
クッキーポリシー 

 

このクッキー（cookie）ポリシーは、静岡スバル自動車株式会社（以下「当社」）が運営するすべ

てのウェブサイトおよびアプリケーション（以下「本サイト」）に適用されます。 
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当社及び株式会社ＳＵＢＡＲＵ（以下「スバル」）は、本サイトにおいて、以下の通りクッキーおよ

び類似・関連技術（以下総称して「クッキー」）を使用してお客様に関する情報を収集し、取り扱

います。 

 

１．クッキーについて 

狭義の「クッキー」とは、お客様がウェブサイトにアクセスした時に、ウェブサーバからお客様の

コンピュータまたはモバイルデバイス（以下あわせて「デバイス」といいます）のブラウザに送信

され、デバイスのハードディスクドライブに保存される小さなテキストファイルです。 

狭義のクッキーは、一般的に「1st Party クッキー」と「3rd Party クッキー」という 2 種類のカテ

ゴリに大別されます。本サイトの「1st Party クッキー」は、スバルによって設定されます。このク

ッキーは、ほとんどの場合、本サイト上で提供される機能を利用するために設けられています。

一方で、本サイトの「3rd Party クッキー」は、当社又はスバルによってではなく、当社又はスバ

ルが提携する第三者によって設定されます。例えば、3rd Party クッキーの一部は、当社が提

携する第三者と共に、Web サイトの改善や広告の適正化等に利用されることがあります。 

 

「広告 ID」とは、スマートフォン端末等において用いられる広告配信用の識別子です。例えば、

Android 端末において用いられる広告 ID は「ADID」、iOS 端末において用いられる広告 ID は

「IDFA」といいます。 

広告 ID は、お客様の端末にアプリケーションがインストールされることで取得されるものです。

個人が使用しているアプリケーションの情報を持った広告 IDを元に広告を配信することが可能

です。 



「機器 ID」とは、PC等の電子機器について、対象となる機器を識別するために設定された識別

子を指します。 

第三者は、当該機器 IDを利用して、お客様が使用している機器から取得した情報を広告 ID等

のお客様に関連する他の情報と紐づけ、紐づけた情報を当社及びスバルに提供することが可

能です。 

 

「IP アドレス」は、インターネットに接続されている情報機器に割り当てられている識別用の番

号を指します。 

第三者は、お客様が使用されている機器の IPアドレスをお客様に付与された広告 ID等と紐づ

けた上で、当社及びスバルに提供することが可能です。 

 

２．クッキーによって収集した情報の利用目的 

(1) 

上述のクッキーは、一般的にお客様がインターネット閲覧を行う際、または特定のウェブ

サービスを利用する際に、自動的にお客様のデバイスを識別し、お客様が同じ情報を繰

り返し入力することなく、前回の続きとしてサービスを利用できるために設けられた技術で

す。お客様が、ウェブの閲覧履歴などの詳細設定をお客様のデバイス上のクッキーに保

存することによって、ブラウザの機能的動作やウェブサイトへのアクセスなどの利便性が

高まります。 

(2) 

当社及びスバルでは、本サイトにおいてクッキーを使用して収集した情報を利用して、お

客様のウェブサイトの利用状況（アクセス状況、トラフィック、ルーティング等）を分析し、本

サイト自体のパフォーマンス改善や、本サイトを通じて 当社及びスバルからお客様に提

供するサービスの向上、改善のために使用することがあります。本サイトにおいて 当社

及びスバルが利用する主なサービスは、第 5 項(1)および(2)のとおりです。本サイトにお

いて 当社及びスバルが送信するクッキーは、各サービス提供会社が送信するクッキーと

共にそれぞれの会社のサーバに保存され、それぞれのプライバシーポリシーに従って取

り扱われます。各サービス停止のためのクッキーの拒否方法については、第 5 項(1)およ

び(2)をご確認ください。 

(3) 

当社及びスバルでは、本サイトおよび当社又はスバルが提携する広告配信サービス提供

会社のサイトにおいて、行動ターゲティング広告を行う場合があります。本サイトにおいて 

当社及びスバルが利用する主な広告配信サービスは、第 5 項(1)のとおりです。本サイト

において 当社及びスバルが送信するクッキーは、各広告配信サービス提供会社が送信

するクッキーと共にそれぞれの会社のサーバに保存され、それぞれのプライバシーポリシ

ーに従って取り扱われます。行動ターゲティング広告の配信停止のためのクッキーの拒

否方法については、第 5 項(2)をご確認ください。 

 



３．クッキーによって収集した情報の提供 

当社及びスバルは、クッキーによって収集した情報から推測される興味、関心、年齢層等の特

定の条件によってお客様を分類し、この分類に関する情報（セグメント）を広告配信事業者、媒

体社、広告会社等の広告配信事業者等へ提供することがあります。 

 

