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Cookie 管理ポリシー 
本ポリシーは Capsule の Cookie の使用に関する詳細情報で構成されています。本ポリシーは、Cookie の利用をユー 
ザーが制御する方法をまとめたものであり、Capsule が公開するすべての Web サイトに適用されます。ユーザーによる
本サイトへのアクセスは、それぞれの接続および任意のデバイスからの接続に適用される本ポリシーの利用規約承諾の
意思表示になります。 

1. Cookie とは 
Cookieとは、ナビゲーションソフトによって、サイトの閲覧中に、ユーザーの選択に応じて、ユーザーのデバイス 
（コンピューター、スマートフォン、タブレットなど）のハードディスクの専用領域に保存される可能性がある小さ
なテキストファイルのことです。Capsule は Cookie を利用して、認証、コンテンツ管理、セキュリティ、アナウン
ス、視覚的な応答などの機能を有効にして、ユーザーのナビゲーションに関する情報を収集し、それに応じて、 
ユーザーに特別な情報やサービスを送信します。 

サイトへの初めてのログインでは、以下のバナーが表示されます： 

 

当社はお客様のプライバシーを尊重します 
当社のプライバシーポリシーにあるように、本サイトでは、サイトの運営、分析、
ユーザーエクスペリエンスの改善、または広告などの目的で、Cookie と関連テ
クノロジーを使用しています。お客様は、これらのテクノロジーの使用に同意
するか、お客様の好みに合わせて設定を管理するかを選択できます。 

  

選択肢を管理する  

  

同意して続行する  

  

 

 

当社はお客様のプライバシーを尊重します 

 

当社のプライバシーポリシーに記載されているCookieと関連テクノロジー（以下「Cookie」と
言う）の使用に同意するかどうかを選択してください。詳細については、以下の各セクション
を展開して確認してください。同じ Web ブラウザで、いつでもここに戻ってユーザー設定を
更新できます。ブラウザの Cookie をリセットすると、ユーザー設定がリセットされるので注
意してください。 

      

必須 Cookie 有効 
 

    

 
    

機能性 Cookie いいえ はい 
 

    

 
    

広告 Cookie いいえ はい 
 

    

 

すべてのユーザー設定を確定する 

 

 

ユーザーの選択に応じて、Cookie はユーザーのコンピューター、スマートフォン、タブレット、モバイルなどの 
メモリに保存されます。収集された情報は、本サイトまたは第三者が使用できます。Cookie の有効期間は、ユーザー
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がその Cookie の有効化に同意した日から最長で 13 か月です。 

ユーザーは、自分の端末上でいつでもその Cookie を削除することができます。また、ユーザーには、本ドキュメン
ト第 4 項の手順に従って、ナビゲーションソフトウェアで自分のデバイス上の Cookie の登録をいつでも拒否するこ
とができます。ただし、Cookie を拒否すると、サイトの閲覧に必要な機能が低下するおそれがあります（記録や表示
がしずらくなるなど）。その場合、これらの不具合を理由とした責任を Capsule は負いません。さらに、広告 Cookie
を無効にしても、広告が表示されなくなるわけではなく、ユーザーの関心に応じた広告の調整が実施されなくなるこ
とを意味します。 

Cookie やその他のトレーサーの保存、それらの目的、法的根拠、Capsule に対する反論の場について、Capsule は
サイト上で Web ユーザーにお知らせします。 

詳細については、以下をクリックしてください： 
https://capsuletech.com/cookie-policy 
https://capsuletech.com/fr/cookie-policy 
https://capsuletech.com/de/cookie-policy 
https://capsuletech.com/ja/cookie-policy 

2. Cookie の目的 
Capsule では、そのサイトで使用する Cookie から、サイトを訪問したユーザーを認識し、その行動を識別し、好みを
記憶し、あるいはその設定に応じてパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。また、サイト上または 
サイト外におけるサードパーティのサービスや広告の提供に Cookie を使用する場合もあります。さらに Cookie は、
特定のサービスの運営や、当サイトの利用者の評価にも必要です。Cookie は、当社サイトの広告スペースに埋め込ま
れていることがあります。これらの広告スペースは、当社が提供するコンテンツやサービスの資金調達に利用します。 

2.1. Capsule サイトの Cookie 
Capsule がユーザーのデバイスに保存する Cookie には、次のようにいくつかの目的があります： 

• 必須 Cookie 
サイトのコア機能を正しく動作させるために必要な Cookie です。サイトの運用に必要なため、常に「有
効」に設定されます。 

プロバイダー 
Cookie 名 機能 

有効期限
（日数） 

Capsule 
Technologies csrftoken 

この Cookie は、Python 用の Django Web 開発プラットフォーム
に関連付けられています。その目的は、Web フォームに対する
特定のタイプのソフトウェア攻撃からサイトを保護することです。 364 

