
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

Aiwood株式会社（以下，「当社」といいます。）は，本ウェブサイト上で提供するサービス（以下,
「本サービス」といいます。）における，ユーザーの個人情報の取扱いについて，以下のとおりプ

ライバシーポリシー（以下，「本ポリシー」といいます。）を定めます。

第1条（個人情報）
「個人情報」とは，個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし，生存する個人に関する情

報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日，住所，電話番号，連絡先その他の記述等に

より特定の個人を識別できる情報及び容貌，指紋，声紋にかかるデータ，及び健康保険証の保

険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報（個人識別情報）を指します。

第2条（個人情報の収集方法）
当社は，ユーザーが利用登録をする際に氏名，生年月日，住所，電話番号，メールアドレス，銀

行口座番号，クレジットカード番号，運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがありま

す。また，ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済

に関する情報を,当社の提携先（情報提供元，広告主，広告配信先などを含みます。以下，｢提携
先｣といいます。）などから収集することがあります。

第3条（個人情報を収集・利用する目的）
当社が個人情報を収集・利用する目的は，以下のとおりです。

1. 当社サービスの提供・運営のため
2. ユーザーからのお問い合わせに回答するため（本人確認を行うことを含む）
3. ユーザーが利用中のサービスの新機能，更新情報，キャンペーン等及び当社が提供す
る他のサービスの案内のメールを送付するため

4. メンテナンス，重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
5. 利用規約に違反したユーザーや，不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユー
ザーの特定をし，ご利用をお断りするため

6. ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更，削除，ご利用状況の閲覧を行っていただく
ため

7. 有料サービスにおいて，ユーザーに利用料金を請求するため
8. 上記の利用目的に付随する目的のため
9. ビジネスパートナーと個人情報を共同利用するため
10.弊社で行う別アプリとの連携のため

第4条（利用目的の変更）
1. 当社は，利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り，個人情
報の利用目的を変更するものとします。

2. 利用目的の変更を行った場合には，変更後の目的について，当社所定の方法により，
ユーザーに通知し，または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条（個人情報の第三者提供）
1. 当社は，次に掲げる場合を除いて，あらかじめユーザーの同意を得ることなく，第三者に
個人情報を提供することはありません。ただし，個人情報保護法その他の法令で認めら

れる場合を除きます。



a. 人の生命，身体または財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同
意を得ることが困難であるとき

b. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
であって，本人の同意を得ることが困難であるとき

c. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

d. 予め次の事項を告知あるいは公表し，かつ当社が個人情報保護委員会に届出
をしたとき

i. 利用目的に第三者への提供を含むこと

ii. 第三者に提供されるデータの項

iii. 第三者への提供の手段または方法

iv. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること

v. 本人の求めを受け付ける方法

2. 前項の定めにかかわらず，次に掲げる場合には，当該情報の提供先は第三者に該当し
ないものとします。

a. 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部また
は一部を委託する場合

b. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
c. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって，その旨並びに共
同して利用される個人情報の項目，共同して利用する者の範囲，利用する者の

利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名

称について，あらかじめ本人に通知し，または本人が容易に知り得る状態に置い

た場合

第6条（個人情報の開示）
1. 当社は，本人から個人情報の開示を求められたときは，本人に対し，遅滞なくこれを開示
します。ただし，開示することにより次のいずれかに該当する場合は，その全部または一

部を開示しないこともあり，開示しない決定をした場合には，その旨を遅滞なく通知しま

す。なお，個人情報の開示に際しては，1件あたり1，000円の手数料を申し受けます。
a. 本人または第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある
場合

b. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
c. その他法令に違反することとなる場合

2. 前項の定めにかかわらず，履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報につい
ては，原則として開示いたしません。

第7条（個人情報の訂正および削除）
1. ユーザーは，当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には，当社が定
める手続きにより，当社に対して個人情報の訂正，追加または削除（以下，「訂正等」とい

います。）を請求することができます。

2. 当社は，ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合
には，遅滞なく，当該個人情報の訂正等を行うものとします。

