
VP Advisors K.K. fully understand the importance of protecting personal information, and 
observe all applicable laws and regulations relating to privacy protection.  
 
Last updated on 18 October 2022. 
 
 
Principles 
 
This Privacy Policy applies to all matters relating to the handling of personal information on 
the website (the Website) located at http://otoyostrength.com/, which is operated by VP 
Advisors K.K 
 
We will comply with all applicable laws and regulations concerning privacy protection in 
handling your personal information. 
 
We will only collect your personal information by appropriate and fair means. 
 
We will not use your personal information beyond the scope of the purpose of use that we 
have previously specified, unless you give your prior consent. 
 
We will not provide third parties with your personal information unless you give your prior 
consent, other than as specifically set forth in this Privacy Policy. 
 
We will at all times assign responsibility for protection of personal information and 
development of our internal systems to a designated officer in order to help ensure 
appropriate management of personal information. 
 
We will maintain appropriate safeguards to protect your personal information from 
improper disclosure or modification and from unauthorized access. 
 
We will regularly review this Privacy Policy to help ensure that appropriate safeguards are 
maintained. 
 
We will respond appropriately to requests from our users to disclose the personal 
information that we maintain concerning them, to correct any inaccuracies in such 
information and to cease use of their personal information. 
 
 
Handling of personal data 
 
Appropriate Collection 
 
We will only collect your personal information by appropriate and fair methods 
 
 
Type of Information We Collect 



The personal information we collect may include your full name, e-mail address, phone 
number, company name and purpose of use of the Website. 
 
Purpose of Use 

• Personal information we collect may be used for the following purposes: 
• Providing services on the Website (hereinafter called the Online Services) to 

customers and conducting related operations 
• Processing of customer applications for the Online Services for members; 
• Responses to customer inquiries and complaints 
• Efforts to design and improve the Service customized to interests of consumers, 

including through sending questionnaires to customers (no personal information 
collected thereby will be disclosed to any third parties) 

 
Efforts to customize the Service to the interests of our users, including through sending 
questionnaires to customers (no personal information collected thereby will be disclosed to 
any third parties) 
 
 
Notifications to contest winners. 
Before using personal information for any purpose other than those listed above, we will 
notify you to request your consent, and will not use your personal information for such 
other purpose unless you give your consent. 
 
 
Providing Information to Third Parties 

• We will not provide your personal information to any third party without your 
advance consent, except where such disclosure: 

• Is in accordance with or required by applicable law 
• Is necessary for the protection of the safety or property of our users or the public, 

and it is difficult or impractical to obtain the consent of the individual 
• Is necessary for public health or education and it is difficult or impractical to obtain 

the consent of the individual 
• Is made in cooperation with national or local authorities, or an individual or entity 

appointed by such authorities to enforce the law or carry out legal process, and in 
which seeking the consent of the individual could affect such enforcement or legal 
process 

• Is made pursuant to a merger, acquisition or other business combination. 
• We may disclose aggregate information regarding users (not including personally 

identifiable information) to third parties that we believe to be reputable. Please also 
see About Cookies below. 

 
If we entrust an individual or entity with the handling of any personal information, we will 
exercise necessary and appropriate supervision over such individual or entity to ensure the 
security of such personal information. 
 
 
Children 



 
We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. If a 
child under 13 has provided us with personal information without parental or guardian 
consent, the parent or guardian may e-mail us, and we will remove such information from 
our database and cease promotional contacts with the child. 
 
 
For all enquiries, please send an email to info@otoyostrength.com 
 
 
 
株式会社 VP Advisors（以下「当社」といいます。）は，個⼈情報の重要性を⼗分に認識し，プライ

バシー保護に関する法令その他の規範を遵守致します。また，以下にプライバシー保護指針を策定

し，利⽤者のプライバシー保護に努めます。 

 

最終更新⽇： 2022 年 10 ⽉ 18 ⽇ 

 

基本指針 

このプライバシーポリシーは，株式会社 VP Advisors が運営するウェブサイト

http://otoyostrength.com/における個⼈情報の取扱いの⼀切について適⽤されます。 

 

当社は，個⼈情報の取扱において，プライバシー保護に関する諸法規を遵守します。 

 

