www.loewecraftprize.comのご利用条件
本ウェブサイトhttp://www.loewecraftprize.comは、
ロエベ
（本社住所：calle Goya 4, 28001, Madrid, Spain、
税務番号A-28003861）
及びロエベ財団
（スペイン文化省の特別登録の民間文化財
団、
税務番号G-78772266、
本社住所：c/ Goya, 4. 28001, Madrid, Spain）
（以下総称として
「ロエ
ベ」
という）
が所有し、
管理しています。
2002年7月11日付けの情報社会サービス及び電子商取引に関する法第34号に基づき、
利用者から
のロエベに対する申立、
要望、
苦情は、
ロエベ
（住所：c/ Goya, 4, 28001, Madrid, Spain）
又はcraftprize@loewe.esにて受け付けております。
ウェブサイトの知的財産権
ウェブサイト及びウェブサイト上のすべての素材、
要素、
コンテンツ
（図、
登録済み又は未登録のデザ
イン、
イラスト、写真、
サントラ、文書、
ロゴ、
コンピューターコード、
グラフィックス、特許権、商標権を
含む）
、
並びに、
ウェブサイトの外観、
雰囲気、
デザインは、
すべてロエベの独占的財産です。
本文に明
記されている場合を除き、
ウェブサイトに含まれる素材、
要素又はコンテンツの利用者による全部若
しくは一部の複製、
複写、
いかなる手段による改変、
修正、
加工、
配布、
公布、
送信、
これを基に何らか
の著作物を作成すること、
その修正、
販売は禁止されています。
登録の有無にかかわらず、www.loewecraftprize.comのウェブサイトに記載された
「LOEWE」
の商標、4つの「L」
で構成されたロゴ及びその他のロエベに関するすべてのブランドとロゴ、並び
に、
loewe.com及びwww.blogfundacionloewe.esというドメイン名は、
現在及び未来にわたってロ
エベの独占的財産です。
書面によるロエベの明示的な事前承諾なく、
いかなる目的であってもこれら
登録済み又は未登録商標を複製、
複写、
配布、
送信、
改変、
使用することを禁止します。
利用者は、
ウェブサイト上の著作権、
商標権その他の所有権に関する通知及び記載内容を削除して
はなりません。
本ご利用条件の下、
ロエベは利用者に対し、
当該ウェブサイト及び記載内容を個人的
な非商用目的で使用する場合に限り、
取消し可能、
再許諾不可、
譲渡不可な権利を許諾します。
特定のコンテンツに適用される個別の権利にかかわらず、
プログラミング、構造、組織、
カタログ化、
インデックス化、
表現方法、
デザインを含むウェブサイト全体の内容は、
ロエベの排他的財産であり、
知的財産権に関する国際的な法規制と条約の保護対象となるデータベースです。別途記載がない
限り、
これを複製、
配布、
公表、
変換することは固く禁じられています。
loewecraftprize.comウェブサイト上の第三者のコンテンツ
（文書、
イメージ、
アニメーション、
マルチメ
ディアファイル、
番組やアプリ、
ブランド、
商品名や特許を含むがこれに限らない）
は、
当該第三者であ
る会社、
組織、
個人の排他的財産です。
当ウェブサイトにおける第三者のコンテンツの利用には、
当該
商品及びサービス、
並びに、
それらやその会社に関する言及が含まれますがこれに限られません。
この
ようなコンテンツの利用は知的財産及び工業財産に関する法律に基づく権利です。
当該コンテンツの
ダウンロードや使用に関しては、
著作権保有者によるルールや条件に従わなければなりません。
利用者は以下の条件に従って、
ウェブサイトのコンテンツを閲覧し、再生し、印刷し、
ダウンロードす
ることができます。

— コンテンツの利用は、
ウェブサイトの目的に沿ったものでなければなりません。
コンテンツの利用
により、
ロエベ、
その顧客や仕入先はそれらの商品やサービスのイメージを損なってはなりませ
ん。
— コンテンツの利用は、商用以外の個人的な目的に限るものとします。商業的、販売促進目的での
利用や開発は一般的に固く禁じられています。
— 利用者は、
ロエベ
（又は第三者であるコンテンツの知的財産権者）
の知的財産権や工業財産権を
尊重しなければなりません。
