
プライバシーポリシー 
 

「ミスターシェイプのタッチカード」（以下、本アプリ）では、ご利用にあたり個人を特定しうる情
報（名前、性別、生年月日、住所、電話番号等）の収集をしておらず、安心してご利用いただけます。 
ただし、以下のケースについてあらかじめご承知おきください。 
 
l   お問い合わせ等でメールを使用された場合、メールアドレスは個人を区別するために保存され、
ご返答の目的に沿って利用されます。 

 
l   本アプリでは、サービスの改善のために Google Analytics による動向分析を行っており、お
客様の端末には本アプリのご利用状況（起動した回数や、使用時間、あそんでいただいたカード
の種別等）がCookie に保存されます。これは個人の特定につながるものではございませんが、
Google Analytics はこのCookie を利用し統計情報として出力しております。 

 
 
以下は、提供元である空気株式会社におけるプライバシーポリシーとなります。 
--------------------------------------------------- 
 
個人情報保護方針 
空気株式会社（以下「弊社」）は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを
構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保
護を推進致します。 
 
1.   個人情報の管理 
弊社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・
破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員
教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。個人
情報の取扱いを外部業者へ委託する場合には、委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。 

 
2.   個人情報の利用目的 
弊社は、以下の場合にお客様の個人情報をご登録いただく場合がございますが、これらの個人情
報は、以下に定める利用目的、別途公表する利用目的または個人情報をご提供いただく際別途通
知する利用目的以外では利用いたしません。 
l   お客さまからのお問合せ時にご登録いただくお客様のお名前、e-mail アドレス、電話番号
等の個人情報は、弊社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メー
ルや資料のご送付に利用いたします。 

 
3.   個人情報の第三者への開示・提供 
弊社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除
き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。 
l   お客さまの同意がある場合 



l   お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示す
る場合 

l   法令に基づき開示することが必要である場合 
 
4.   個人情報の安全対策 
弊社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じていま
す。 

 
5.   個人情報の開示等 
お客さまがご本人の個人情報の開示・修正・削除・利用停止・第三者への提供の停止などをご希
望される場合には、ご本人またはその代理人であることを確認の上、個人情報保護法の定めに従
って対応させていただきます。 

 
6.   法令、規範の遵守と見直し 
弊社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本
個人情報保護方針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。 
弊社は、必要に応じて、本個人情報保護方針を変更することがあります。その場合は、本ウェブ
サイトに掲載します。 

 
7.   お問い合せ 
本個人情報保護方針、弊社の個人情報の取扱いまたは個人情報の開示等に関するお問い合せは、
下記までご連絡ください。 
 
空気株式会社 担当窓口：梶原 
〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル 5F 
電話：092-713-4815 【10:00～19:00】 FAX：092-713-4816 

  



Privacy Policy 
 

Subscribers can rest assured that “Mr.shape’s TouchCard” (hereafter referred to as 
“The Application”) will not collect personal information such as an individual’s name, 
gender, date of birth, mailing address, and phone number. However, subscribers need 
to be aware that the application may collect their personal information in the following 
circumstances. 
 
l   When accepting inquiries by email or other methods, the application will store 
personal information to distinguish individuals and respond to inquiries. 

 
l   The application uses trending analysis by Google Analytics to improve its service. 
Cookies will be saved on the subscriber’s device to analyze the usage (e.g., the 
number of times the application was opened, number of hours used, the type of 
card that was played with) of this application. While this does not identify an 
individual subscriber, Google Analytics uses Cookies to produce statistical 
information. 

 
 
The following is the privacy policy of the provider KOO-KI Co., Ltd. 
--------------------------------------------------- 
 
Privacy Policy 
KOO-KI Co., Ltd (hereafter referred to as “the Company”) has established the 
following privacy policy. To promote the protection of personal information, the 
Company created a personal information protection system and ensured all the 
employees are thoroughly aware of the importance of protecting personal information. 
 

1.   Managing personal information 
To keep the customers’ personal information accurate and up-to-date and to 
prevent the customers’personal information from being accessed without 
authorization, lost, damaged, falsified, or leaked, the Company maintains its 
security and management systems and takes necessary measures to educate its 
employees thoroughly. The Company implements security measures and strictly 
manages personal information. When sharing personal information with an 
outsourcing company, the Company will provide necessary and appropriate 
supervision. 

 

2.   Purpose of use of personal information 
The Company may register a customer’s personal information in the following 
circumstances. However, personal information will not be used for any purpose 



other than the purposes specified below, separately published notifications, or 
separate notifications when providing personal information. 
l   When a customer makes an inquiry, personal information such as the 
customer’s name, email address, and telephone number will be used by the 
Company to contact, assist, or answer questions by email or material send by 
postal mail. 

 
3.   Disclosure and provision of personal information to third parties 
The Company appropriately manages the personal information received from the 
customers. The Company will not provide personal information to third parties 
except in the following circumstances. 
l   When the customer provides consent 
l   When the Company discloses personal information to an outsource company to 
acquire services desired by the customer 

l   When it is required to disclose the personal information by law 
 

4.   Security measures for personal informationThe 
The Company has taken all possible security measures to ensure the accuracy and 
security of personal information. 
 

5.   Disclosure of personal information 
If a customer wishes to disclose, amend, delete, suspend use of their personal 
information or suspend the provision of their personal information to a third party, 
or any such similar actions, the Company will respond according to the Personal 
Information Protection Act after the person or their proxy is confirmed. 

 
6.   Compliance and review of laws and regulations 
The Company properly complies with the personal information laws and 
regulations of Japan as well as other standards. The Company will review the 
content of this privacy policy and strive to improve it. 
The Company may make changes to this privacy policy as needed. If any 
amendments are made, they will be posted on this website. 
 

7.   Inquiries 
Please use the contact information below for inquiries regarding this privacy policy, 
the Company’s handling of personal information, or the disclosure of personal 
information. 
 
KOO-KI Co., Ltd, managing officer : Kajiwara 
Fukuoka Prefecture, Fukuoka City Chuo-ku Kego 1-15-6 Building KH22, 5F 
E-mail：info@koo-ki.co.jp 


