本サービスで取得した各種情報の取り扱いを業務委託先に委託する場合、本
規約を当該委託先にも遵守させなければならず、それについて自ら一切の責任を負うもの
とします。また、当社は、当該業務委託先に関わる事故等について、当社の責に帰すべき事
由による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
7. 参画者は、本サービスの利用を通じてのみ知りうる情報（本サービスサイトの画面構成、
仕組み、ノウハウ、デザイン、プログラムソース等）を、第三者に開示もしくは漏洩、また
は自己のために利用してはならないものとします。
◆第 7 条（参画者の個人情報）
1. 当社は、参画者内の本サービス利用に関する窓口等のご担当者（以下単に「ご担当者」
といいます）のプライバシーを尊重し、ご担当者の個人情報の管理には細心の注意を払い、
これを取り扱うものとします。
2. 参画者は、当社が参画者に対して本サービスの提供、メンテナンス等の緊急連絡、また
は当社の提供するその他商品・サービスの案内を行う目的で、ご担当者の氏名、電話番号、
メールアドレス等の個人情報を本サービスに登録することを承諾するものとします。
3. 当社は、ユーザーから参画者に対して申込みのあったフィールドスタディや学習コンテ
ンツを提供する目的で、ユーザーに対してご担当者の個人情報を提供できるものとします。
4. 当社は、前二項の目的以外の用途で、本サービスに登録されたご担当者の個人情報を利
用しないものとします。
5. 参画者の個人情報は、以下の者が責任をもって管理するものとします。
個人情報保護管理者（代理人）
未来応援事業本部 高校支援統括本部 高校企画運営部長
※当社の個人情報保護方針は、以下のＵＲＬをご参照ください。
https://www.mynavi.jp/privacy/
◆第 8 条（情報の取り扱いと統計情報の利用）
1. 当社は、当社の広報活動・活動報告に利用するために、参画者の情報、フィールドスタ
ディの内容、当社が参画者に対して実施したアンケート調査およびモニター募集等の結果
を、ご担当者の個人情報を含まない形式で一般に開示することがあり、参画者はこれに同意
するものとします。また、当社は、参画者およびユーザーに関する情報を抽出・集計して統
計情報を作成し、当該統計情報については一切制約なく利用することができるものとしま
す。なお、この場合の統計情報の著作権は、当社に帰属するものとします。
2. 当社は、個人情報の取り扱いに関する管理責任者を選定し、個人情報を取り扱うことが
業務遂行上必要な従業者（当社との雇用関係の有無を問いません）に限り、個人情報を取り
扱わせるものとします。
3. 当社は、業務上必要な範囲内において、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を第

三者に委託することができるものとします。ただし、その場合、当社は、本条における当社
の義務と同等の義務を当該委託先にも負わせるものとします。
4. 当社は、参画者から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、個人情報の
秘匿性を害することがない方法および内容で、参画者に対して当該報告を行うものとしま
す。
◆第 9 条（サービス料金等）
1. 本サービスは、すべて無償で提供されるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスの利用に際して生じるインターネット回線料金、
プロバイダ費用、環境設定に関する諸費用、その他本サービスを利用するユーザーとの対応
によって発生する費用等は、すべて参画者の負担とします。
◆第 10 条（免責事項）
1. 参画者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、当社の責に帰す
べき事由による場合を除き、本サービスの利用（これに伴う当社または第三者の情報提供行
為等を含みます）により参画者に生じたコンピュータシステムへの損害やデータの損失等
を含むいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社の責によらない事由により参画者に被害が生じた場合、当該被害による損
失について、一切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、本規約に定めるサービスの中断ま
たは終了により、参画者における本サービスへの情報の反映に遅れが生じた場合であって
も、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本サービスにおける各種データが消失・変更されないことを保証しません。当
社は、想定しうる範囲内においてバックアップを取る等、可能な限りの対策を施しますが、
必要なデータは参画者が自己の責任において保存するものとします。
5. 参画者は、本サービス上に公開したすべての情報がインターネットに接続できるすべて
のユーザーが閲覧し得るものと認識し、当該情報に関して生じた問題について、自己の費用
と責任において処理するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、参画者が本規約に違反しまたは不適切な行為をしたことにより参画者に生じた
いかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
7. 本サービスにおいて第三者から提供される情報（フィールドスタディの申込み等により
提供される情報その他の情報）は、当該第三者の責任において提供されるものであり、当社
は、その内容の正確性、最新性、有用性、適合性等について保証しません。
8. 参画者は、機能・サービス向上や安定的なシステム運用等の目的として、参画者への事
前の通知なく本サービスのインターフェイスを変更することがあること、およびこれによ
り変更後のインターフェイスと操作マニュアル内の表記が異なる事態が生じる可能性があ