当社は，適正かつ公正な⼿段によって，個⼈情報を取得します。 

 

当社は，本⼈の事前の同意を得ることなく，あらかじめ特定された利⽤⽬的の範囲を超えて個⼈情報

を取り扱うことは致しません。 

 

当社は，このポリシーに特に定める場合を除き，本⼈の事前の同意を得ることなく，その個⼈情報を

第三者に提供致しません。 

 

当社は，個⼈情報保護管理者を選任し，個⼈情報を適正に取り扱うための体制を整備します。 

 

当社は，安全管理のための適切な措置を講じ，不正開示，改ざんその他の不正アクセスから個⼈情報

を保護します。</li><li>当社は，適切な情報安全管理を維持するため，定期的にこのポリシーを⾒直

します。</li><li>当社の保有する個⼈情報について本⼈から開示，訂正，利⽤停⽌の請求を受けた場

合，当社は，これに適切に対処します。 

 

 

個⼈情報の取扱いについて 



 

適正な取得 

 

当社は，適正かつ公正な⼿段によって，個⼈情報を取得します。 

 

取得する情報</p><p>当社は，次に掲げる個⼈情報を収集します。- 姓名，メールアドレス，電話番

号、社名、当ウェブサイトの利⽤⽬的など 

 

利⽤⽬的 

 

取得した個⼈情報は，次の各号に定める⽬的の範囲内で利⽤します。 

 

• 当ウェブサイト上でのサービス（以下「オンラインサービス」といいます。）の提供及びこ

れに伴う事務処理>会員制のオンラインサービスについての申込⼿続の処理／利⽤者からの

問い合わせ及び苦情への対応 

• アンケート実施を含む、利⽤者の関⼼に即したオンラインサービスの企画開発および改善

（これにより利⽤者に対してアンケートを実施することがありますが，アンケートによって

収集された個⼈情報が第三者に開示されることはありません。） 

• アンケート実施を含め、利⽤者の関⼼に即したサービスにカスタマイズすること当社，コン

テンツ提供者または広告主の商品及びサービスのご案内ならびにアンケートの実施（収集さ

れた個⼈情報が第三者に開示されることはありません。） 

• 各種懸賞等に当選した会員への通知 

• メールマガジン配信（希望者のみ） 

 

上記の利⽤⽬的の範囲を超えて個⼈情報を利⽤する場合は，あらかじめ利⽤⽬的を明示し，本⼈の同

意を得るものとし、本⼈の同意がない利⽤⽬的で個⼈情報を使⽤いたしません。 

 

 

第三者への情報提供 

 

当社は，次に掲げる場合を除き，あらかじめ本⼈の同意を得ることなく，個⼈情報を第三者に提供致

しません。 

 

法令に基づく場合（個⼈情報保護に関する諸法規に基づく場合を含みます。） 

 

• 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

が困難である場合 



• 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場合 

• 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場合 

• 合併その他の事由による事業の承継に伴って会員の個⼈情報が提供される場合 

 

 

当社は，信頼できる第三者に対し，統計情報を提供することがあります。これらの情報から，個⼈が

特定されることはありません。後記「クッキーの利⽤について」もご参照ください。 

 

当社は，個⼈情報の取扱いの全部または⼀部を第三者に委託する場合は，その取扱いを委託された個

⼈情報の安全管理が図られるよう，当該委託先との間で，必要かつ適切な監督を⾏います。 

 

年少者からの情報収集について 

当社は，13 歳未満の児童から個⼈情報を意識的に収集することはありません。13 歳未満の児童が親

⼜は保護者の同意を得ずに個⼈情報を当社に提供した場合，その⼦の親または保護者は，当社に対

し，Ｅメールで請求することにより，当社のデータベースから当該児童の情報を消去し，当該児童へ

のサービス案内を停⽌することができます。 

 

メディア 

サイトに画像をアップロードする際、位置情報 (EXIF GPS) を含む画像をアップロードするべきでは

ありません。サイトの訪問者は、サイトから画像をダウンロードして位置データを抽出することがで

きます。 

 

個⼈情報の取扱に関するお問い合わせ及び苦情の連絡先 
info@otoyostrength.com 


