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NOVAKID COOKIEポリシー
1.

はじめに
Novakid 一般利用規約の不可欠の部分である現行のCookieポリシー（以下：「Cookieポリシー」という）は、
NovaKidがwww.novakidschool.com サイトならびにそのすべてのサブドメインおよびサブサイト（以下の
個々の言語サイトを含む：ae.novakidschool.com, ar.novakidschool.com, arab-fr.novakidschool.com, arab
ic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com, cz.novakidsc
hool.com, de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com, global.novakidschool.co
m, gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com, il.novakidschool.com, in-en.nov
akidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com, kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.c
om, my.novakidschool.com, pl.novakidschool.com, pt.novakidschool.com, ro.novakidschool.com, sa.nova
kidschool.com, school.novakidschool.com, sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.com) に対し、当社の
サービスを提供、カスタマイズ、評価、強化、促進、および保護するため、どのようにCookieや類似の技術
を使用するかを説明するものです。Cookieポリシーは、NovaKidのプライバシーポリシーの不可欠な部分
を形成します。このCookieポリシーに記載されていない用語は、NovaKidの一般利用規約およびプライバ
シーポリシーで定義されているのと同様の意味を持つことにご留意ください。ご不明な点がございましたら、
help@novakidschool.comまでお気軽にお問い合わせください。

2.

COOKIEとは何ですか？
Cookie（クッキー）とは、ユーザーがウェブサイトを訪問する際にデバイスに送られるファイルです。NovaKi
dは、ユーザーが再度の機会にウェブサイトにアクセスしたときに、インターネットやトランザクションでのナ
ビゲートを容易にするため、またはユーザーの行動に関する情報にアクセスするために、Cookieに再度ア
クセスできます。Cookieはブラウザに送られ、デバイスのハードドライブに保存されます。ユーザーが当社
のウェブサイトにアクセスするときに、当社はCookieを介してユーザーから自動的に情報を収集することが
あります。

3.

どのような種類のCOOKIEを使用していますか？
a）

厳密に必要なCookie。これらのCookieは、本ウェブサイトの運用に不可欠です。そのため、これらな
しでは、本ウェブサイトおよび本サービスの運営と利用提供ができません。これらはユーザーのアカ
ウントを確認し、novakidschool.comで行った選択を記憶するために役立ちます。
eプライバシー指令（プライバシーおよび電子通信指令2002/58/EC、プライバシーおよび電子通信
に関するEU指令）の第5条（3）に従い、次のCookieの技術的な保存またはアクセスには同意は必要
ありません。
● 通信の伝達を実行することのみを目的として使用されるCookie、
● ユーザーが明示的に必要とする情報社会サービスの提供者が、本サービスを提供するた
めに厳密に必要とするCookie。

b)

調査、パフォーマンス、および解析Cookie。これらのCookieは、ユーザーのnovakidschool.comとのイ
ンタラクションを解析することにより、より良いユーザーエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。
たとえば、どのページが最も頻繁に使用されているか、どのニュースレターが最も人を引き付けるか、
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NovaKidのどんなタイプの機能が最も人気があるかを特定するのに役立ちます。これにより、ユーザ
ーの興味に応じてNovaKidのウェブサイトとサービスを改良することができます。
c）

4.

広告Cookie。これらのCookieは、ウェブサイトおよび/またはサービスの過去の使用に基づいて、ユ
ーザーに情報とカスタマイズされた広告を提供するのに役立ちます。これらのCookieはユーザーの
使用状況データを監視しており、Cookieを使用することにより、個人データとは見なされない情報が、
リマーケティングおよび行動ターゲティングアクティビティを管理するパートナーに転送されます。