４．第三者がクッキーによって収集した情報の第三者からの取得 

当社及びスバルは、第三者がクッキーによって収集した情報を第三者から取得し、自社におい

て取り扱う情報と組み合わせて利用しています。 

第三者から取得した情報には、特定の個人を識別することができる情報は含まれておりませ

んが、この情報を利用する際に、当社又はスバルにおいて取り扱うお客様の個人情報と組み

合わせて利用することがあります。 

SUBARUグループ（※）がクッキーによって収集した情報を取得している第三者は、現時点にお

いて、以下のとおりです。 

 

ソニーマーケティング株式会社  https://www.sony.jp/ 

株式会社イード   https://response.jp/ 

株式会社 MOTA   https://autoc-one.jp/ 

株式会社インプレス   https://car.watch.impress.co.jp/index.html 

株式会社三栄    https://clicccar.com/ 

株式会社スペースキー   https://camphack.nap-camp.com/ 

株式会社 DENSO   https://www.drivenippon.com/ 

合同会社サンク   https://www.rallyplus.net/ 

株式会社プレジデント社  https://president.jp/ 

（※）SUBARUグループとは、スバル及びその子会社、スバル海外拠点（北米、欧州、アジア）、

関係会社並びに国内 SUBARU 販売会社をいいます。なお、現時点で SUBARU グループに属

する企業は、スバルのウェブサイト（https://www.subaru.co.jp/outline/office.html）をご参照くだ

さい。 

 

５．クッキーに関連して利用するサービスおよびクッキーの拒否方法 

クッキーに関連して利用するサービスとクッキーの拒否方法は以下の通りです。ただし、これら

のクッキーをすべて削除した場合には、ウェブサイトの利用および各社が提供する製品やサー

ビスを活用するうえでの制約を受けることがあることにご留意ください。 

 

(1)利用状況分析サービス 

本サイトにおいて、当社及びスバルは、データ収集のために利用状況分析サービスを利用して

います。各サービスでクッキーによって収集した情報は、本サイト訪問者の個人情報の取得、

およびアップロードを行うことなく、本サイト内の行動データとして、本サイト内の改善など上記

第 2 項の利用目的のために利用します。  

https://www.sony.jp/
https://response.jp/
https://autoc-one.jp/
https://car.watch.impress.co.jp/index.html
https://clicccar.com/
https://camphack.nap-camp.com/
https://www.drivenippon.com/
https://www.rallyplus.net/
https://president.jp/
https://www.subaru.co.jp/outline/office.html


お使いのブラウザで利用状況分析サービスを使用されないようにしたい場合は、指定の各サ

ービスサイトをご覧いただき、クッキー拒否（クッキーの機能の無効化）の設定を行ってください。 

SUBARU グループがクッキーに関連して利用する利用状況分析サービスとクッキーの拒否方

法は以下の通りです。 

 

サービス名：Google Analytics 360 

提供者名：Google LLC 

クッキーの拒否方法：お使いのブラウザで Google Analytics 360 を使用されないようにしたい場

合は、詳しくはこちらをご覧ください。 

 

サービス名：Google Analytics 

提供者名：Google LLC 

クッキーの拒否方法：お使いのブラウザで Google Analytics を使用されないようにしたい場合

は、詳しくはこちらをご覧ください。 

 

サービス名：Adobe Analytics 

提供者名：アドビシステムズ株式会社 

クッキーの拒否方法：お使いのブラウザで Adobe Analytics を使用されないようにしたい場合は、

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

サービス名：Ptengine 

提供者名：株式会社 Ptmind 

クッキーの拒否方法：お使いのブラウザで Ptengine を使用されないようにしたい場合は、詳し

くはこちらをご覧ください。 

 

サービス名：トレジャーデータ 

提供者名：トレジャーデータ株式会社 

クッキーの拒否方法：トレジャーデータ株式会社のプライバシーポリシー（詳しくはこちら）をご

覧ください。なお、オプトアウト処理はブラウザ設定から行なってください。 

 

サービス名：Rtoaster 

提供者名：株式会社ブレインパッド 

クッキーの拒否方法：株式会社ブレインパッドの「個人情報のお取り扱いについて」（詳しくはこ

ちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

  

(2)広告配信に関するサービス 

本サイトに表示されている広告の一部は、当社及びスバルが広告配信会社に配信を委託して

います。広告配信会社から配信される広告が表示されるページを訪問した際には、広告配信

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://smetric.subaru.jp/optout.html?locale=jp_JP&popup=true
https://www.ptengine.jp/privacy-policy/opt-out
https://www.ptengine.jp/privacy-policy/opt-out
https://www.treasuredata.com/privacy/
http://www.brainpad.co.jp/utility/privacy.html
http://www.brainpad.co.jp/utility/privacy.html


