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利用規約 
「サプライ・用品販売」 利用規約 
 
会員（第２条１項参照。以下「甲」といいます。）は、株式会社ハートユナイト（以下
「HU」といいます。）が電子データで提供するソフトウェア及びハードウェア等の商品情
報サービス、電子データによる商品取引サービス、ならびに付随するサービス（以下サー
ビス・システム全体を「サプライ・用品販売」といいます。）を本規約に定めるところに
従い利用するものとします。 
 
第１条（本規約の目的） 

本規約は、甲 HU 間における商品売買取引の円滑化を図り、甲 HU 相互の利益に資
することを目的とします。 

 
第２条（定義） 

1. 「会員」とは、本規約の各条項を承認のうえ、「サプライ・用品販売」の利用を申込
み、HU がその利用を承認した法人をいいます。 

2. 「会員契約」とは、会員が「サプライ・用品販売」を利用するための契約をいいま
す。 

3. 「利用者」とは、HU が発行した会員パスワードを使用して「サプライ・用品販売」
を利用することの承認を受けた法人又は個人をいいます。 

4. 「商品情報サービス」とは、「サプライ・用品販売」を利用して HU が会員に提供す
る商品に関する情報並びに価格情報及び在庫情報をいいます。 

5. 「商品取引サービス」とは、「サプライ・用品販売」を利用して HU が会員に提供す
る見積、発注、状況ステータス等をいいます。 

6. 「ストック DB サービス」とは、「サプライ・用品販売」を利用して HU が甲に販売
したソフトウェアライセンス、保守契約等に 関する情報を提供するサービスをいい
ます。 

 
第３条（利用の申込等） 

1. 「サプライ・用品販売」の利用の申込みは、申込者が HU の WEB サイトから利用
者等、HU が指定する所要事項を記入して、HU に提出する方法によって行うものと
します。 

 
2. 「サプライ」品はどなたでも自由に購入できるものとします。利用者でない場合は、

支払い方法が「代引き」でのみご利用が可能です。 
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3. 申込者は、HU が利用申込を承諾した時に会員の資格を取得するものとし、 同時に
会員契約もまた成立するものとします。会員となった者（甲）は、自らの責任にお
いて、その指定した利用者に本規約の各条項を遵守させるものとします。 
なお、手続きに数営業日を要する場合がございますので、予めご了承ください。 

 
4. 甲は、HU に提出した「サプライ・用品販売」利用申込書の記載内容に変更があっ

たときは、HU に対して新たに「サプライ・用品販売」利用申込書を提出します。 
 
第４条（サービスの内容） 

1. 「サプライ・用品販売」の下記を含むサービスの内容及びその利用形態は、第 7 条
2 項の通りとします。 

2. HU は「サプライ・用品販売」の「ストック DB サービス」を利用して、HU が甲に
販売したソフトウェアライセンス等（対象となる商品は HU が選定するものとし、
以下「ストック DB サービス対象商品」といいます。）に関して、仕入先メーカーが
保有し、HU に提供する甲の顧客のストック DB サービス対象商品に関する情報
（個人情報を含まない、以下「顧客情報」といいます。）を甲へ提供し、甲は本規約
に定めるところに従い顧客情報を利用するものとします。 

3. 顧客情報は本規約に定める「提供情報」の一部をなすものとし、その内容について
HU は保証しないものとします。 

4. HU は、甲または甲の顧客に関する個人情報を取り扱う場合は、HU が別途定める
「個人情報の取り扱いについて」に従って取り扱うものとします。 

 
第５条（会員パスワード） 

HU は、甲に対し「用品販売ページ」に入る会員パスワードを発行するものとします。 
1. 甲は、HU から交付を受けた会員パスワードの保管並びに運用管理について一切の

責任を負うものとし、甲又は甲の利用者の保管、運用管理上の過誤によって甲に生
じた損害については、HU はなんらの責も負わないものとします。 

2. HU は、甲に対して発行した会員パスワードを変更することができるものとし、HU
は変更の都度、甲に通知するものとします。 

3. 甲は、会員パスワードが盗用され、もしくは盗用された疑いがあるときは遅滞なく
HU にその旨を通知するものとします。この場合、HU は直ちに甲の会員パスワード
を新たな会員パスワードに変更し、甲に通知するものとします。 
 

4. 甲は、HU の WEB ページの会員登録機能を利用して、甲の住所等を登録することが
できます。 
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第６条（利用時間） 
「サプライ・用品販売」を利用できる時間は、１日２４時間、年 365 日とします。 
 