当社が使用するCOOKIEのリスト

4.1 厳密に必要なCookie

サービス提供者名

Cookie名

novakidschool.com

intercom-state

novakidschool.com

SESS#

novakidschool.com

_ym_visorc

説明

チャットボックスの機能を最適化する
ため、ウェブサイトが訪問者を認識で
きるようにします。

ページリクエストをまたいでユーザー
の状態を保持します。

セッションリプレイが正しく機能するこ
とを許可します

有効期限

永続的

セッション

永続的

4.2 調査、パフォーマンス、および解析Cookie

サービス提供者名

novakidschool.com

novakidschool.com

Cookie名

__vw_tab_guid

_dc_gtm_UA-#

説明

訪問者のウェブサイト上での行動に
関するデータを登録します。これは、
内部解析とウェブサイトの最適化に
使用されます。

Googleタグマネージャーが、Google
Analyticsスクリプトタグの読み込みを
制御するために使用します。

_ga;
novakidschool.com

_gid;
_gat;

有効期限

セッション

1日

_ga: 2年;
訪問者がウェブサイトを使用する状
況に関する統計データを生成するた

_gid: 1日;
_gat: 1日;
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めに使用される、一意のIDを登録し
ます。

novakidschool.com

collect

訪問者のデバイスと動作に関するデ
ータをGoogleアナリティクスに送信す
るために使用されます。デバイスや
マーケティングチャネルをまたいで

セッション

訪問者を追跡します。

_ym_d

訪問者が最初にウェブサイトにアク
セスした日付が含まれます。

１年

_ym_isad

このCookieは、訪問者がブラウザに
アドブロッカーソフトウェアを持って
いるかどうかを判断するために使用
されます。

1日

_ym_retryReqs

ウェブサイトでのユーザーの行動に
関する統計データを記録します。ウ
ェブサイト運営者による内部解析に
使用されます。

永続的

novakidschool.com

_ym_uid

このCookieは、訪問者のウェブサイト
での行動に関する非個人的な情報
および非個人的な訪問者統計を収
集するために使用されます。

１年

novakidschool.com

referrer

ユーザーがアクセスしたウェブサイト
のデータを保存します。

novakidschool.com

novakidschool.com

novakidschool.com

novakidschool.com

tmr_reqNum

ローカルCookieファイルは、サーバ
ーに送信されたリクエストの数を保
存し、データ転送損失の推定に使

29日

１年

用される場合があります。
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Hotjarスクリプトが実行されると、当
社はページのホスト名ではなく、使
用すべき最も一般的なCookieパス

novakidschool.com

_hjTLDTest

の決定を試みます。これは、Cookie
をサブドメイン間で共有できるように
するために行われます（該当する場
合）。これを決定するために、失敗
するまで、さまざまなURLサブストリ
ングの代替の_hjTLDTestCookieの

永続的

保存を試みます。このチェックの
後、Cookieは削除されます。

顧客がHotjarスクリプトを使用して最
初にページにアクセスしたときに設

novakidschool.com

novakidschool.com

_hjid

tmr_reqNum

定されるHotjar Cookie。そのサイト
に固有のHotjarユーザーIDをブラウ
ザ上に持続させるために使用されま
す。これにより、同じサイトへの以降
のアクセスでの行動が同じユーザー
IDに起因することが保証されます。
ローカルCookieファイルは、サーバ
ーに送信されたリクエストの数を保
存し、データ転送損失の推定に使
用される場合があります。

１年

１年

Hotjarスクリプトが実行されると、当
社はページのホスト名ではなく、使
用すべき最も一般的なCookieパス
の決定を試みます。 これは、Cookie
をサブドメイン間で共有できるように
novakidschool.com

novakidschool.com

_hjTLDTest

_gcl_au

するために行われます（該当する場
合）。 これを決定するために、失敗
するまで、さまざまなURLサブストリ
ングの代替の_hjTLDTestCookieの
保存を試みます。 このチェックの
後、Cookieは削除されます。
これは「コンバージョンリンカー」機
能のためのファーストパーティCooki
eです。広告クリックで情報を取得し
てファーストパーティCookieに保存
するため、コンバージョンをランディ