3. 当社は，前項の規定に基づき訂正等を行った場合，または訂正等を行わない旨の決定
をしたときは遅滞なく，これをユーザーに通知します。

第8条（個人情報の利用停止等）



1. 当社は，本人から，個人情報が，利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由
，または不正の手段により取得されたものであるという理由により，その利用の停止また

は消去（以下，「利用停止等」といいます。）を求められた場合には，遅滞なく必要な調査

を行います

2. 前項の調査結果に基づき，その請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく
，当該個人情報の利用停止等を行います。

3. 当社は，前項の規定に基づき利用停止等を行った場合，または利用停止等を行わない
旨の決定をしたときは，遅滞なく，これをユーザーに通知します。

4. 前2項にかかわらず，利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うこ
とが困難な場合であって，ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべ

き措置をとれる場合は，この代替策を講じるものとします。

第9条（プライバシーポリシーの変更）
1. 本ポリシーの内容は，法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて，ユー
ザーに通知することなく，変更することができるものとします。

2. 当社が別途定める場合を除いて，変更後のプライバシーポリシーは，本ウェブサイトに掲
載したときから効力を生じるものとします。

第10条（お問い合わせ窓口）
本ポリシーに関するお問い合わせは，下記の窓口までお願いいたします。

住所：東京都墨田区石原１－１８－７

社名：Aiwood株式会社
担当部署：開発事業部

Eメールアドレス：info@aiwood.co.jp

以上

---



利用規約

この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，Aiwood株式会社（以下，「当社」といいます。）
がこのウェブサイト上で提供するサービス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定め

るものです。登録ユーザーの皆さま（以下，「ユーザー」といいます。）には，本規約に従って，本

サービスをご利用いただきます。

第1条（適用）
本規約は，ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものと

します。

当社は本サービスに関し，本規約のほか，ご利用にあたってのルール等，各種の定め（以下，

「個別規定」といいます。）をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わら

ず，本規約の一部を構成するものとします。

本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には，個別規定において特段の定めな

き限り，個別規定の規定が優先されるものとします。

第2条（利用登録）
本サービスにおいては，登録希望者が本規約に同意の上，当社の定める方法によって利用登録

を申請し，当社がこれを承認することによって，利用登録が完了するものとします。

当社は，利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合，利用登録の申請を承認しない

ことがあり，その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

本規約に違反したことがある者からの申請である場合

その他，当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第3条（ユーザーIDおよびパスワードの管理）
ユーザーは，自己の責任において，本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理す
るものとします。

ユーザーは，いかなる場合にも，ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し，も
しくは第三者と共用することはできません。当社は，ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登
録情報と一致してログインされた場合には，そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による
利用とみなします。

ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は，当社に故意
又は重大な過失がある場合を除き，当社は一切の責任を負わないものとします。

第4条（利用料金および支払方法）
ユーザーは，本サービスの有料部分の対価として，当社が別途定め，本ウェブサイトに表示する

利用料金を，当社が指定する方法により支払うものとします。

ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には，ユーザーは年14．6％の割合による遅延損害
金を支払うものとします。

第5条（禁止事項）
ユーザーは，本サービスの利用にあたり，以下の行為をしてはなりません。

法令または公序良俗に違反する行為

犯罪行為に関連する行為

本サービスの内容等，本サービスに含まれる著作権，商標権ほか知的財産権を侵害する行為

当社，ほかのユーザー，またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり

，妨害したりする行為

本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為



当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為

不正アクセスをし，またはこれを試みる行為

他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

不正な目的を持って本サービスを利用する行為

本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益，損害，不快感を与える行為

他のユーザーに成りすます行為

当社が許諾しない本サービス上での宣伝，広告，勧誘，または営業行為

面識のない異性との出会いを目的とした行為

当社のサービスに関連して，反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

その他，当社が不適切と判断する行為

第6条（本サービスの提供の停止等）
当社は，以下のいずれかの事由があると判断した場合，ユーザーに事前に通知することなく本

サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

地震，落雷，火災，停電または天災などの不可抗力により，本サービスの提供が困難となった場

合

コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

その他，当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

当社は，本サービスの提供の停止または中断により，ユーザーまたは第三者が被ったいかなる

不利益または損害についても，一切の責任を負わないものとします。

第7条（利用制限および登録抹消）
当社は，ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には，事前の通知なく，ユーザーに対して