ることを承諾するものとします。
◆第 11 条（禁止行為）
参画者は、次の各号のいずれかに該当する行為またはそれらに該当するおそれのある行為
を行わないものとします。
(１) ログインＩＤ等を第三者に開示または漏洩する行為。
(２) 当社の事前の承諾なく、本サービスを第三者に利用させるまたは開示する行為。
(３) 本サービスに関する情報、画面コピー等を第三者に開示または漏洩する行為。
(４) 本サービスを通じて入手した情報を、本サービスの利用以外の目的で使用する行為。
(５) 他の参画者、第三者または当社の、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等
の知的財産権を侵害する行為。
(６) 他の参画者、第三者または当社の、財産、プライバシー、名誉等の権利を侵害する行
為。
(７) 他の参画者、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
(８) 他の参画者、第三者または当社に不利益を与える行為。
(９) 虚偽の情報を当社に告知する行為。
(10) 公序良俗に反する行為。
(11) 各種法令に反する行為。
(12) 当社の定める各規定に反する内容を当社に告知する行為。
(13) 商業目的であるか否かを問わず、学生募集活動以外の目的で情報発信を行う行為。
(14) ユーザーに対する信用失墜行為。
(15) 自己の学生募集活動以外の目的でユーザーの情報を利用する行為。
(16) 本人の同意なくユーザーの情報を第三者に開示または漏洩する行為。
(17) 本サービスの運営を妨げ、または当社の信用を毀損するような行為。
(18) 進路・学習支援情報関連サービス以外の情報を、当社に無断で登録または発信する行
為。
(19) 当社による前各号の事実調査を阻害する行為（調査に非協力的な行為を含みます）。
(20) その他、本サービス運営上、不適切であると当社が判断する行為。
◆第 12 条（サービスの停止・契約解除等）
1. 当社は、参画者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用期間内であっても、参画者
に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止させ、または本サービス提供にかかる
契約を解除することができます。
(1) 参画者が本規約に違反した場合。
(2) 営業譲渡、破産、民事再生、会社更生、差押え、支払不能等、参画者の経営環境または
信用状況に大きな変化が生じた場合。

(3) ユーザーを含む第三者から当社に対して、参画者に関する苦情・問い合わせがあり、本
サービスの参画者として不適切であると当社が判断した場合。
(4) 参画者が行政処分、刑事告発、家宅捜査等を受け、または参画者に社会的問題が生じる
等、本サービスの参画者として不適切であると当社が判断した場合。
(5) その他、参画者として不適切であると当社が判断した場合。
2. 参画者は、火災、停電、天災地変、戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議、伝染病等、その
他の不可抗力に起因する場合を除き、ユーザーの予約が開始したフィールドスタディを中
止することはできないものとします。
◆第 13 条（知的財産権）
参画者が提供した写真や文章等を除き、本サービスに含まれるすべてのコンテンツの知的
財産権は当社に帰属するものであり、参画者は、当該コンテンツを当社に無断で使用（転載、
複製、公開等を含みます。以下本条において同じ）することはできません。参画者は、当該
コンテンツを本サービス以外の目的で使用することを希望される場合、事前に当社の承諾
を得なければなりません。
◆第 14 条（第三者に対する責任）
参画者は、本サービスの利用によりユーザーを含む第三者との間で生じた紛争・損害を自己
の責任において処理するものとし、当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一
切の責任を負わず、介入しないものとします。
◆第 15 条（損害賠償）
参画者が本規約に違反し、故意または過失により当社に対して損害を与えた場合、参画者は、
当社に対して、直接・間接を問わず一切の損害について賠償義務を負うものとします。
◆第 16 条（分離条項）
本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項
は引き続き効力を有するものとします。
◆第 17 条（規約の変更）
1. 当社は、次の各号に定める場合、当社の裁量により、本規約を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、参画者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本サービスにかかる契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更
後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると
き。
2. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の１ヶ月前までに、