これらの条件に従わない場合には、
違法行為と判断され、
法律により民事又は刑事責任を追及され
る可能性があります。
準拠法及び管轄
本ご利用条件は、
抵触法の規定にかかわらず、
スペイン法に準拠します。
当ウェブサイトは、
スペイン法で規制され、
スペイン法の保護を受けるものとします。
特に、
当ウェブサ
イトは2002年7月11日付けの情報社会サービス及び電子商取引に関する法第34号（その後2007
年12月28日付けの法第56号により修正）及び2014年5月9日付けの法第9号の電子通信一般法の
対象となります。
利用者は、
当ウェブサイト上の行為にスペイン法のみが適用されることに同意します。
当ウェブサイト
の利用やウェブサイト上の行為によって発生した手続、訴え、紛争は、
すべてスペイン、
マドリード市
の裁判所及び法廷の管轄に属するものとします。
ロエベは、
自己の裁量で本ご利用条件を変更する権利を有します。条件を変更した場合は、本ペー
ジで公開いたします。
プライバシーポリシー
プライバシーポリシーとは、
ウェブサイト上又はそれを通じて収集、使用、公開される情報に関する
当社の指針を指します。
ウェブサイトの訪問又は、
ウェブサイト上若しくはウェブサイトを通じてのサ
ービスの利用によって、
利用者は、
最新版のプライバシーポリシー条件に同意するものとします。
利用
者がこの条件に同意できない場合には、
ウェブサイトをご利用いただくことはできません。
また、
サー
ビスの更新や拡大に伴い、
プライバシーポリシーが変更される可能性がありますので、
適時このペー
ジをご参照ください。
プライバシーポリシーは、
当ウェブサイトの使用に適用される本ご利用条件を
参照し、
その一部として構成されています。
当プライバシーポリシーは、
ロエベが当ウェブサイト及び利用者とロエベ間のEメールやオンラインフ
ォームその他のオンライン通信手段によるオンライン取引を通じて収集した個人情報（定義に関し
ては以下を参照のこと）
、
並びに、
利用者が当社に提供した個人情報にのみ適用されます。
当社は、
フェイスブックやツイッターなど、
ロエベがコンテンツを投稿したり、
利用者からのフィードバ
ックを求めたりする第三者のサイト上で利用者と通信する可能性があります。
当プライバシーポリシ
ーは、第三者のウェブサイト上でのプライバシーポリシーを網羅するものではありません。第三者の
ウェブサイトに掲載されたプライバシーポリシー及び使用条件は、
利用者の自己責任で参照し、
従う
ものとします。
以下の
「第三者ウェブサイトへのリンク」
も併せてご参照ください。
ロエベは、
13歳以下のお客様の個人情報を、
意図的に収集し利用することはありません。
そのような

情報が提供されたことが明らかになった場合、
ロエベはかかる情報をできる限りすみやかに削除し
ます。
データ保護
1999年個人情報保護に関する基本法第15号に基づき、
ロエベは、利用者に対して、
ロエベ財団が
主催企画する文化活動を告知するため、利用者がロエベに提供した情報がロエベのファイルに保
管されることを通知します。
また、
スペインの個人データ保護局に正式に登録しています。
さらに、
ロ
エベやその他の者がスポンサーとなる商品、
サービス、会社、
イベントのうち、利用者の興味に応じ
て、
Eメールや郵送などの方法で利用者に通知したり、
その他の方法で連絡を行ったりする可能性が
あります。
ロエベ クラフト プライズへの参加者に関しては、
応募要項で特定のデータ保護条項が設けられて
います。
個人情報：ロエベにとって利用者のプライバシーは重要です。
ウェブサイト利用状況に応じて、利用
者に個人情報の提供をお願いする場合がございます。
「個人情報」
には、氏名、
自宅又は会社の住
所、
Eメールアドレス、
電話番号、
公的文書のID番号、
誕生日及び人口統計学的な情報、
利用者個人
の身元の特定が可能な情報又はオンライン若しくはオフラインで利用者個人に連絡することができ
る情報が含まれます。
お客様のご要望に応じる、利用者の個人情報を他の情報と合わせて情報を匿名化又は集合化す
る、
当ウェブサイトやEメールへの興味やその利用に関する利用者態度を個人又は全体レベルで分
析する等、
ロエベは、
当ウェブサイトに提供された個人情報を様々な方法で使用します。
また、
ロエベ