Capsule 
Technologies _gat 

この Cookie は Google Analytics がインストールします。この
Cookie は、訪問者による Web サイトの利用方法に関する情報の
保存に使用し、その Web サイトの活動状況に関する分析レポー
トの作成に利用します。 0 

Capsule 
Technologies user_session 

一意の IP アドレスを持つユーザーが特定の期間に Web サイトで
費やすアクティビティのセッション。 1 

https://capsuletech.com/cookie-policy
https://capsuletech.com/fr/cookie-policy
https://capsuletech.com/de/cookie-policy
https://capsuletech.com/jp/cookie-policy
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Capsule 
Technologies _ga 

この Cookie 名は、Google Universal Analytics に関連付けられて
います。これは、一般に使用されている Google の分析サービスの
重要なアップデートです。この Cookie は、ランダムに生成される
番号をクライアント識別子として割り当てて、一意のユーザーを
識別します。 
この Cookie は、サイト内の各ページ要求に組み込まれ、訪問者、
セッション、キャンペーンデータを計算してサイト分析レポート
に利用します。有効期限は、デフォルトで 2 年後に設定されてい
ますが、この値は Web サイトの所有者がカスタマイズできます。 730 

Capsule 
Technologies _gid 

この Cookie 名は、Google Universal Analytics に関連付けられて
います。新しく登場したCookieだと思われます。2017年春現在、
Google からの情報はありません。アクセスした各ページの一意
の値を保存し、更新しているようです。 1 

Capsule 
Technologies tarteaucitron 

この Cookie では、Google Tag Manager と同様に、さまざまな
サービスに関連付けられたタグまたはマーカーを自動的に配置で
きます。また、これらのタグや関連付けられた Cookie の使用に
ついて訪問者の明示的な同意を得る手段としても利用します。 90 

Capsule 
Technologies language 

このCookieは、ユーザーが選択したWebサイトの言語バージョン
を記憶します。 1 

Capsule 
Technologies __hssrc 

この Cookie 名は、HubSpot プラットフォーム上に構築した Web
サイトに関連付けられます。 
各 Web サイトでは、その分析に使用中であると通知されます。 0 

Capsule 
Technologies __hstc 

この Cookie 名は、HubSpot プラットフォーム上に構築した Web
サイトに関連付けらます。 
各 Web サイトでは、その分析に使用中であると通知されます。 390 

Capsule 
Technologies _gid 

この Cookie 名は、Google Universal Analytics に関連付けられてい
ます。新しく登場した Cookie だと思われます。2017 年春現在、
Google からの情報はありません。アクセスした各ページの一意
の値を保存し、更新しているようです。 1 

Capsule 
Technologies 

_gat_gtag_UA_1
75699144_1 Google Analytics 0 

Capsule 
Technologies _ga 

この Cookie 名は、Google Universal Analytics に関連付けられて
います。これは、一般に使用されている Google の分析サービス
の重要なアップデートです。この Cookie は、ランダムに生成され
る番号をクライアント識別子として割り当てて、一意のユーザー
を識別します。 
この Cookie は、サイト内の各ページ要求に組み込まれ、訪問者、
セッション、キャンペーンデータを計算してサイト分析レポート
に利用します。有効期限は、デフォルトで 2 年後に設定されてい
ますが、この値は Web サイトの所有者がカスタマイズできます。 730 

Capsule 
Technologies country 

この Cookie は、Web サイトでユーザーが選択した国のバージョン
を記憶します。 1 

Capsule 
Technologies __hssc 

この Cookie 名は、HubSpot プラットフォーム上に構築した Web
サイトに関連付けらます。各 Web サイトでは、その分析に使用
中であると通知されます。 0 
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Capsule 
Technologies hubspotutk 

この Cookie 名は、HubSpot プラットフォーム上に構築した Web
サイトに関連付けらます。HubSpot では、ユーザー認証が目的で
あると通知されます。セッション Cookie ではなく永続 Cookie な
ので、Strictly Necessary（不可欠）Cookie には分類できません。 390 

Capsule 
Technologies 

_gat_gtag_UA_2
164241_1 Google Analytics 0 

Capsule 
Technologies 

_gat_gtag_UA_2
164241_2 Google Analytics 0 

• 機能性 Cookie 
これらのCookieでは、サイトの利用状況を分析して、パフォーマンスの評価と向上が可能です。またこれらの
Cookieは、コンテンツとのやりとりの回数の測定や、設定を記憶することによって、サイトにおけるユーザー
エクスペリエンスを向上させるのにも役だっています。 