本規約を変更する旨および変更後の規約の内容とその効力発生日を本サービスサイト上に
掲示することにより、参画者に対し通知するものとします。
◆第 18 条（合意管轄）
本規約は日本法を準拠法とし、本規約に関わ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。
◆第 19 条（協議解決）
本規約の解釈等に疑義が生じ、または本規約に規定されていない事項について争いが生じ
た場合は、当社と参画者は、信義に基づき誠実に協議のうえ円満に解決するよう努力するも
のとします。
◆付則
本規約は 2020 年 4 月 1 日より実施します。
改定：2022 年 1 月 12 日
お問い合わせ先：locus 運営事務局 locus-info@mynavi.jp
■個人情報の取り扱いについて（locus／企業）
株式会社マイナビ（以下「当社」といいます）は、locus（以下「本サービス」といいます）
をご利用になる企業ご担当者（以下「参画者」といいます）のプライバシーを尊重し、参画
者の個人情報（以下の定義に従います）の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱い
ます。
◆当社における個人情報の取り扱い
当社における個人情報の取り扱いは、個人情報保護方針に基づいて行われます。
◆個人情報
個人情報とは、参画者個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、電話番号その
他の記述等により個人を識別することができるもの、および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、それにより結果的に個人を識別するこ
とができるもの、ならびに参画者に関する個人識別符号が含まれるものをいうものとしま
す。
◆個人情報の利用目的
個人情報の利用目的は次のとおりです。当社は、参画者の事前の同意を得ず、利用目的の範
囲を超えて個人情報を利用することはありません。個人情報の利用停止については、参画者

の申し出に基づき適切に対処します。
(1) 参画者の個人認証、参画者に対する本サービスの提供。
(2) 参画者からの承諾・申込み（アカウント登録、フィールドスタディ情報の登録等）に基
づく、本サービスを利用する学校の教員・生徒等（以下「ユーザー」といいます）への個人
情報・属性情報の提供。
(3) 属性情報等の行動履歴に基づく広告・コンテンツ等の表示や配信・情報提供。
(4) 当社が提供するサービスの改善・新規サービスの開発およびマーケティング。
(5) 利用規約等で禁じている、虚偽情報登録、各種多重申込み等の調査、およびそれに基づ
く当該申込内容の確認。
(6) 本サービスに関するご意見、お問い合わせ等の確認と回答。
◆個人情報を提供しなかった場合に生じる結果について
本サービスの実施において、それぞれ必要となる項目を入力いただけない場合には、各種サ
ービスを受けられないことがあります。
◆個人情報の第三者への提供
当社は、参画者の個人情報について、利用目的に定める場合を除き、原則として第三者に提
供することはせず、参画者の同意を得た場合に限り提供します。ただし、次の場合には、関
係法令に反しない範囲で、参画者の同意なく参画者の個人情報を提供することがあります。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、参画者の同意を得
ることが困難である場合。
(3) 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、
参画者の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関も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あって、参画者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場合。
(5) 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター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提供を求められた場合。
(6) 参画者本人から明示的に第三者への提供を求められた場合。
◆第三者の範囲
次の場合に個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
(1) 当社が利用目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を取り扱う業務の全
部または一部を委託する場合。
(2) 当社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。

◆要配慮個人情報
当社は、次に示す要配慮個人情報の取得は原則として行いません。やむを得ない事由により
取得を行う場合には、参画者の事前の同意を得るものとします。
・参画者の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪の被害にあった事実、その他
参画者に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮
を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報。
◆免責
次の場合は、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。
(1) 参画者が本サービスの機能または別の手段を用いて特定の者に個人情報を明らかにす
る場合。
(2) 参画者の活動情報、または参画者が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。
(3) 本サービスからリンクされる外部サイトにおいて、参画者が個人情報を提供し、またそ
れが利用された場合。
(4) 参画者以外の第三者が個人を識別できる情報（ＩＤ・パスワード等）を入手した場合。
◆参画者における個人情報の管理
参画者の同意に基づいてユーザーに提供された個人情報は、ユーザーにおける個人情報の
取り扱いに関する定めに則って管理されます。
◆外部委託
当社は、個人情報を取り扱う業務の全部または一部を外部に委託する場合があります。委託
を行う場合には、充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、個人情報保護に関する契約を結んだうえで行います。また、当該委託先における管理に
ついては必要かつ適切な監督を行います。
◆統計データの利用
当社は、提供された個人情報を抽出・集計して統計データを作成することがあり、当該統計
データについては、当社は何ら制約なく自由に利用できるものとします。なお、この場合の
統計データに関する著作権は当社に帰属するものとします。
◆「個人情報の取り扱いについて（locus／企業）
」の変更
当社は、
「個人情報の取り扱いについて（locus／企業）
」を継続的に見直し、その改善に努め
ます。その際、参画者に予告なく内容を変更することがあります。ただし、利用目的を変更