は利用者の個人情報を当社の内部記録として保管し、
内部のマーケティング目的で当社の関連会社
（ロエベグループ内の他の会社を含むがこれに限らない）
と共有する可能性があります。
利用者のデータは機密に取り扱われ、
情報の不正アクセス、
改ざん、
削除を防止するために、
法的に
確立された技術的又は組織的な手段を用いるものとします。
したがって、利用者が特に同意した場
合や法的に義務付けられる場合を除き、利用者の個人情報が第三者に公開されることはありませ
ん。
いずれの場合においても、利用者は、
リーガルノーティスに明記された住所にてロエベに問い合
わせることで、
保管情報を入手し、
取消し、
修正し、
異議を唱える権利を行使することができます。
www.loewecraftprize.com内で利用者アカウントを作成する場合、又はニュースレターを購読す
る場合、
利用者は、
ロエベに対して個人情報を提供するように要求されます。
これらの情報に関する
情報の収集及び利用のポリシーは、本ご利用条件の重要な項目としてウェブサイトのプライバシー
ポリシーにおいて規定され、
本項においても参考として組み込まれています。
利用者は、
「オプション設定に関する利用者の権利」
で規定する指示に従い、
ロエベからの通知を受
領しないよう設定することができます。
第三者からの申し出：ロエベは、
関連会社を含む他の企業が、
ウェブサイトの訪問者に対して、
訪問
者が興味を持ちそうなサービス、商品、提案を提供する機会を設けることができます。利用者が
「オ
プション設定に関する利用者の権利」
に従い、
これらの提案を受けないと選択した場合を除き、
企業
が利用者に提案を送付できるよう、
ロエベは利用者の個人情報を適時これらの企業に提供すること
ができます。
設定を変更したい場合、
また以後、
個人情報の第三者への提供を停止したい場合には、
「オプション設定に関する利用者の権利」
に従い、
オプトアウト
（無効化）
してください。
サービス提供者：ロエベは、第三者である会社を利用して、
当社のウェブサイトを運営し、
当社を代

表して商品やサービスを供給することができます。
ロエベは、
ウェブサイトのため若しくはそれを通
じて又は事業のために商品やサービスを提供する関連会社、
サービス提供者、
その他の第三者
と利用者情報を共有することができます。
このようなサービス提供者には、
ウェブサイトやデータ
ベースのホスティング会社、顧客リストから重複情報を削除、修正する住所録のホスティング会
社、Eメールサービス提供者、分析会社、顧客調査会社、
マーケティング補助者、流通会社、
フルフ
ィルメント会社、及びその他これらの情報を当社に代わって利用する類似のサービス提供者が含
まれます。
その他の情報源からの情報について：マーケティングをより効率的に行い、
当社の記録を訂正、補
足するために、
利用者がロエベに提供する情報と第三者の情報源から得た他の個人特定情報を統
合することができます。
ロエベが第三者の情報源から得たその他の情報とは、
当社の記録を修正し、
又は補足するために使用した最新の配達先住所情報等を指します。
集計の統計：ロエベは、第三者に対して、集計データという形で統計を公開することができます。集
計データには、全体のパターンや人口統計的なレポートのように、
当社のウェブサイトやEメールに
対する興味や利用に関する利用者態度の情報が含まれる可能性があります。
ただし、集計データ
は、
利用者個人を描写したり特定したりするものではありません。
開示の法的義務：裁判所命令や召喚状に応じる場合など、政府機関に義務付けられる場合又は法
律上必要、法律上許可されている場合に、
ロエベは利用者情報を政府機関やその他の第三者に開
示することができます。何者かが当社の権利や財産、
ウェブサイトの他の利用者又は被害を受ける
可能性があるその他の者に危害を加えようとしている、又は、妨害しようとしていると信じるに十分
な理由がある場合、
ロエベは利用者情報を開示することができます。
さらに、
法執行機関による照会
の場合、又は第三者が法律上の権利、知的財産権、
その他の権利を執行する場合、
ロエベはこれに
協力します。
事業譲渡：買収、
合併、
売却、
組織再編成、
統合又は清算の結果、
ロエベが一若しくは複数の第三者
に買収される場合、又はロエベが当社の資産及び運営を売却若しくは譲渡する場合、個人情報は、
