
利用規約
ALPHA BLANCA GROUPのホームページをご利用される前に、下記のご利用条件をよくお読みいただき、ご同意
の上ご利用いただくようお願い申し上げます。万一ご同意いただけない場合には、大変申し訳ございませんがご
利用をお控えください。ご利用いただいた場合には、下記の諸条件すべてにご同意いただいたものとさせていた
だきます。また、このホームページ内の各コーナーにおいて別途利用規約を定めている場合は、各コーナーの利
用規約についてもよくお読み頂き、ご同意の上ご利用ください。

[ご利用条件について]
■個人情報の考え方
当サイトは、サービスによっては利用者の皆様に個人情報の提供をお願いすることがあります。
その場合、弊社は皆様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護するために細心の注意を払っています。

■個人情報の管理・保護について
当社は、お客様から頂いた個人情報の取り扱いについて、最大限の注意を払います。お客様により良いサービス
をご提供する為、個人情報の取り扱いを外部に委託することがありますが、この場合にも、業務委託先（フラン
チャイズ、運営委託会社他）に対しては、情報等遺漏のないよう、管理には充分注意を払うよう指示・監督を行な
います。

■個人情報の提供について
当サイトは、お客様の個人情報を、お客様ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。ただ
し、法令により開示を求められた場合、又は裁判所、警察等の公的機関から開示を求められた場合には、お客様ご
自身の同意なく個人情報を開示・提供することがあります。

■情報の変更、利用の中断中止について
ALPHA BLANCA GROUPはご利用者への事前の通知や承諾なしに、当サイトの掲載情報を変更したり、当サイト
の運営を中断または中止することがあります。

■免責事項について
当社は、当サイトで提供する情報、プログラム、各種サービス、その他ホームページに関するすべての事項につい
て、その完全性、正確性、有用性等につき、いかなる保証も致しません。また、当社は、当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、ご利用者間又はご利用者と第三者の間において生じたトラブル、その
他の事故等によるすべての損害について、いかなる責任も負いません。
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■個人情報の収集について
当サイトは、お客様への資料配布、ご質問等にて必要な範囲でお客様の個人情報を収集することがあります。収
集する場合には、できる限りその目的を限定して行います。収集する個人情報の範囲は、収集の目的を達成する
ために必要な限度を超えないものとします。また、収集するにあたっては、適法かつ公正な手段により行います。
個人情報をお客様以外から収集するときは、お客様の同意を得るものとします。

■個人情報の利用について
当サイトが収集した個人情報の利用は、収集目的の達成のために必要な範囲に限り、お客様の権利を損なわない
ように、十分配慮して行います。 お客様が個人情報を提供された場合、ALPHA BLANACA GROUPから、ご興味あ
ると思われる情報をお届けすることがあります。 お客様がこれらの情報をご希望されない場合は、ALPHA 
BLANCAにご連絡いただければ停止します。

■個人情報の開示及び訂正等について
当サイトは、お客様から自らの個人情報の開示のお申し出があったときは、ALPHA BLANCA GROUPの業務の遂
行に著しい支障をきたす場合、又は個人の生命、身体、財産その他の利益を害するおそれのある場合を除き、遅滞
なくこれをお客様に開示します。 当サイトは、お客様から自らに関する個人情報の訂正、削除のお申し出があっ
たときは、遅滞なくその調査を行います。この場合、訂正、削除の必要とする事由があるときは、遅滞なく訂正、削
除を行います。

■著作権について
当サイト内のすべてのテキスト、イメージ、ウェブサイトのデザイン、グラフィック、テキストの選択、レイアウ
トおよび一切のソフトウェアの著作権はALPHA BLANCA GROUPに帰属します。
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This website is operated by ALPHA BLANCA Corporation. Please note that you agree to any and all the terms 
and conditions of use if you use this website. Before using any service on this website, read the user 
agreement below thoroughly. If there is something in the statement with which you do not agree, please do 
not use this website. Some pages of this site have their own separate policy terms, if you see those when using 
this website, please read them carefully and give your consent to those as well.

[User agreement]
-How we deal with the personal information:
Depending on the service, we will ask you to provide personal information. We recognize the importance of 
protecting personal information and deal with all such information in an appropriate manner.

-Collecting information:
We may collect your personal information for a specific purpose, such as to provide the service you request or 
to inform you of our new products or service. When collecting information, we restrict access only to the 
information we would need to provide our service. We use only the legally reliable measure to collect 
information. We do not ask the third party to give us your personal information without your permission.

-Uses of information:
In order to provide better service, we occasionally provide your information to other companies that work on 
our behalf. They share our high standards and respect for personal information.
When you provide your personal information to us, we will send you information about our products or 
services that might be of interest to you. If you do not want any information from us, you can cancel it by just 
advising us of your wishes. Then we will stop that service immediately.

-Providing information:
We do not sell, rent, or lease your personal information to any third parties without your consent. We will 
release information about you if you direct us to do so, if we are required by law to do so, or in other legally 
limited circumstances.
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-Disclosure of information:
When you request us to disclose your personal information, we will do so immediately unless it has 
significantly adverse impact on us, or it causes any physical damage or has profoundly harmful effect on one’s 
survival or property.
When you request us to change or delete your personal information, we will investigate its reason, and if it is 
appropriate, we will do so immediately.

-Changes of the contents of this website:
The contents of this website may be altered or deleted, and the operation may be suspended or discontinued 
at any time without any prior notice by ALPHA BLANCA.

-Intellectual Property Rights:
All the software used on this website such as all the texts, images, designs of the site, graphics, shall belong to 
ALPHA BRANCA and its group companies.

-Disclaimer:
ALPHA BLANCA and its group companies make no warranty of any kind, with respect to this website, including 
without limitation, the accuracy, reliability, completeness, and fitness for particular purpose, non-infringement 
of third parties’ rights and/or safety of its contents. ALPHA BLANCA and its group companies shall not be liable 
for any damage incurred for any reason, including but not limited to, inaccuracy, alternation or deletion of the 
contents of this website, occurrence of a problem on this website, and suspension or discontinuation of 
operation of this website. We shall not liable for any problems between users and third parties relating to the 
contents or services of this website.
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