永続的

3ヶ月

ングページの外部に関連付けること
ができます。
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novakidschool.com

novakidschool.com

tmr_lvidTS

tmr_lvid

ローカルCookieファイルは、作成の
タイムスタンプを保存します（tmr_lvi
d）
ローカルCookieであり、ウェブサイト
側の訪問者の識別子です。これは、
getClientIDメソッドの機能を提供
し、VID Cookieの発行をキャッシュ
し、またサードパーティーCookieを
サポートしないブラウザのオーディ
エンスサイズを計算するために使用
されます。

１年

１年

ローカルCookieファイルは、訪問者
の（セッション）IDを保存します。

novakidschool.com

_hjFirstSeen

これは、新規ユーザーの最初のセッ
ションを識別するために設定されま
す。Hotjarがこのユーザーを初めて
見たのかどうかを示すtrue/false値
を保存します。新しいユーザーセッ
ションを識別するために記録フィル

永続的

ターによって使用されます。

novakidschool.com

intercom-session

novakidschool.com

intercom-id

novakidschool.com

_ym_isad

ユーザーが自分の会話にアクセス
し、ログアウトしたページで通信が行
われたデータを1週間保持できるよ
うにします。

7日

訪問者がIntercomのウェブサイトで
行った会話を確認できるようにしま
す。
ユーザーが広告ブロッカーを持って
いるかどうかを判断します

１年

永続的
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不正防止Cookieで、当サイトを通じ
て展開する同様のテクノロジーは、S
tripeサービスへのアクセスに使用さ
www.novakidschool.com

__stripe_mid

www.novakidschool.com

utm_data

www.novakidschool.com

initial_page

www.novakidschool.com

referrer

れるコンピューターおよびウェブブ
ラウザーについて知るために役立ち
ます。この情報は、潜在的に有害ま
たは違法な当社のサービスの使用
を監視・検出するのに役立ちます。
広告の効果を把握するために使用
されます
どのページがリファラーであるかを
把握するために使用されます
ユーザーがアクセスしたウェブサイト
のデータを保存します。

１年

3ヶ月

30日

30日

不正防止Cookieで、当サイトを通じ
て展開する同様のテクノロジーは、S

school.novakidschool.com

yandex.ru

__stripe_mid

yandexuid

tripeサービスへのアクセスに使用さ
れるコンピューターおよびウェブブ
ラウザーについて知るために役立ち
ます。 この情報は、潜在的に有害
または違法な当社のサービスの使
用を監視・検出するのに役立ちま
す。
訪問者のウェブサイト上での行動に
関するデータを登録します。 これ
は、内部解析とウェブサイトの最適化

１年

１年

に使用されます。

yandex.ru

google.com

ymex

__Secure-3PAPISID

訪問者のウェブサイト上での行動に
関するデータを登録します。 これ
は、内部解析とウェブサイトの最適化
に使用されます。
このCookieは、エンドユーザーのウ
ェブサイトの使用状況、およびエン
ドユーザーが当該ウェブサイトにア
クセスする前に見た可能性のある広
告に関する情報収集を実行しま
す。

１年

2年
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google.com

SAPISID

HSID、SSID、APISID、およびSAPISI
D Cookieを使用すると、GoogleはY
ouTubeでホストされている動画のユ

2年

ーザー情報を収集できます。

google.com

google.com

APISID

SSID

HSID、SSID、APISID、およびSAPISI
D Cookieを使用すると、GoogleはY
ouTubeでホストされている動画のユ
ーザー情報を収集できます。
HSID、SSID、APISID、およびSAPISI
D Cookieを使用すると、GoogleはY
ouTubeでホストされている動画のユ

2年

2年

ーザー情報を収集できます。

google.com

google.com

HSID

HSID、SSID、APISID、およびSAPISI
D Cookieを使用すると、GoogleはY
ouTubeでホストされている動画のユ
ーザー情報を収集できます。

2年

1P_JAR

このCookieは、エンドユーザーのウ
ェブサイトの使用状況、およびエン
ドユーザーが当該ウェブサイトにア
クセスする前に見た可能性のある広
告に関する情報収集を実行しま
す。

29日

顧客がHotjarスクリプトを使用して最
初にページにアクセスしたときに設
定されるHotjar Cookie。 そのサイト
に固有のHotjarユーザーIDをブラウ
trustpilot.com