譲渡資産の一部として扱われます。
セキュリティ：ロエベは、
当ウェブサイトに提供された個人情報のセキュリティ及び完全性を保護す
るために適切な注意を払いますが、
グローバルかつオープンなコミュニケーションツールであるイン
ターネット固有の性質上、
その情報がインターネットを介して送信される間、又は当社のシステムに
保存されている、若しくは当社に委ねられている期間、
ハッカー等の他人の進入に対し完全に安全
であるとは保証できません。
完全又は頑強なセキュリティ手段は一切存在しません。
利用者は、
安全
性の高いパスワードを選択する、
ウェブサイトによって異なるパスワードを使用する、
最新のウィルス
対策ソフトウェアを使用する等の良識的なセキュリティ手段を使用することにより、
そのリスクを低
減することができます。
ロエベは、
利用者の個人情報保護のため、
物理的、
電子的及び手続的な安全
管理を確立します。当社は、
利用者自身でそのプライバシーを保護することを推奨します。
ロエベは、
利用者がパスワードを他人と共有したり、
電話やEメールでの勧誘で開示したりしないことを推奨し
ます。
しかしながら、
ロエベの努力にもかかわらず、
第三者が不法に送信を傍受し得るリスクは常に存在し
ます。
インターネット利用において、
これを避けることはできません。
ロエベは利用者の送信する情報
のセキュリティを保証できないため、結果として、利用者は自らの責任においてすべての情報を送信
することとなります。
利用者が、
Eメール又は当社ウェブサイト上の
「お問い合わせ」
や同様の機能を通じて、
ロエベに問い
合わせる場合、
その通信は安全でない可能性がございます。送信された情報は、
データ送信中に第
三者に閲覧されるリスクがあります。

ウェブサイトにご登録いただく場合、
利用者は、
自己の責任でアカウントパスワードを厳格に保持し、
利用者若しくはその代理人がアクセス若しくは利用を許可したかどうかにかかわらず、
又は個人若し
くは企業が利用者の従業員若しくは代理人であるかにかかわらず、利用者又は他の個人や企業が
利用者のパスワードを使用して当ウェブサイトにアクセス又は利用することに対し責任を負うものと
します。利用者は、
（a）利用者のパスワード又はアカウントの無断使用、若しくはその他のセキュリテ
ィ違反があった場合、
これを直ちにロエベに通知すること、
（b）各セッションの終了時に利用者アカ
ウントから確実にログアウトすることに同意します。
利用者は責任をもって、
利用者パスワードの流出
及び使用並びに利用者アカウントへのアクセス及び使用を管理し、
当ウェブサイト上の利用者アカウ
ントの解約を望む場合、
これをロエベに通知するものとします。
利用者が本ご利用条件に準拠しなか
ったことに起因する損失又は損害について、
ロエベは、
一切責任を負いません。
送信中又は送信後のエラー又は第三者の不正行為により利用者の情報が開示された場合、
ロエベ
はこれについての責任を負いません。
ロエベは、3カ月ごとに利用者パスワードを変更することを推奨します。利用者が図書館等の公共の
コンピューター又は共有コンピューターを使用する場合は、
利用者アカウント及び当社ウェブサイト
から完全にログアウトし、
コンピューターを離れる前にブラウザーを閉じることを推奨します。
これに
より、
他人による利用者アカウントや個人情報へのアクセスを防止することができます。
当社が保有・管理する利用者の個人情報のセキュリティが万が一侵害された場合、
ロエベはその発
生を利用者に通知することがあります。
通知が適切であり、
かつロエベが利用者のEメールアドレスを
把握している場合、
ロエベはEメールでこれを利用者に通知します。
利用者は、
通知手段としてEメー
ルが使用されることに同意します。
オプション設定に関する利用者の権利：利用者は、
個人情報の特定の使用に対し、
オプトイン
（有効
化）
又はオプトアウト
（無効化）
する権利を有しています。
craftprize@loewe.es 宛てにEメールでご
通知ください。
ロエベからのプロモーション用配信の受け取りを解除した場合でも、
ロエベと利用者の関係、
活動、
取引及び通信に関し、
ロエベが利用者に連絡する可能性がございます。
また、
マーケティング目的で