第７条（売買取引） 
1. 発注権限を有する甲は、「サプライ・用品販売」を利用して HU に商品を注文するこ

とができるものとします。 
2. 甲から HU への商品の注文は、甲が前項のマニュアルに基づき商品のお支払い情報の

入力で、ご注文内容を作成し、その内容を確認の上「購入ボタン」をクリックするこ
とにより行うものとし、この「購入ボタン」をクリックした時に HU 宛に注文書が発
信されたものとします。 

3. 甲は、前項の注文書の発信後は、注文内容を変更することができないものとします。 
4. 甲からの注文書に対して、その発信の日から３営業日以内に、HU が甲に対して何ら

の通知もしなかった場合には、甲が HU に注文書を発信した時に甲 HU 間の売買の個
別契約が成立したものとします。ただし、HU は上記期間内に、いつでも甲の申込み
を承諾しない旨を通知することができるものとします。 

5. HU は、他の会員からの先着注文等により、甲から発信された注文書の承諾が困難な
場合には、前項の期間内にその理由を甲に通知するものとします。 

6. 甲は、前項の HU の通知に基づき、その理由を確認したのち、注文内容を変更する場
合には、速やかに新たに注文書を作成して再発信するものとし、 HU が甲の新たな注
文書を受信したときは、先の注文書による申込みはその 効力を失うものとします。ま
た、先の注文書は、新たな注文書の発信の有無 にかかわらず、先の注文書の発信から
７営業日を経過したときに申込みの効力を失うものとします。 

7. HU が納入した商品につき、注文書のデータと HU が納入した商品の納入先、数量、
品種等の相違が問題になった場合の照合は、HU のサーバー上のデータが正しいもの
として照合するものとします。ただし、甲が HU のサーバー上のデータが誤りである
ことを立証した場合はこの限りではないものとします。 

8. 甲又は HU が、前項の相違により相手方に損害を与えた場合には、相手方は被った損
害の賠償を請求することができるものとします。 

9. 商品の納入場所、決済条件、荷造り運賃、納期等は、別途次条による売買基本契約書
において定めることができるものとします。 
 

第８条（売買取引基本契約との関係） 
個々の商品売買の基本となる取引条件（商品の納入場所、決済条件、荷造り運賃、納
期等）は、別途甲 HU 間で締結する売買の継続的取引に関する基本契約書（その名称
のいかんにかかわらず、甲 HU 間の継続的取引に関して基本となるものとして締結さ
れたものをいいます。）において定めるところによるものとし、「サプライ・用品販売」
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利用の個別契約において上記基本契約書と異なる定めをした場合に限り、当該個別契
約の条項が優先するものとします。 

 
第９条（顧客情報） 
1. HU が「ストック DB サービス」を利用して甲に提供する顧客情報の項目は以下のと

おりとします。 
(ア) HU が甲に過去に販売したストック DB サービス対象商品の商品名 
(イ) ストック DB サービス対象商品を甲より購入した甲の顧客の住所・電話番号・

FAX 番号 
(ウ) 仕入先メーカーと甲の顧客との、ストック DB サービス対象商品に関する契約開

始日および契約終了日 
(エ) 仕入先メーカーが顧客管理のためにつけている管理番号 
(オ) 前各号に関連する情報 
 

第１０条（販売店情報）削除 
 

第１１条（顧客情報・販売店情報の利用） 
HU は、本規約第 20 条 3 項にもかかわらず、甲が甲の顧客に対し、甲の顧客が使用
しているストック DB サービス対象商品の契約終了時期を案内し、契約更新等を促す
販促活動をする目的（以下、「ストック DB サービス対象商品の利用目的」、という。）
で「ストック DB サービス」の顧客情報を利用することを無償にて許諾します。 

 
第１２条（設備） 
1. 甲は、「サプライ・用品販売」を利用するために必要となるパソコン、回線、モデム

その他すべての機器、ソフトウェア、消耗品などを自己の負担において準備するもの
とします。 

2. 甲又は利用者は、自己の費用と責任において前項の設備端末を、電気通信事業者等の
電気通信サービス等を利用して「サプライ・用品販売」のアクセスポイントに接続す
るものとします。 

 
第１３条（内容の変更） 

HU は、甲への事前の通知をすることなく「サプライ・用品販売」の利用条件、運用
規則、サービス内容、名称等を変更できるものとし、甲は予めこのことを承諾するも
のとします。 

 
第１４条（一時中断） 
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1. 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、HU は甲に事前に連絡するこ
となく、「サプライ・用品販売」の利用の提供を一時的に中断することができるもの
とし、甲はこれを承諾するものとします。ただし、「サプライ・用品販売」の利用の
提供の中断が事前に予測できる場合は、HU は遅滞なくその旨を甲に通知するものと
します。 
(ア) 「サプライ・用品販売」のシステムの定期的保守又は緊急保守を行うとき 
(イ) 火災、停電等により「サプライ・用品販売」の利用の提供ができなくなったとき 
(ウ) 天災地変、戦争、暴動、内乱、労働争議、その他の不可抗力の事態が生じたとき 
(エ) その他、運用上、技術上の理由により、HU において「サプライ・用品販売」の