_hjid

ザ上に持続させるために使用されま
す。これにより、同じサイトへの以降
のアクセスでの動作が同じユーザ

１年

ーIDに起因することが保証されま
す。

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

これらのTrustpilotCookieは、当社
のレビューとスコアをユーザーに表
示するために使用されます。

3ヶ月

これらのTrustpilotCookieは、当社
trustpilot.com

amplitude_id

のレビューとスコアをユーザーに表
示するために使用されます。

10年
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OptanonConsent

これらのTrustpilotCookieは、当社の
レビューとスコアをユーザーに表示す １年
るために使用されます。

trustpilot.com

__auc

これらのTrustpilotCookieは、当社の
レビューとスコアをユーザーに表示す １年
るために使用されます。

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

これらのTrustpilot Cookieは、当社の
レビューとスコアをユーザーに表示す 3ヶ月
るために使用されます。

trustpilot.com

trustpilot.com

TP.uuid

これらのTrustpilot Cookieは、当社の
レビューとスコアをユーザーに表示す 28年
るために使用されます。

trustpilot.com

trustpilot.com

ajs_anonymous_id

これらのTrustpilot Cookieは、当社
のレビューとスコアをユーザーに表
示するために使用されます。

１年

OptanonAlertBoxClosed

これらのTrustpilot Cookieは、当社
のレビューとスコアをユーザーに表
示するために使用されます。

１年

Hotjarスクリプトが実行されると、当

privy.com

_hjTLDTest

社はページのホスト名ではなく、使
用すべき最も一般的なCookieパス
の決定を試みます。 これは、Cooki
eをサブドメイン間で共有できるよう
にするために行われます（該当する
場合）。 これを決定するために、失

セッション

敗するまで、さまざまなURLサブスト
リングの代替の_hjTLDTestCookie
の保存を試みます。 このチェックの
後、Cookieは削除されます。

privy.com

_hp2_ses_props

これらのCookieは、訪問者が当社
のサイトをどのように使用しているか
を測定および把握するための情報
を収集します。これには、アクセスし
たページやクリックしたリンクなど、こ
のサイトでのユーザーアクティビティ

永続的

の追跡が含まれます。
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これは、新規ユーザーの最初のセッ
ションを識別するために設定されま
す。 Hotjarがこのユーザーを初め
privy.com

privy.com

privy.com

privy.com

_hjFirstSeen

て見たのかどうかを示すtrue/false
値を保存します。 新しいユーザー
セッションを識別するために記録フ
ィルターによって使用されます。

永続的

_gid

__utmおよび_gaで始まるCookieは、
Googleアナリティクスから発信され、
訪問者の統計の記録を保持するた
めに使用されます。

1日

__cfduid

__cfduid cookieは、Cloudflareが当
社の顧客のウェブサイトへの悪意の
ある訪問者を検出し、正当なユーザ
ーのブロックを最小限に抑えるのを
助けます。当社の顧客のエンドユー
ザーのデバイスに配置して、共有IP
アドレスの背後にある個々のクライ
アントを識別し、クライアントごとにセ
キュリティ設定を適用することができ
ます。これは、Cloudflareのセキュリ
ティ機能をサポートするために必要
です。

30日

_hjid

顧客がHotjarスクリプトを使用して最
初にページにアクセスしたときに設
定されるHotjar Cookie。 そのサイト
に固有のHotjarユーザーIDをブラウ
ザ上に持続させるために使用されま

１年

す。これにより、同じサイトへの以降
のアクセスでの動作が同じユーザ
ーIDに起因することが保証されま
す。
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これらのCookieは、当社の「ライブ
チャット」システムの技術を提供する
ZopIMによって管理されています。__

privy.com

__zlcmid

zlcmid Cookieを使用すると、サイト
のさまざまなページを表示している
とき、または後でサイトに戻ったとき
に、チャットを続けることができま
す。ライブチャットウィンドウのオプシ