，本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し，またはユーザーとしての登録を抹消すること

ができるものとします。

本規約のいずれかの条項に違反した場合

登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

料金等の支払債務の不履行があった場合

当社からの連絡に対し，一定期間返答がない場合

本サービスについて，最終の利用から一定期間利用がない場合

その他，当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は，本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について，一切の責任を

負いません。

第8条（退会）
ユーザーは，当社の定める退会手続により，本サービスから退会できるものとします。

第9条（保証の否認および免責事項）
当社は，本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性，信頼性，正確性，完全性，有効性，

特定の目的への適合性，セキュリティなどに関する欠陥，エラーやバグ，権利侵害などを含みま

す。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

当社は，本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いませ

ん。ただし，本サービスに関する当社とユーザーとの間の契約（本規約を含みます。）が消費者

契約法に定める消費者契約となる場合，この免責規定は適用されません。

前項ただし書に定める場合であっても，当社は，当社の過失（重過失を除きます。）による債務不

履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害（当社また

はユーザーが損害発生につき予見し，または予見し得た場合を含みます。）について一切の責

任を負いません。また，当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履行または不法行為に



よりユーザーに生じた損害の賠償は，ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の

額を上限とします。

当社は，本サービスに関して，ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取

引，連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第10条（サービス内容の変更等）
当社は，ユーザーに通知することなく，本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中

止することができるものとし，これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いま

せん。

第11条（利用規約の変更）
当社は，必要と判断した場合には，ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更すること

ができるものとします。なお，本規約の変更後，本サービスの利用を開始した場合には，当該

ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

第12条（個人情報の取扱い）
当社は，本サービスの利用によって取得する個人情報については，当社「プライバシーポリシー」

に従い適切に取り扱うものとします。

第13条（通知または連絡）
ユーザーと当社との間の通知または連絡は，当社の定める方法によって行うものとします。当社

は,ユーザーから,当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録されている連
絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時にユーザー
へ到達したものとみなします。