プロバイダー Cookie 名 機能 
有効期限 
（日数） 

Google Inc. _GRECAPTCHA スパムや悪用から Web サイトを守る Google の無料サービス 0 

• 広告 Cookie 
これらの Cookie は広告会社が使用して、ユーザーの興味に関連性の高いパーソナライズされた広告を提供
します。これらの Cookie は、ソーシャルネットワークとの情報共有や、広告に対するユーザーのアクセス
状況の記録にも役立ちます。 

プロバイダー Cookie 名 機能 
有効期限 
（日数） 

LinkedIn bscookie 

この Cookie は、Web サイトの所有者がコンテンツ共有ボタンが
そのページに設定している場合に、サードパーティのホストとし
て機能しますが、コンテンツとサービスは別の方法で埋め込むこ
とができます。このようなボタンでは、それがある Web サイト
に機能が追加されますが、Cookie は、訪問者が有効な Linkedin
プロファイルを持っているかどうか、または利用規約に同意して
いるかどうかにかかわらず、設定されます。そのため、この
Cookie は主に追跡/ターゲティングドメインに分類されます。 731 

LinkedIn lang 

このサブドメインは、LinkedIn のマーケティングサービスと連
携しており、Web サイトの所有者は LinkedIn のプロファイルデ
ータに基づいて、サイトのユーザーのタイプを把握し、働きかけ
の対象を絞ることができます。 0 

LinkedIn 
UserMatchHi
story 

この Cookie は、Web サイトの所有者がコンテンツ共有ボタンを
自分のページに設定した場合に、サードパーティのホストとして
機能しますが、コンテンツとサービスは別の方法で埋め込むこと
ができます。このようなボタンでは、それがある Web サイトに
機能が追加されますが、Cookie は、訪問者が有効な Linkedin プ
ロファイルを持っているかどうか、または利用規約に同意してい
るかどうかにかかわらず、設定されます。そのため、この
Cookie は主に追跡/ターゲティングドメインに分類されます。 30 
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LinkedIn lidc 

この Cookie は、Web サイトの所有者がコンテンツ共有ボタンを
自分のページに設定した場合に、サードパーティのホストとして
機能しますが、コンテンツとサービスは別の方法で埋め込むこと
ができます。このようなボタンでは、それがある Web サイトに
機能が追加されますが、Cookie は、訪問者が有効な Linkedin プ
ロファイルを持っているかどうか、または利用規約に同意してい
るかどうかにかかわらず、設定されます。そのため、この
Cookie は主に追跡/ターゲティングドメインに分類されます。 1 

LinkedIn bcookie 

この Cookie は、Web サイトの所有者がコンテンツ共有ボタンを
自分のページに設定した場合に、サードパーティのホストとして
機能しますが、コンテンツとサービスは別の方法で埋め込むこと
ができます。このようなボタンでは、それがある Web サイトに
機能が追加されますが、Cookie は、訪問者が有効な Linkedin プ
ロファイルを持っているかどうか、または利用規約に同意してい
るかどうかにかかわらず、設定されます。そのため、この
Cookie は主に追跡/ターゲティングドメインに分類されます。 731 

LinkedIn lang 

このサブドメインは、LinkedIn のマーケティングサービスと連
携しており、Web サイトの所有者は LinkedIn のプロファイルデ
ータに基づいて、サイトのユーザーのタイプを把握し、働きかけ
の対象を絞ることができます。 0 

LinkedIn 
AnalyticsSyn
cHistory 

所定の国のユーザーを対象に、lms_analytics Cookie との同期が
行われた時間に関する情報の保存に使用されます。 30 

3. Cookie とその他のテクノロジーの受け入れまたは拒否 
ユーザーは、いつでもこれらの Cookie をアンインストールできます。新しい Cookie がインストールされるときに、 
それを通知するようにブラウザを設定することもでき、それによって、ユーザーは、受け入れるかどうかを判断できます。
Cookie の受け入れ、または拒否は、個別に、または体系的に選択できます。 
以下のようにインターネットブラウザまたは OS の設定を変更して、Cookie の選択、管理、非アクティブ化、または
承認を直接行うことができます。 

■ Edge/Internet Explorer: https://support.microsoft.eom/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer- 
                                             delete-manage-cookies 
■ Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
■ Safari：https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR 
■ Google Chrome：https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
■ Opéra：http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
■ iOS：https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 
■ Android：https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices 

