
 

Privacy policy 

The Japanese translation to the Agreement is provided for convenience only. In case of 
contradiction, the English version shall prevail. 
 
 
"Essential Trade" (hereinafter referred to as "this site") operated by the Essential Trade 
Management Office (hereinafter referred to as "our company") will comply with the norms and 
guidelines established by laws and regulations, government agencies and others regarding the 
handling of personal information. Of course, we will make every employee aware of the purpose 
and strive to protect personal information. We will continuously implement management for the 
protection of personal information and strive to improve it, and strive to prevent and correct 
unauthorized access to personal information, loss, destruction, falsification and leakage of 
personal information. 
 
Item 1: Definition of personal information 

Personal information is information that can identify an individual by name, date of birth or other 
description, number, symbol or other code assigned to each individual, image or voice, or other 
information that cannot be identified by the information alone. We recognize that personal 
information can be easily identified by collating with. 
 
Item 2: Collection of personal information 

・ Our company obtains only the minimum necessary personal information in order to use this 
service.・ In order to constantly know new valuable functions, information, and needs within 
the scope of business of this site, we may disclose the purpose and collect information at the 
user's discretion.・ When planning gifts or providing new services, we may also collect 
information voluntarily by the user. 
 
Item 3: Use of personal information 

We may use personal information within the scope of the following purposes. 
・ When notifying users of services, plans, or information that may be useful.・ When it is 
necessary to contact the user directly or indirectly.・ When requesting the opinions and 
impressions of users regarding the improvement of this site and this service and new services.・ 
When measuring the effect or analyzing logs in order to improve this site and this service. -When 
used for the purpose of developing, improving, or improving various services and information 
provided on the site operated by our affiliated companies and companies with which we have a 
partner contract, and the services provided on the site. 
・ When entrusting the handling of personal information to the extent necessary, and entrusting 
specific services such as processing and sending of e-mails and mailings, provision of user 
support, arrangement of distribution, statistical analysis processing of this site service, etc. there 
is. However, the company is obliged to keep personal information confidential, and it is 
prohibited to use user information for purposes other than the purpose of providing the service. 
 
Item 4: Personal information management system 

・ Our company has a manager in charge of this site and takes measures from both aspects of 
information and communication technology and management system.・ In order to ensure the 
safety of personal information, we provide thorough guidance and education to all employees 
regardless of whether or not they are in charge of this site.・ We are working to protect the 
personal information of users by implementing appropriate and reasonable level of safety 
measures against risks such as loss, destruction, falsification, and leakage due to unauthorized 
access from the outside. 
・ In order to operate this site smoothly, we conclude a business alliance agreement including 
the obligation to maintain the web server and system and manage the same information as this 
site, and build a partnership. We outsource to a partner company. 

           
              

           
           

 
Item 5: Partner contract 

・ In order to provide new services, improve services, and operate smoothly, we may establish 
partnership agreements with third parties. -For corporations and organizations that build 
partnerships, we have concluded a business alliance agreement that includes the obligation to 
manage information in the same way as this site. 
 
Item 6: Access log cookie 

This site records the information of the person who accessed it as an access log. The recorded 
information includes information such as the IP address of the person who accessed it and the 
type of browser used, but does not include information that can identify an individual. The access 
log will be used for analysis of the usage status of this site and management of the site. This site 
uses some cookies so that users can use this service smoothly, but the information includes e-
mail addresses, names, telephone numbers, etc. that directly connect to the user's personal 
information. No information is included. 
 
Item 7: Disclosure of personal information 

We will not disclose personal information except in the following cases. 
・ If a user requests disclosure or correction of his / her personal information, we will promptly 
respond within a reasonable range after confirming the identity.・ When receiving a formal 
referral inquiry based on the law from a public institution such as a court or police, and disclosing 
the user's personal information and activity log to the government, local government, police, 
prosecution, court, etc. there is.・ If we recognize that it is necessary to protect the rights, 
property, services, etc. of our company and this site, contrary to the terms of use, etc. on this 
site, or there is an imminent danger to human life, body, property, etc., it is urgent. If the 
necessity is recognized, we may disclose it before obtaining the consent of the user. 
 
Item 8: Revision 

Our company and this site may change or add the above guidelines for personal information 
protection without notice by the method specified by our company, in which case all revisions will 
be published on this site. Users should check the latest information on the relevant page. 

利用規約 
`日本語翻訳はお客様の利便性のためにのみ提供されているものです。 翻訳の内容と英
文の規約の内容が異なる場合は、英文の規約内容 が優先 されます。 
 
 
Essential Trade運営事務局(以下「弊社」という)が運営する「Essential Trade」(以下
「当サイト」という)は個人情報の取扱いについては、法令および行政機関その他が定め
た規範、ガイドライン等を遵守することはもちろんのこと、全従業員にその主旨を周知
徹底させ、個人情報の保護に努めます。 個人情報保護のためのマネジメントを継続的に
実施し改善に努め、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび
漏洩などに対する予防ならびに是正に努めます。 
 
 
 