利用者の個人情報を他企業と共有しないようロエベに要請した場合、利用者からの要請があった
時点でこれを適用するものとします。
利用者の個人情報を受領した企業からそれ以前に利用者に連
絡があった場合、
ロエベはその責任を負いません。
かかる場合には、
当該企業に直接お問い合わせく
ださい。
本プライバシーポリシーの変更：ロエベは、
いかなるときにも本プライバシーポリシー又はその他当
社の方針や慣例を変更、
修正又は更新する権利を持ち、
変更又は更新されたプライバシーポリシー
を本ページに掲載することで、
当ウェブサイトの利用者に通知します。
サイトに掲載された時点で、
直
ちに変更・更新は有効であるものとします。
特定の状況下では、
当社ウェブサイトのトップページに通
知を掲載する、又は利用者にEメールを送付する等、他の手段により、
当社のプライバシーポリシー
の変更又は更新を利用者に通知する場合がございます。
ロエベへのお問い合わせ:
当社のプライバシー慣行についてご質問やご意見がある場合は、
craftprize@loewe.esまでご連絡ください。
補償
利用者は、利用者によるあらゆる方法での当ウェブサイトの使用、
コンテンツ、情報、
ソフトウェア、
そ
の他の素材のウェブサイトを通じた保存若しくは送信、
本ご利用条件又は法律の不履行若しくは違

反により生じる、
すべての申立、
責任、
合理的な弁護士費用を含む費用及び経費について、
ロエベ、
そ
の関連会社、
並びにその取締役、
役員、
従業員及び代理店を防御し、
補償し、
かつこれに害を与えな
いことに同意します。
ロエベは、
自ら費用を負担し、利用者による補償の対象にならない事項につい
て、排他的な防御及び決定を行う権利を留保します。利用者は、
申立に対するロエベによる防御に
協力することに同意します。
責任の除外及び制限
ウェブサイトに記載される第三者による意見、
コメント、
レビューを含むすべての内容、
フォーラム、
ブ
ログ又はメールリストを含むウェブサイト上の異なるセクションに掲載されるすべての内容は、
その
著者又は代表者の独占的財産であり、
ロエベ、
ロエベ社員又は協力者の見解を必ずしも反映するも
のではありません。
ロエベは、
ブログに記入されたコメントを掲載前に確認する権利を有するものと
します。
ハイパーテキストリンクを含む第三者のコンテンツに関し、該当する場合、
ロエベの民事、刑事又は
行政上の責任は、情報社会サービス及び電子商取引に関する2002年7月11日の法律第34号に定
められる規定に従い、制限されるものとします。該当する活動又は情報が
（1）公的機関又は所轄官
庁により、違法若しくは第三者の権利又は利益に損害を与えていると示される、
（2）法的解決が明
示的に通知される、
若しくは情報の除去又は情報へのアクセスを命じられる、
かつ
（3）
かかる解決の
条件に違反がある場合を除き、
ロエベは一切の責任を負わないものとします。
ロエベは、特定の目的におけるコンテンツの有用性、信頼性及び正確な動作性、若しくは利用者の
ハードウェア、
ソフトウェア、
ドキュメント又はファイルを変更し得るエラー、
ウィルス又は他の要素が
ないことを保証することはできません。
そのため、
ロエベは、
利用者が負い得る損害についてすべて免
責されるものとします。
ただし、
こうした問題を発見した場合には、
ロエベができる限りすみやかに問
題を是正できるよう、
ロエベに通知してください。
ロエベは、
ウェブサイトのダウンタイムがないこと、
コンテンツへのアクセスが可能であること、
又はコ
ンテンツが常に最新であり、
完全に正確であり、
かつ不備がないことを保証しません。
ただし、
いかな
る場合でも、
ロエベは、
内容の誤り、
ウェブサイトダウンタイムによるアクセス不能又は不正確な情報
をできる限りすみやかに修正することに同意します。
いかなる場合（過失を含むがこれに限定されない）
にも、
ロエベ、
そのすべての関連会社又はその取
締役、
役員、
従業員、
株主、
代理人若しくはコンテンツ又はサービスプロバイダー
（以下、
総称して
「保
護された組織」
という）
は、
当組織がその損害の可能性を助言されていたとしても、
ウェブサイト又は
これに関連するコンテンツ、
素材及び機能、
ウェブサイトで利用可能なサービス、
ウェブサイトを通じ
た利用者からの情報提供の利用又は利用不能により直接的又は間接的に発生する損害、