会社も同社の行動ターゲティング広告用のクッキーによってデータを収集し、お客様の興味関

心に関連した広告を表示する目的で利用します。 

このクッキーを拒否（クッキーの機能を無効に）したい場合は、お手数ですが、各広告配信会社

のサイトをご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

なお、クッキーを拒否（クッキーの機能を無効化）することにより、お客様にとって有益な情報の

配信が行われなくなる場合がありますので、予めご了承ください。 

SUBARU グループがクッキーに関連して利用する広告配信に関するサービスとクッキーの拒

否方法は以下の通りです。 

 

広告配信会社：Google LLC 

クッキーの拒否方法：Google LLC の「プライバシーポリシー」（詳しくはこちら）をご覧になり、オ

プトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：ヤフー株式会社 

クッキーの拒否方法：ヤフー株式会社の「行動ターゲティング広告の無効化について」（詳しく

はこちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：Meta Platforms, Inc. 

クッキーの拒否方法：Meta Platforms, Inc.の「広告」（詳しくはこちら）をご覧になり、オプトアウト

処理を行なってください。 

 

広告配信会社：Twitter, Inc. 

クッキーの拒否方法：Twitter, Inc.の「Twitter 広告の仕組み」（詳しくはこちら）をご覧になり、オ

プトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：株式会社マイクロアド 

クッキーの拒否方法：株式会社マイクロアドの「MicroAd の広告をご覧のお客様へ」（詳しくはこ

ちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：株式会社電通 

 クッキーの拒否方法：株式会社電通の「インフォマティブデータの取り扱いについて」（詳しくは

こちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：Sizmek by Amazon 

クッキーの拒否方法：Sizmek by Amazonの「プライバシーポリシー」（詳しくはこちら）をご覧にな

り、オプトアウト処理を行なってください。 

 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=jp
https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html
https://www.facebook.com/about/basics/advertising
https://business.twitter.com/ja/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
http://send.microad.jp/w3c/
http://send.microad.jp/w3c/
http://www.dentsu.co.jp/terms/sp/data_policy.html
http://www.dentsu.co.jp/terms/sp/data_policy.html
https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/#options


広告配信会社：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（サービス名：MarketOne®） 

クッキーの拒否方法：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の「MarketOne®に

おけるデータ利用について」（詳しくはこちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（サービス名：AudienceOne） 

クッキーの拒否方法：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の 「インターネット

広告におけるデータ利用について」（詳しくはこちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なって

ください。 

 

広告配信会社：株式会社フリークアウト 

クッキーの拒否方法：株式会社フリークアウトの「プライバシーポリシー」（詳しくはこちら）をご

覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：Supership 株式会社 

クッキーの拒否方法：Supership 株式会社の「オプトアウト」（詳しくはこちら）をご覧になり、オプ

トアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：株式会社インティメート・マージャー 

クッキーの拒否方法：株式会社インティメート・マージャーの「プライバシーポリシー」（詳しくはこ

ちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：Amobee, Inc. 

クッキーの拒否方法 Amobee, Inc.の「オプトアウトについて」（詳しくはこちら）のページにて手順

に従い、無効化してください。 

 

広告配信会社：The Trade Desk  

クッキーの拒否方法：The Trade Desk の「プライバシーポリシー」（詳しくはこちら）をご覧になり、

オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：株式会社フィードフォース 

クッキーの拒否方法：株式会社フィードフォースのプライバシーポリシー（詳しくはこちら）および

クッキーポリシー（詳しくはこちら）をご覧になり、オプトアウト処理を行なってください。 

 

広告配信会社：CRITEO 株式会社 

クッキーの拒否方法：CRITEO株式会社のプライバシーポリシー（詳しくはこちら）をご覧になり、

オプトアウト処理を行なってください。 

 

 

https://www.dac.co.jp/utility/marketone-data/
https://www.dac.co.jp/utility/data-policy
https://js.fout.jp/info/privacy.html
https://supership.jp/optout/
https://corp.intimatemerger.com/sub/privacypolicy/
https://corp.intimatemerger.com/sub/privacypolicy/
http://www.amobee.com/trust/consumer-opt-out
https://jp.thetradedesk.com/general/privacy
https://www.feedforce.jp/corporate/privacy/
https://www.feedforce.jp/corporate/cookie/
https://www.criteo.com/jp/privacy/


６．お客様の個人情報（保有個人データ）の開示および訂正等のご請求への対応 

お客様の個人情報（保有個人データ）の開示および訂正等のご請求への対応については、当

社へのご請求の場合は「個人情報の取扱いについて」（詳しくはこちら）、スバルへの請求の場

合は「個人情報の取扱いについて」（詳しくはこちら）をご参照ください。 

https://www.shizuoka-subaru.co.jp/wp/wp-content/themes/s-subaru/assets/pdf/privacy.pdf
https://www.subaru.jp/privacy_policy/