次のように、「追跡」の拒否を示すコードを Web サイトに送信する設定もブラウザで可能です（「トラッキング拒
否」オプション）。 

■ Edge / Internet Explorer：http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking- 
                                                 protection#ie=ie-11 
■ Firefox：https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister 
■ Safari：http://support.apple.com/kb/PH11952 
■ Google Chrome：https://support.qooqle.com/chrome/answer/114836? 
■ Opéra：http://help.opera.eom/Windows/12.10/fr/notrack.html 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection%23ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection%23ie=ie-11
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
http://support.apple.com/kb/PH11952
https://support.qooqle.com/chrome/answer/114836?
http://help.opera.eom/Windows/12.10/fr/notrack.html
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当社パートナー企業によるナビゲーションデータの使用を拒絶することができます。詳しくは、以下をご覧ください。 
■ AT Internet：http://www.atinternet.com/politique-du-respect-de-la-vie-privee/ 

これらのパートナー企業のリストは、今後変更される場合があります。これらの変更については、定期的にこのページ
でご確認ください。 

端末への Cookie 保存を拒否すると、以下のようなサイトの特定の機能の恩恵を受けることができなくなります。 
- ソーシャル Cookie の削除：ソーシャル共有機能（ボタンやモジュール）を使用できなくなります（いいね、 
    コンテンツ共有、コメント機能など）。 
- 広告 Cookie の削除：サイト上に表示される広告が、お客様の興味や好みに合わせて調整されなくなります。お客様 
   の興味や好みとの関連性は低くなりますが、広告表示が停止されるわけではありません。 

Capsule は、本サイトの運営に必要な Cookie がユーザーによって拒否または削除されたことに起因する本サイトと
サービスの両方またはいずれかの機能低下に関連する結果について、一切の責任を負いません。 

4. 欧州連合外へのデータ転送 

一部のパートナー企業の所在地は欧州連合外にあるため、収集した個人データは欧州連合非加盟国に転送される場合
があり、個人データの保護に関する法律が欧州連合の法律とは異なる場合があります。 

その場合、Capsule はこれらのデータのセキュリティと機密性を確保するための以下の手段に従って、これらの転送
が法的枠組みを遵守することを保証します： 

• 十分な保護水準にある国への転送。 
• 欧州委員会によって発行された契約条項への署名。 
• または十分な保護水準を保証するためのその他の規制上または契約上の手段。 

なお、当社は、お客様の個人情報を、依頼されたサービスの管理または提供にのみ使用することを、パートナー企業
に要求しています。また、当社は、常に個人データの保護に関する適用法に従って行動し、個人データの機密性に特
別の注意を払うよう、これらのパートナー企業に求めます。 

5. 有用な情報 

収集される可能性のある個人データの取扱いに関する規則を定めた Capsule のプライバシーポリシーを参照してく
ださい。 

Cookie、Cookie の使用、関連するお客様の権利の詳細については、以下のアドレスのリンクや有用な情報でご確認
いただけます： 

• Cookie：Cookie の管理ツール：https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
• プライベートブラウジングについて：https://www.cnil.fr/fr/la-navigation-privee-pour-limiter-les- 
                                                              risques-de-piratage-de-vos-comptes-en-ligne 
• お客様のオンライン ID を守るための 4 つの行動様式：https://www.cnil.fr/fr/4-reflexes-pour-mieux- 
                                                                                                proteger-votre-identite-en-ligne 

さらに、CNIL は、閲覧中の Cookie やその他のトラッカーの影響を測定するための視覚化ツールを提供しています。 

 

 

http://www.atinternet.com/politique-du-respect-de-la-vie-privee/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/la-navigation-privee-pour-limiter-les-
https://www.cnil.fr/fr/la-navigation-privee-pour-limiter-les-risques-de-piratage-de-vos-comptes-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/4-reflexes-pour-
https://www.cnil.fr/fr/4-reflexes-pour-mieux-proteger-votre-identite-en-ligne
https://www.cnil.fr/fr/4-reflexes-pour-mieux-proteger-votre-identite-en-ligne
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• Cookieviz：https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre- 
                        navigation 

最後に、YourOnlineChoices では、行動ターゲティング広告に関する詳しい情報を得ることができます。 
• YourOnlineChoices：http://www.youronlinechoices.com/fr/a-propos-de-la-publicite- 
                                      comportementale 

https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-
https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-de-votre-navigation
http://www.youronlinechoices.com/fr/a-propos-de-la-publicite-
http://www.youronlinechoices.com/fr/a-propos-de-la-publicite-comportementale