第1項：個人情報の定義 
個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付けられた番号、記号その
他の符号、画像若しくは音声によって個人を特定できるもの、又は、当該情報だけでは
特定できないが、他の情報と照合することで容易に個人を特定できるものを個人情報と
認識しています。 
 
第2項：個人情報の収集 
・弊社は当サービスをご利用頂く為に、必要な個人情報は最低限のものだけを取得して
おります。 ・当サイトの業務範囲内で常に新しい価値ある機能や情報、ニーズを知る為
に、目的を開示し利用者様の任意で情報を収集する場合があります。 ・プレゼント企画
や新しいサービスを提供するにあたり、同様に利用者様の任意による情報収集を行う場
合があります。 
 
第3項：個人情報の利用 
弊社では、以下の目的の範囲内で個人情報を利用する場合があります。 
・利用者様に有益と思われるサービスや企画、情報をお知らせする場合。 ・利用者様と
直接又は間接的に連絡をとる必要がある場合。 ・当サイト及び当サービスの向上や新サ
ービスに対して、利用者様のご意見・ご感想を求める場合。 ・当サイト及び当サービス
の向上の為、効果測定やログ解析を行う場合。 ・弊社関連会社及びパートナー契約を締
結している会社が運営するサイトで提供する各種サービスや情報提供の案内、並びに当
該サイトにおいて提供するサービスの開発や向上、改善を目的として使用する場合。 ・
必要な範囲において個人情報の取扱を委託し、Eメールや郵送物の処理と送付、ユーザー
サポートの提供、配信の手配、当サイトサービスの統計分析処理等、特定のサービスを
他社に委託する場合があります。ただし、当該会社は個人情報を秘匿にする義務を負
い、当該サービス提供の目的以外には利用者情報を利用する事は禁止されています。 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
第5項：パートナー契約 
・新サービスの提供やサービス向上、運営を円滑に行う場合、第三者とパートナーシッ
プ契約を築く事があります。 ・パートナーシップを築く法人や団体に関しては、当サイ
トと同様の情報管理を行う事を義務とする旨を含めた業務提携契約を締結しておりま
す。 
 
第6項：アクセスログ・クッキー 
当サイトでは、アクセスされた方の情報をアクセスログとして記録しています。記録さ
れた情報には、アクセスされた方のＩＰアドレスやご使用ブラウザの種類等の情報が含
まれますが、個人を特定できる情報は含まれておりません。アクセスログは、当サイト
の利用状況の分析やサイトの管理のために利用いたします。当サイトは利用者様に円滑
に当サービスをご利用頂く為に、クッキーを一部利用していますが、情報の中に直接利
用者様の個人情報につながるメールアドレスや氏名、電話番号等の情報は含まれており
ません。 
 
第7項：個人情報の開示 
弊社では、以下の項目に該当する場合以外に個人情報を開示することはありません。 
・利用者様が自身の個人情報の開示、訂正等を求めた場合、本人確認の上、合理的な範
囲ですみやかに対応させて頂きます。 ・裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく
正式な紹介照会を受けた場合、利用者様の個人情報及び活動ログを政府、地方自治体、
警察、検察、裁判所等に対して開示する場合があります。 ・当サイト上で利用規約等に
反し、弊社及び当サイトの権利や財産、サービス等を保護する為に必要と認識した場
合、又は人の生命や身体、財産等に差し迫った危険があり、緊急の必要性が認められる
場合は当該利用者様の同意を得る前に開示する場合があります。 
 
 
 
第8項：改定 
弊社及び当サイトは、上記の個人情報保護に対するガイドライン本プライバシーポリシー
を弊社が定める方法により予告なく変更、追加する事があります、その場合、すべての改
定は当サイト上に公開致します。利用者は当該ページにて最新の情報をご確認下さい。 

第4項：個⼈情報の管理体制
・弊社は、当サイトの管理責任者を置き、情報通信技術及び管理体制の両⾯から対策を 
⾏っております。 ・個⼈情報の安全性を確保する為に、弊社では、当サイトを担当する 
か否かに関わる関わらないに関係なく、全従業員に対し、指導教育を徹底させておりま 
す。 ・外部からの不正アクセスによる紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、適正 
適性且つ合理的なレベルでの安全策を実施し、利⽤者様の個⼈情報保護に努めていま 
す。 ・弊社は、当サイトを円滑に運営する為、ウェブサーバ及びシステムのメンテナン 
スを、当サイトと同様の情報管理を⾏う事を義務とする旨を含めた業務提携の契約を締 
結し、パートナーシップを築いた協⼒会社に委託しております。
弊社及び当サイトでは、利⽤者様によって⼊⼒された個⼈情報の保護に細⼼の注意を払 
っておりますが、インターネット上の掲⽰板等、第三者から閲覧できるサービス上に利 
⽤者様⾃⾝が⾃発的に個⼈情報を⼊⼒された場合、第三者の⽬に触れたり、意図しない 
利⽤がなされる可能性がある事に⼗分ご注意下さい。

At our company and this site, we pay close attention to the protection of personal information 
input by users, but users themselves voluntarily on services that can be viewed by third
parties such as bulletin boards on the Internet. Please be aware that if personal information is 
input in, it may be seen by a third party or used unintentionally.