する場合には、参画者の同意を得るものとします。
◆個人情報の変更等
参画者は、本サービスにおいて登録した個人情報について、いつでも変更、追加または削除
することができます。
◆本人確認
当社は、個人情報の提供・変更等または利用停止（登録抹消）の求めがあった場合、個人を
特定できる情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス、パスワード等）により、参画者
本人であることを確認します。本人以外が個人を識別できる情報（ＩＤ・パスワード等）を
使用した場合、当社は責任を負わないものとします。
◆お問い合わせ
参画者の個人情報に関するお問い合わせについては、お問い合わせの内容に応じて、次のと
おり対応します。
(1) 本サービスに入力された内容の確認等
本サービスのログインページからＩＤ・パスワードでログインし、「アカウント詳細」でご
確認ください。内容の修正も行うことができます。
(2) ユーザーに開示した個人情報についてのお問い合わせ
参画者がユーザーに開示した情報は、当該ユーザーが直接管理することになります。この場
合の内容の修正・削除等については、直接当該ユーザーにお問い合わせください。
(3) その他のお問い合わせ
そ の 他 の 個 人 情 報 に 関 す る お 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 locus 運 営 事 務 局 ＜ locusinfo@mynavi.jp＞宛にメールにてご連絡ください。5 営業日を目途として、手続き等につい
てお知らせします。
◆locus 運営事務局
E-mail: locus-info@mynavi.jp
受付時間／月～金曜日（祝日・年末年始を除く）9:00～18:00
◆個人情報保護管理者（代理人）
株式会社マイナビ
未来応援事業本部 高校支援統括本部 高校企画運営部長
E-mail: locus-info@mynavi.jp
※株式会社マイナビはプライバシーマーク付与事業者です〈10821880〉
※暗号化通信機能について

Click to Verify - This site has chosen an SSL Certificate to improve Web site security
本サービスでは、デジタル ID を利用した暗号化通信機能（SSL）を利用しています。この
機能を利用することにより、参画者のプライバシーを損なうことなく、参画者の情報を受け
取ることが可能となります。
■インフォマティブデータの取り扱いについて
「locus」
（以下、
「本サービス」といいます）では、当社の定める「インフォマティブデータ
の取扱方針（https://www.mynavi.jp/privacy/） 」に従い、利用者のインフォマティブデー
タを取得し、サービス向上に向けた分析などに利用します。
◆本サービスにおけるインフォマティブデータの利用目的、第三者への提供
本サービスでは、次の目的のためインフォマティブデータを利用します。
・商品・サービスの開発および改善
・マーケティング調査および分析
・利用者へのサービス提案
・広告・コンテンツの配信および提供
・セキュリティ確保（ログインが必要なサービスで、パスワードの変更を促す等）
本サービスでは、インフォマティブデータ取得・利用のために、次の事業者の提供する第三
者サービスを利用しております。なお、取得したインフォマティブデータはこれらの事業者
が定める目的の範囲内で利用される場合があります。
事業者名
グーグル合同会社
株式会社Ｊストリーム
◆オプトアウト
利用者は、次のいずれかの方法により、本サービスが取得したインフォマティブデータをリ
セット（オプトアウト）することができます。
◆Cookie のリセット
ブラウザの Cookie を削除または拒否することにより、それまで当社が取得したインフォマ
ティブデータとの関連付けが削除され、インフォマティブデータがリセットされます。
Cookie を削除した後、本サービスを利用する場合、再びインフォマティブデータの取得が
開始されることになります。
なお、Cookie を削除または拒否を行った場合、全部または一部のサービスを受けられなく
なるなど、本サービスを利用するにあたり、制約を受ける場合があります。

◆スマートフォン上の広告識別子のリセット
スマートフォン上の広告識別子を、次の OS 提供会社のウェブサイトの指示に従いリセット
することにより、それまで端末上で取得したインフォマティブデータとの関連付けが削除
され、インフォマティブデータがリセットされます。
なお、広告識別子を削除した後、本サービス利用する場合、再びインフォマティブデータの
取得が開始されることになります。
OS 提供会社

ウェブサイト

Apple Inc.

https://support.apple.com/ja-jp/HT202074

グーグル合同会社

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=ja

◆ウェブサイトでのオプトアウトについて
利用者は、第三者サービスによるインフォマティブデータの利用についてオプトアウトを
希望する場合、各事業者が提供する第三者サービスのウェブサイトの指示に従い、オプトア
ウトを行ってください。
事業者名

ウェブサイト

グーグル合同会社

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.google.com/ads/preferences/

株式会社Ｊストリーム
◆付則
2020 年 4 月 1 日 施行
改定：2022 年 1 月 12 日
お問い合わせ先：locus 運営事務局 locus-info@mynavi.jp