１年

ョンメニュー、または上にある「オン」
/「オフ」スイッチからこのサービスを
無効にすることを選択した場合、__ z
lcprivacy cookieはその決定を記憶
するように設定され、__ zlcmidcookie
は削除されます。

privy.com

_hp2_id

これらのCookieは、訪問者が当社
のサイトをどのように使用しているか
を測定および把握するための情報
を収集します。 これには、アクセス
したページやクリックしたリンクなど、

１年

このサイトでのユーザーアクティビテ
ィの追跡が含まれます。

privy.com

_ga

__utmおよび_gaで始まるCookieは、
Googleアナリティクスから発信され、
訪問者の統計の記録を保持するた
めに使用されます。

2年

4.3 広告Cookie

サービス提供者名

Cookie名

説明

有効期限

Facebookが、リアルタイムビディング
novakidschool.com

novakidschool.com

_fbp

_gcl_au

(RTB)などサードパーティーの広告主
からの一連の広告製品を配信するた
めに使用します。

Google AdSenseのサービスを利用し
ているウェブサイト間での広告効率の
実験に使用されます。

3ヶ月

3ヶ月
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novakidschool.com

_ym#_last Hit

訪問者の正確なバウンス率を取得す
る目的で時間を指定するためにYand

永続的

exによって使用されます。

novakidschool.com

_ym#_lsid

ウェブサイトのユーザーを識別するた
めに使用されます。

永続的

novakidschool.com

_ym#_reqNum

ユーザーのブラウザでYandex.Metric
aタグのリクエストの順序数を決定する
ために使用されます。

永続的

このCookieは、ウェブサイトでの訪問

novakidschool.com

_ym_metrika_enabled

者の行動に関するデータを収集する
ために使用されます。この情報は、一
般的な好みに基づいて、訪問者のセ
グメントを割り当てるために使用でき
ます。

novakidschool.com

metrika_enabled

複数のウェブサイトで訪問者を追跡
し、訪問者の好みに応じた適切な広
告を提示するために使用されます。

novakidschool.com

_privy_

ユーザーを区別するために使用され
ます。

novakidschool.com

_gaexp

__utmおよび_gaで始まるCookieは、
Googleアナリティクスから発信され、
訪問者の統計の記録を保持するた

1日

1日

１年

2ヶ月

めに使用されます。
これらのCookieはGoogleのサービス
によって使用され、Googleディスプレ
school.novakidschool.com

tmr_detect

イネットワークの一部であるリソースで

1日

当社の広告を提供するための情報を
収集します。

Google AdWordsで使用され、ウェブ
google.com

ads/ga-audiences

サイト全体での訪問者のオンライン行
動に基づいて顧客にコンバージョン

セッション
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する可能性のある訪問者を再エンゲ
ージします。

google.com

atdmt.com

atdmt.com

pagead/1p-conversion/#

ウェブサイトでのコンバージョンやそ
の他の意味のあるユーザーインタラク
ションなどのイベントを追跡するため
にGoogleによって生成されます。

セッション

ATN

行動プロファイリングと地理的位置に
基づいて広告をターゲティングしま
す。

2年

https://cx.atmdt.com/

facebook.com

fr

yandex.ru

i

訪問者に一意のIDを設定します。こ
れにより、サードパーティーの広告主
は関連する広告で訪問者をターゲテ
ィングできます。このペアリングサービ
スは、サードパーティーの広告ハブ
によって提供され、広告主のリアルタ
イムビディング (RTB) を容易にしま
す。

Facebookが、リアルタイムビディング
(RTB)などサードパーティーの広告主
からの一連の広告製品を配信するた
めに使用します。

ウェブサイトのユーザーを識別するた
めに使用されます。

セッション

3ヶ月

１年

ユーザーがフォームに入力するデー
yandex.ru

webvisor/48570440

タがなくても、ユーザーエクスペリエン
ス解析のためにページ上のユーザー

セッション

行動を収集します。

yandex.ru

yabs-sid

訪問者のウェブサイト上での行動に
関するデータを登録します。 これは、
内部解析とウェブサイトの最適化に使

セッション

用されます。
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yandex.ru

doubleclick.net

google.com

yuidss

test_cookie

SID

訪問者のウェブサイト上での行動に
関するデータを登録します。 これは、
内部解析とウェブサイトの最適化に使
用されます。

ユーザーのブラウザがCookieをサポ
ートしているかどうかを確認するため
に使用されます。
これらのCookieは、最近の検索と以
前のやり取りに基づいて、Googleサ
イトにパーソナライズされた広告を
表示するためにGoogleによって使