取引上の
損失、又は売上げの減少に対して、関連するあらゆる直接的、間接的、特別的、付随的、結果的、懲
戒的又は懲罰的責任を負わないものとします。
法域によっては付随的又は結果的損害における責任の制限又は除外が許可されないため、上記の
制限は特定の利用者には適用されないことがあります。
いかなる場合も、
保護された組織は、
利用者
又はその代理人若しくは他の人物が、
ウェブサイト上に、
又はウェブサイトを通じて掲載、
送信、
交換
又は受領した内容についての、
又はこれに関連する、
一切の責任を負わないものとします。
本ご利用条件又は利用者によるウェブサイトの使用に起因する、利用者に対するすべての損害、損
失及び訴因
（契約又は不法行為によるものであるかを問わず、
過失又は別の方法を含むがこれに限
定されない）
における保護された組織の総債務額は、利用者がロエベにウェブサイト使用料を支払
う場合、
いかなるときも、
その全額をロエベに支払うものではありません。

禁止事項
利用者が以下を行うことを禁止します。
— スパイダリング、
「スクリーン・スクレイピング」
「
、データベース・スクレイピング」
、
Eメールアドレス、
ワイヤレスアドレス若しくは他の連絡先又は個人情報の収集、若しくはウェブサイトへの、若しく
はウェブサイト上又はウェブサイトを通じて提供されるサービス又は機能へのその他の自動手段
によるアクセス、
ログイン又は登録、若しくはウェブサイトに接続されるサーバー又はデータベー
ス、若しくはウェブサイト上の、又はウェブサイトを通じて提供されるサービスにある情報を含む
がこれに限定されない、
ウェブサイトから、
又はウェブサイトを通じて、
若しくはウェブサイト上の、
又はウェブサイトを通じて提供されたサービスから、
利用者リストの入手、
若しくは他の情報又は
機能を入手又はアクセスすること。
— あらゆる手段により、
ウェブサイト上又はこれを通じて入手可能なコンピューター・システム、素
材、
情報又はサービスに不正にアクセスする権利を入手、
又は入手しようと試みること 。
— ウェブサイト又はそのサービスを妨害、損傷、無効化、
これに過度な負担をかける、
これを損なう
意図をもって、
ウェブサイト、若しくはウェブサイト上又はこれを通じて入手可能なサービスを使
用すること、若しくは大量の迷惑メッセージを送付する、又は大量の要求でサーバーを攻撃する
ことを含むがこれに限定されない、
その他関係者によるウェブサイトの使用及び享受を妨げるこ
と。
— ウェブサイト若しくはウェブサイトのサービス又は機能を、
ロエベ又は第三者の知的所有権又は
他の所有権若しくは法的権利に違反して使用すること。
— ウェブサイト若しくはウェブサイトのサービス又は機能を適用法に違反して使用すること。
利用者
は、
利用者がウェブサイト及びコンテンツを回避、
リバースエンジニア、
解読、
又は別の方法で改ざ
ん又は妨害することを試みてはならない
（若しくは他の人物による試みを促進又は支援してはな
らない）
こと、
若しくはこれを不正使用しないことに同意します。
利用者は、
意図しない方法で公表
された、又はウェブサイトを通じて提供された素材又は情報を入手してはならず、
また、
この入手
を試みてはなりません。
ウェブサイトのリンク
利用者が他のウェブサイトから当ウェブサイトにリンクした場合、
かかるリンクは新規ウィンドウで開
かれるものとし、
ウェブサイトのフルバージョンにリンクされるものとします。
インラインリンク方式な
どを使用して、
ロエベがホストするコンテンツが別のウェブサイトで表示されるようなリンク方法は禁
じられています。
また、
ウェブサイト又はウェブサイトのあらゆるページが
「フレーム」
内に表示される、
つまり第三者のコンテンツ、素材又はブランディングに四方を囲まれた、又は境界が不明瞭な方法
で、別のウェブサイトから当ウェブサイトにリンクすることも禁止されています。
ロエベは、
当ウェブサ
イトへのリンクを分断し、
他のウェブサイトから当ウェブサイトへのリンク無効化を求める、
法に基づ
くあらゆる権利を留保します。
第三者ウェブサイトへのリンク： 当ウェブサイト上の第三者ウェブサイトへのリンク
（以下
「リンク先
のサイト」
という）
は、
便宜上のためにのみ提供されるものです。
利用者がこのリンクを使用した場合、