利用の提供の一時的な中断が必要止むを得ないと認めたとき 
 

第１５条（障害が生じた場合の措置） 
システム障害、回線の異常等によって「サプライ・用品販売」の利用の提供を中断せ
ざるを得ない事由が生じた場合には、HU はその修復に最善の措置を講じるものとし
ます。この場合及び前条に掲げる一時中断の場合における、修復遅延、修復不完全等
に基づき甲に生ずる損害については、HU は一切の責任を負わないものとします。 
 

第１６条（HU の免責） 
1. HU は、「サプライ・用品販売」を通じて提供する情報（「顧客情報」「販売店情報」を

含みます。以下「提供情報」といいます。）についての信頼性を確保するために万全
の努力をするものとします。ただし、「サプライ・用品販売」の提供情報の正確性、
完全性等については、商品の使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は
負わないものとします。 

2. 提供情報には、仕入先メーカーから提供された 情報が含まれますが、これらの情報の
誤り等から甲に損害が生じても、甲は、HU 及び情報提供者の責任を問えないものと
します。 

3. 商品には製造者または仕入先メーカーが定める義務、遵守事項（以下「メーカー規約」
といいます。）がある商品もあり、その場合、該当する商品を購入した甲はメーカー
規約を遵守または甲の顧客に遵守させるものとし、メーカー規約に違反することによ
り、甲または甲の顧客に生じた損害については、HU は一切の責任を負わないものと
します。 

4. 「サプライ・用品販売」の利用に関して甲に生じた損害については、次の各号に定め
る損害を含め、甲は HU に対して一切の責任を問えないものとします。ただし、第７
条第８項及び第１６条１項に関し、HU の責により発生した甲の損害は除きます。 
(ア) 第三者による会員パスワードの不正使用にかかわる損害 
(イ) 甲の故意又は過失、あるいは不可抗力による損害 
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(ウ) 個別契約不成立に基づく甲の得べかりし利益の逸失又はその他の間接的又は結果
的損害 

(エ) 提供情報の内容の誤りなどによる損害 
(オ) 輸出規制の取り扱いに起因する損害 

 
第１７条（損害賠償） 

甲又は HU が、本規約に反した行為又は不正若しくは違法な行為によって相手方に損
害を与えた場合は、相手方に対してその損害賠償の責を負うものとします。 
甲が「サプライ・用品販売」の利用によって第三者に損害を与えた場合には、甲は自
己の責任と費用をもって解決するものとします。 
 

第１８条（機密保持） 
1. 本規約において機密情報とは、本規約第１条の目的に基づき、HU が「サプライ・用

品販売」を通じて甲に開示する提供情報、「サプライ・用品販売」の操作マニュアル
等の一切の資料を意味するものとし、甲及び HU は、善良なる管理者の注意をもって
機密情報の管理に努め、会員以外の第三者に漏洩してはならないものとします。 

2. 第９条に定める顧客情報についても前項に定める義務が適用されるに加えて、甲は仕
入先メーカーが定める第三者開示の条件にも従い、この範疇に該当しない第三者に対
し、開示および漏洩しないものとします。 
 

第１９条（利用時の遵守事項） 
1. 甲は本規約の目的を認識理解し、「サプライ・用品販売」の利用に際しては、次の各

号を遵守するものとします。 
(ア) 提供情報を甲 HU 双方の利益につながる目的のみに利用すること 
(イ) HU にとって不利益となるような利用をしないこと 
(ウ)  

 
第２０条（情報の取扱い） 
1. 「サプライ・用品販売」及び提供情報に係わる知的財産権は、HU 又は当該情報の提

供者側に帰属するものとします。 
2. 甲は、HU の文書による事前の承諾なくして、HU が提供した情報を文書に転載する

等して第三者に開示してはならないものとします。 
3. 甲は、HU の文書による事前の承諾なくして、提供情報を電子機器等の機械を用いて

読み取ることができる方法で複製し、加工し、送信し、又は保存等しないものとし、
また、いかなるデータベースの作成にも利用してはならないものとします。 

4. 甲は HU から受領した提供情報を、対価の授受の有無を問わず、第三者に閲覧させ又
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は公開してはならないものとします。 
 

第２１条（権利の譲渡禁止） 
甲は「サプライ・用品販売」の利用に係わるいかなる権利も、その全部又は一部を問
わず、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。 