１年

1日

2年

用されます。

google.com

__Secure-3PSID

これらのCookieは、最近の検索と以
前のやり取りに基づいて、Googleサ
イトにパーソナライズされた広告を
表示するためにGoogleによって使

2年

用されます。

google.com

NID

これらのCookieは、最近の検索と以
前のやり取りに基づいて、Googleサ
イトにパーソナライズされた広告を

１年

表示するためにGoogleによって使
用されます。

google.com

__Secure-3PSIDCC

これらのCookieは、最近の検索と以
前のやり取りに基づいて、Googleサ
イトにパーソナライズされた広告を

１年

表示するためにGoogleによって使
用されます。

.privy.com

5.

_privy_

ユーザーを区別するために使用され
ます。

１年

収集した情報は、どのように処理しますか？

5.1 厳密に必要なCookie
収集した情報は、次の目的で使用されます。

● セッション中にユーザーのアカウントを確認する。
● ウェブサイトで行われた選択を記憶する。
13

● ユーザーアカウントへの不正アクセスを回避する。
● チャットサービスの提供。
● カードによる支払いの処理。
5.2 調査、パフォーマンス、および解析Cookie
収集した情報は、次の目的で使用されます。

● ウェブサイト訪問中、または次回のアクセス時に情報を再入力する必要がないように情報を記憶す
る。

● 訪問者の総数や閲覧されたページなどの総使用状況メトリックを監視する。
● NovaKidのサービス向上に役立てるため。
5.3 広告Cookie
収集した情報は、次の目的で使用されます。

● パーソナライズされたカスタム広告、コンテンツ、および情報を提供する。
● マーケティングキャンペーンの効果を監視する。
● 現在のプロモーションについてユーザーに通知する。
6.

オプトイン
ユーザーは、当社のウェブサイトにアクセスすることにより、当社が今後使用するCookieについてポップア
ップウィンドウで希望する設定を積極的に確認できます。この同意は12か月ごとに更新する必要がありま
す。
Cookieは4つのわかりやすいカテゴリに分類されており、ユーザーは好みに応じてチェックを入れたり外し
たりすることができます。厳密に必要なCookieはホワイトリストに登録されており、当社のウェブサイトが正し
く機能するために必要であるため、チェックを外して拒否することはできません。

7.

オプトアウト
Cookieを受け入れないようにブラウザを設定することも可能ですが、その場合、当社のサービスの利用が
制限されることがあります。例として、アカウントにログインできない場合があります。Cookieと広告の設定を
変更する方法については、下記のリンク先をご覧ください。
●
●
●
●

8.

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

サードパーティー / 埋め込みコンテンツ
ウェブサイトは、さまざまなサードパーティーのアプリケーションとサービスを使用して、ユーザーエクスペリ
エンスを向上させます。これには、Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームが含まれます。その
結果、Cookieがそのようなサードパーティーによって決定され、ユーザーのオンラインアクティビティを追
跡するために使用される場合があります。NovaKidは、これらのCookieによって収集される情報を直接管
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理することはできないのでご注意ください。埋め込みコンテンツを通じて当該サードパーティーが使用す
るCookieに関する詳細情報を得るには、そのサードパーティーのプライバシーポリシーおよび一般利用
規約を確認することをお勧めします。
本Cookieポリシーは随時更新される場合があります。変更を行う際には、変更されたバージョンをnovakidschoo
l.com に掲載し、システムメッセージ、またはユーザーアカウントに登録された電子メールアドレスに送信する電
子メールにて、その変更を通知します。

前バージョン 2021年5月1日

15