利用者は当ウェブサイトを離れることになります。
ロエベはリンク先のサイトを審査する義務を負わ
ず、
かかるリンク先のサイトを管理せず、
かかるリンク先のサイト
（若しくはかかるサイトを通して入手
できる商品、
サービス又はコンテンツ）
に責任を負うものではありません。
ロエベは、
リンク先のサイ
ト、
そこで閲覧できるいかなる情報、
ソフトウェア、商品、
サービス又は素材、若しくはリンク先サイト
の使用から得られるいかなる結果についても、
承認又は表明を行いません。
利用者がリンク先のサイ
トにアクセスすることを決断した場合、利用者は、全責任を負います。
リンク先のサイトは、利用者情
報の収集及び利用を管理する、
独自のプライバシーポリシー及び利用条件を定めている可能性があ
り、
ロエベは、
リンク先のサイトで利用者が提示したいかなる情報の使用についても責任を負いませ

ん。利用者は、
リンク先のサイトに掲載されるプライバシーポリシー及び利用条件を確認し、
それに
従う責任を負っています。
ウィルス、
ハッキング及びその他の攻撃
ウィルス、
トロジャン、
ワーム、
ロジックボム、若しくは悪意のある、又は技術的に害を及ぼす他のコ
ンテンツを取り込むことを知りながら当社ウェブサイトを不正に使用することを禁止します。利用者
は、
当社のウェブサイト、
ウェブサイトが保存されているサーバー又は当社ウェブサイトに接続され
るサーバー、
コンピューター又はデータベースへの不正なアクセスを試みてはなりません。利用者
は、
Dos攻撃又はDDos攻撃を通じて当社ウェブサイトに攻撃してはなりません。
解除
ロエベは、
いかなるときにも、
当ウェブサイトを変更、
停止又は中断することができます。
ロエベは、
利
用者が当社の条件若しくは適用法に違反していると判断した場合、又はその他の理由により、通知
することなく、
かつ責任を負うことなく、
当ウェブサイト又はそのサービスへの利用者のアクセスを制
限、
停止又は終了することができます。
雑則
当社が本ご利用条件の権利又は規定を実施又は執行しなかった場合、
これはこの権利又は規定の
放棄を構成するものではありません。本ご利用条件の規定が、管轄権を有する裁判所により無効で
あると判断された場合であっても、
当事者は、
その規定に反映される当事者の意向に最大限に沿う
よう裁判所が努めることを促し、
本ご利用条件の他の規定は、
完全に効力を有することに同意します。
ウェブサイト利用情報
クッキー
（Cookie）
：ロエベは、
クッキーを使用しており、
利用者についての情報を保存したり、
追跡す
ることができます。
クッキーは小さなデータファイルで、
コンピューターのハードドライブに保存され、
当サイト上での移動及び閲覧履歴、
購入商品についての情報を収集します。
クッキーにより、
ショッピ
ングカート、
ユーザーネーム又はパスワード情報を記憶することが可能です。
これにより、
ロエベは、
ウ
ェブサイトの機能を向上させ、
利用者ごとにカスタマイズされたサービスを提供することができます。
利用者は、
お使いのブラウザーに送付されるクッキーの受け取りについて、
設定することができます。
利用者は、
すべてのクッキーを拒否したり、
ハードドライブに保存される前にクッキーを確認したり、
特定ウェブサイトからのクッキーのみを受け取るよう指定することができます。
ロエベからのクッキー
の受け取りを拒否した場合、
利用者は当ウェブサイト上で利用可能な機能の一部を使用できなくな
る可能性があります。
クッキーの設定及び利用者の選択は、
各ブラウザーにより設定が異なります。
設定方法については、
お使いのブラウザーのヘルプメニューをご覧ください。
以下に、
マイクロソフトインターネットエクスプ
ローラー6.0以上を例にとり、
クッキーのブロック方法をご説明します。
1.「ツール」
から
「インターネットオプション」
を選択
2.「プライバシー」
タブをクリック
3. 希望するレベルをカーソルで選択

詳細設定からクッキーの処理方法を選択することもできます。
他のブラウザーでのクッキーのブロック方法は、http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/で確認することができます。
モバイル機器でのクッキーの管理方法については、http://www.