第14条（権利義務の譲渡の禁止）
ユーザーは，当社の書面による事前の承諾なく，利用契約上の地位または本規約に基づく権利

もしくは義務を第三者に譲渡し，または担保に供することはできません。

第15条（準拠法・裁判管轄）
本規約の解釈にあたっては，日本法を準拠法とします。

本サービスに関して紛争が生じた場合には，当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合

意管轄とします。

以上



アプリの使い方（ユーザー）

1.気になるお店やユーザーをフォロー
フォローしたお店から承認されると、お店のポイントカードがもらえます！

たくさんのカードも街ログ一つで管理できるので、気軽にお買いものを楽しめます。

ユーザーをフォローすればホーム画面で投稿を見ることができます。

2.写真を投稿
街で見つけた素敵なお店や場所の思い出を投稿しましょう。

スタンプや場所情報をつけることで、投稿内容をより良いものにできます。

3.ポイントをためて特典をゲット
お店と相互フォローするとポイントカードをもらえます。

条件を満たしてポイントをためれば、お店から特典がもらえます！

4.ポイントをためて植物を育てよう
ポイントカードには素敵な植物があり、ポイントをためるほど植物が育っていきます。育てた植物

はコレクションに表示されるので、どれだけたくさんの植物を育てたかがすぐに分かります。どん

な植物が育つかはカードによって様々なので、お店をたくさん利用して素敵なコレクションを集め

てください。

アプリの使い方（店舗）

1.気になるお店やユーザーをフォロー
お気に入りの投稿をするアカウントがあったらフォローしてみましょう。

フォローすることでユーザーの投稿がホーム画面に表示されるようになります。

2.写真を投稿
街で見つけた素敵なお店や場所の思い出を投稿しましょう。

スタンプや場所情報をつけることで、投稿内容をより良いものにできます。

3.ポイントカードを作成
ポイント画面からお店のポイントカードを作成することができます。

ポイントがもらえる条件、有効期限、カードランクなどを自由に決めて、素敵なポイントカードを作

りましょう。

よくある質問（ユーザー）
投稿をするにはどうすればいいですか？

写真を投稿するには、アプリ下部にある「Memories」をタップしてください。
お好きな写真を選択し、コメントやスタンプをつけて投稿することができます。

複数の写真を投稿するにはどうすればいいですか？

写真を選択するときに複数の写真をタップすることで、1つの思い出として投稿することができま
す。



写真を編集するにはどうしたらいいですか？

投稿する写真を選択したあとにフィルターを選んだりトリミングしたりすることができます。

他のユーザーや街ログを利用しているお店の探し方は？

ホーム画面右上にある”🔍”アイコンをタップすると、アカウントを検索することができます。キー
ワードやエリア情報、カテゴリーを検索条件に入れることでアカウントを見つけやすくなります。

（※個人アカウントの方）お店のポイントカードをもらうにはどうすればいいですか？

まずはポイントカードが欲しいお店のアカウントをフォローしましょう。

お店の方からもフォローされるとポイントカードがもらえます。

※ポイントカードがもらえるのは個人アカウントのみで、店舗アカウントはもらえません。

（※個人アカウントの方）お店からポイントをもらうにはどうすればいいですか？

アプリ下部にある「Point」メニューをタップして、ポイントカード一覧画面に移動します。ポイント
カードに表示されている”（ポイントアイコン）”をタップすることでお店にポイント申請することができ
ます。

（※個人アカウントの方）ポイント申請中とあり、お店にポイント申請ができません。

一度お店にポイント申請をすると、お店からポイントをもらうまで申請はできません。お店にメッ

セージを送るなどしてポイント承認をしてもらいましょう。

（※個人アカウントの方）ポイントカードの特典を使いたいです。

アプリ下部にある「Point」メニューをタップして、ポイントカード一覧画面に移動します。ポイントの
たまったポイントカードをタップすると詳細画面に移動します。下に「カード満了特典をつかう」と表

示されるので、そのボタンをタップしてお店の人に画面を表示し、特典をご利用ください。

よくある質問（店舗）

投稿をするにはどうすればいいですか？

写真を投稿するには、アプリ下部にある「Memories」をタップしてください。
お好きな写真を選択し、コメントやスタンプをつけて投稿することができます。

複数の写真を投稿するにはどうすればいいですか？

写真を選択するときに複数の写真をタップすることで、1つの思い出として投稿することができま
す。

写真を編集するにはどうしたらいいですか？

投稿する写真を選択したあとにフィルターを選んだりトリミングしたりすることができます。

他のユーザーや街ログを利用しているお店の探し方は？

ホーム画面右上にある”🔍”アイコンをタップすると、アカウントを検索することができます。キー
ワードやエリア情報、カテゴリーを検索条件に入れることでアカウントを見つけやすくします。

ポイントカードを作るにはどうすればいいですか？

アプリ下部にある「Point」メニューをタップしたあと、「ポイントカード新規作成」ボタンをタップしま
す。カード名や有効期限、ポイントがもらえる条件などを設定できます。