allaboutcookies.org/mobile/をご覧ください。
クリアGIF：ロエベは、
当ウェブサイト又は利用者との通信において、
「クリアGIF」
（
「ウェブ・ビーコン」
又は
「ピクセル・タグ」
ともいう）
若しくは類似の技術を使用し、
利用者がウェブサイトを訪問したかど
うか、又はメッセージを受け取っているかどうかを確認することができます。
クリアGIFとは、1ピクセ
ルの透過画像若しくは可視画像で、
ウェブサイト又はEメールに設置され、
ロエベが送付したEメー
ルを利用者が閲覧したかどうか、
若しくは当社ウェブサイトの特定のページを訪問したかどうかをロ
エベに通知します。
クリアGIFにより、
ロエベは、利用者によるウェブページの訪問又はメッセージの
受領を、
利用者の個人情報を含む他の情報に関連付けることもできます。
IPアドレス及びクリックストリームデータ：ロエベのサーバーは利用者がロエベのサイトを訪問した
際に、利用者のサーバーのインターネットアドレスに関するデータを自動的に収集します。
この情報
は、
インターネットプロトコルアドレス又はIPアドレスと呼ばれ、利用者がインターネットに接続する
際に自動的に利用者のコンピューターに割り振られる番号です。利用者が当社ウェブサイトからペ
ージを要求する際、
当社のサーバーは利用者のIPアドレス及び利用者のドメインネームを記録するこ
とがあります。
当社のサーバーはその利用者をロエベにリンクした参照ページ
（他のウェブサイト又
は検索サイト等）
、
利用者が当ウェブサイトで訪問したページ、
利用者が当ウェブサイトの後に訪問し
たウェブサイト、利用者が閲覧又はクリックした広告、
ウェブブラウザー、
コンピューター、
プラットフ
ォーム、
利用者が使用する関連ソフトウェア及び設定の種類についての情報、
当ウェブサイト又は参
照サイトで利用者が入力した検索語、
当社ウェブサーバーが記録した他のウェブの利用状況やデー
タを記録することもできます。
ロエベはこの情報を社内システム管理に使用し、
当社のサーバーの問
題の診断、
及び当社ウェブサイトの管理に活用します。
かかる情報は、
出身国やインターネットサービ
スプロバイダー等の広範囲にわたる人口統計情報を収集するためにも利用されます。
第三者の広告サーバー：ロエベは一社以上の第三者広告会社を使用することがあります。
その場
合、
この第三者広告会社も同様に、
広告及び利用者の興味や嗜好に合わせた他のコンテンツを提供
する目的において、
当ウェブサイト及び他のサイト上での利用者の行動から情報を収集することが可
能です。
これによりロエベの広告が、
利用者の閲覧行動に従って契約ウェブサイト上に表示されるこ
とがあります。
ロエベがそのお客様に効率的な注文及び他の便利な機能を提供できるようにするた
め、
ロエベは、
ロエベが上記の技術及び他の類似の技術を使用し、
ロエベの第三者広告会社にもこ
れを使用することを許可しています。
グーグルアナリティクス：ロエベは、
グーグルアナリティクスを使用し、
当ウェブサイトの利用について
の情報を収集することがあります。
グーグルアナリティクスは、
利用者が当ウェブサイトを訪問する頻
度、利用者が訪問した際に閲覧するページ、
当ウェブサイトに来る前に利用していた他のウェブサイ
トの種類等の情報を収集します。
グーグルアナリティクスは、
利用者ネーム又は他の判別情報ではな
く、
利用者が当ウェブサイトを訪問した日に利用者に割り振られたIPアドレスのみを収集します。
ロエ
ベは、
グーグルアナリティクスの利用を通して収集した情報と個人を判別できる情報を合わせて使用
することはありません。
グーグルアナリティクスは、
利用者が次に当ウェブサイトを訪問した際に利用
者を単一の利用者として判別するために利用者のウェブブラウザーに永続的クッキーを保存します
が、
このクッキーはグーグル以外の人物には使用することができません。
グーグルアナリティクスによ
って収集された、
当ウェブサイトへの利用者の訪問についての情報をグーグルが使用及び共有する
ことは、
グーグルアナリティクスの利用条件及びグーグル・プライバシーポリシーによって制限されて
おり、
ロエベは、
利用者自身でこの利用条件及びプライバシーポリシーを確認することを推奨します。
ロエベは、上記に記載する情報と同様の種類を収集するための他の分析ツールを使用する権利を
持ちます。
利用者は、
利用者のブラウザー上でクッキーを無効にすることにより、
利用者が当ウェブサ

イトに戻ってきたことをグーグルアナリティクス又は他の分析ツールが認識できないようにすること
ができます
（上記
「クッキー」
項目を参照）
。
モバイル機器：利用者は、利用者のモバイル機器からも当社ウェブサイトを閲覧できます。特定のモ
バイルサービスプロバイダーは、
独自にモバイル機器を識別するため、
ロエベ又はロエベの第三者サ
ービスプロバイダーは、
利用者がモバイル機器を通して当ウェブサイトにアクセスしているかどうかの
情報を受け取ることができます。
ウェブサイトの機能によっては、携帯電話番号を収集することがで
きるため、
ロエベはその電話番号をモバイル機器識別情報として関連付けることがあります。
さらに、
携帯電話サービスプロバイダーによっては、
そのサービスを利用している機器の物理的な位置を特
定するシステムを運用しています。
プロバイダーによって、
ロエベ又は第三者サービスプロバイダーが
この情報を受け取ることがあります。
ウェブサイト利用情報に関するこうしたすべての活動は、
ロエベに代わり当社のサービスプロバイダ
ーによって履行されることがあります。