ポイントの送り方を教えてください。

個人アカウントと相互フォローをすると、アカウントはポイント画面の顧客リストに移動します。ポ

イント申請中のアカウントには赤いマークがつくので、アカウン詳細画面からポイント承認画面に

移動してください。

1回のポイント承認時に複数のポイントをあげたいです。
ポイント承認画面ではカードに押すスタンプの数を選ぶことができます。あげたいポイントの数だ

けタップしたあと、ポイント確定をしてください。

このアプリについて

利用上の注意点

● 本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。

● 不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。

● 本アプリご利用にあたっては、スマートフォンおよび第一暗証やID・パスワード等を厳重
に管理してください。

● 本アプリに登録したメールアドレス、パスワード等の認証情報は本アプリ内に保存されま

すので、本アプリをインストールした端末の管理には十分にご注意ください。

● スマートフォンの紛失・盗難には十分ご注意ください。万一、本アプリをダウンロードした

スマートフォンの紛失・盗難が発生した場合には、ただちに携帯電話会社に連絡の上、

通信等の利用を停止してください。

● 本アプリをダウンロードしたスマートフォンの変更、売却、および、携帯電話会社との契約

解除等の際には、必ず本アプリを事前に削除してください。

● お客さまは自己の責任で本アプリを利用するものであり、本アプリが表示する商品情報

や、その他機能において表示された情報に基づいてお客さまが行ったことの結果につい

て、弊社に責めがある場合を除き、弊社およびパートナー会社は一切その責任を負いま

せん。お客さまが、これらの情報につき正確な最新情報を必要とする場合には、直接

Aiwood株式会社のインターネットサービスサイトにアクセスして情報をご確認ください。
● 本アプリの利用料は無料ですが、ダウンロードおよびご利用には別途通信料がかかり、

お客さまのご負担となります（本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作し

ないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます）。

街ログについて（ユーザー）

地域リアルソーシャルネットワークアプリ「街ログ」は、地域のお店とユーザーの

皆さまの繋がりを増やすためのサービスです。それぞれの地域にある魅力的な体験を投稿し素

敵なお店を利用することで、地域にある素敵な居場所を見つけることができます。

ポイントカード機能を使うことで、アプリ一つで複数のカード管理ができます。

街ログについて（店舗）

地域リアルソーシャルネットワークアプリ「街ログ」は、地域にある店舗の皆さまとユーザーの

方々の繋がりを増やすためのサービスです。地域にある魅力的な店舗と結びついた投稿やポイ

ントカード管理機能を使うことで、より多くのお客さまにお店をご利用いただけます。



ポイントカードについて（ユーザー）
街ログではお店がもつポイントカードを管理することができます。ポイントカードがほしいお店のア

カウントをフォローしお店からもフォローされることで、ポイントカードを手に言いれることができま

す。

ポイントのため方

ポイントカードには店舗からのスタンプを押してもらうことでポイントをためることができます。スタ

ンプをもらう条件はポイントカードによって異なり、カード一覧画面から確認することができます。

条件を満たしたらポイントカード詳細画面からポイントを申請します。お店から承認をもらうこと

で、ポイントがたまっていきます。

特典のつかい方

ポイントカードのスタンプを全てためることで、カードの特典をつかうことができます。ポイントがた

まったカードの詳細画面で「カード満了特典をつかう」ボタンを押すことで、特典をもらうことができ

ます。

特典をつかうにはお店の人の確認が必要なので、お店で操作をお願いします。

ポイントカードについて（店舗）
街ログではお店がもつポイントカードを管理することができます。フォローされたユーザーに対し

フォローすることでポイントカードをあげることができ、ユーザーからの申請を承認することでポイ

ントをあげることができます。

ポイントカードのあげ方

ユーザーアカウントと相互フォローをすることで、店舗はそのユーザーにポイントカードをあげるこ

とができます。一度相互フォローをすればフォローが外れてしまった後でもユーザーはポイント

カードを利用することができます。

ポイントの送り方

ユーザーがポイントを申請すると、店舗側に通知が届きます。ポイント承認画面からユーザーに

あげたいポイントの数だけカードをタップし、確定ボタンを押すことでポイントをあげることができま

す。もしユーザーがポイントをあげる条件を満たしていない場合は、メッセージと一緒に申請を拒

否することもできます

ポイントカードの特典について

店舗はポイントカードごとにお好きな特典を設定することができます。ユーザーがお店を利用する

ことでポイントがたまっていき、全てたまると特典を申請することができます。特典を使う場合は

店舗側に確認してもらう必要があります。