 
第２２条（利用の承認の一時停止と取消し） 
1. 甲に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、HU は甲に対し、事前に通告す

ることなく「サプライ・用品販売」の利用の承認を取り消し、又は承認を一時停止す
ることができるものとし、承認が取り消されたときは、会員契約は終了するものとし
ます。 
(ア) 利用申込内容に虚偽があったこと又は重要な内容に誤記若しくは記入漏れがあっ

たことが判明したとき 
(イ) 過去に「サプライ・用品販売」の会員資格を取り消されていたとき 
(ウ) 会員パスワードの不正使用が判明したとき 
(エ) 本規約に定める条項に違反したとき、又は本規約に違反しているか否かの調査が

必要なとき 
(オ) 提供情報の改竄を行ったことが判明したとき 
(カ) その他、HU が「サプライ・用品販売」の会員として不適当と認めたとき 
(キ) 甲 HU 間で別途締結されている売買の継続的取引に関する基本契約書（第８条参

照。）の契約解除条項に該当し、基本契約が解除されたとき又は期間満了若しく
は解約によって基本契約が終了したとき 

 
第２３条（中途解約） 

甲は、会員契約を中途解約し「サプライ・用品販売」の利用の終了を希望するときは、
希望終了日の１ヶ月前までに HU に届け出ることにより、会員契約を中途解約するこ
とができるものとします。会員契約解約の届出と解約希望日との間が１ヶ月に満たな
いときは、届出があった日から１ヶ月後に解約の効果が生ずるものとします。 

 
第２４条（利用終了後の措置） 

甲に第２２条各号の一に該当する事由が生じたため「サプライ・用品販売」の利用が
取り消されて会員契約が終了した場合、又は会員契約が前条により解約され若しくは
会員契約の期間満了その他の事由によって終了した場合において、甲が HU の承諾を
得て「サプライ・用品販売」から得た情報に基づき甲自身のデータベースを作成し、
自己のデータべースとして使用している場合には、甲は自らの責任において速やかに
当該データベースを破棄するとともに、当該提供情報に関するデータを全て削除する
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等して提供情報に関するデータを使用できないようにする措置を執るものとします。 
 
第２５条（変更） 
1. HU は本規約につき、「サプライ・用品販売」ＷＥＢサイト 

（https://www.heartunite.com/）上のページにおいて同ＷＥＢサイトが稼働していな
い場合を除き、常時掲載するものとします。 

2. HU が本規約を変更する場合、効力発生日の３０日前までに、本規約を変更する旨、
変更後の本規約の内容、効力発生日につき前項のＷＥＢサイト上のページへの掲載そ
の他の方法により甲に告知するものとし、当該効力発生日をもって、当該変更後の本
規約の効力が生じるものとします。 
 

第２６条（有効期間） 
1. 会員契約の有効期間は、締結の日から１年間とします。ただし、期間満了の１ヶ月前

までに甲 HU いずれからも書面による変更若しくは解約の申し入れがないときは、会
員契約はさらに１ヶ年間自動的に延⻑されるものとし、以後も同様とします。 

2. 第１８条の規定は、会員契約終了後も５年間有効に存続するものとします。 
 

第２７条（管轄裁判所） 
本規約および会員契約に関する一切の紛争については、大津地方裁判所を専属管轄裁
判所とすることに甲 HU 合意するものとします。 

 
第２８条（協議） 

本規約および会員契約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈上生じた疑義につい
ては、甲と HU は誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。 

 
 
2021 年 9 月 30 日 制定 
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「会員規約」 
1.総則 

本規約は、株式会社ハートユナイト（以下｢HU｣という）が運営するインターネッ
ト上の Web サイトをご利用頂く際の、会員と HU 間の一切の関係に適用されます。 
本規約、利用規約の各条項に相違がある場合の優先適用順位は以下の通りとします。 

 (1) 利用規約 
 (2) 本規約 

 
2.会員の定義 

会員とは、当社が定める手続きに従って会員登録のお申し込みいただいた方をいい
ます。 

 
3.規約の範囲と変更 

(1) 本規約は、HU の Web サイトの利用に関し、HU 及び会員に適用します。会員に
は誠実に本規約を遵守する義務が発生します。 

(2) HU が別途規定する個別規定、及び HU が随時に掲示または会員に対し通知する追
加規定は、本規約の一部を構成します。 

(1) 本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合は、個別規定及び追加規定が優先する
ものとします。 

(2) HU は会員の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとし、本規約を変更し
た場合には、HU の Web サイトに掲示または会員に対し通知するものとし、会員
は異議なく承諾するものとします。 

 
4.会員の登録内容について 

(1) 会員は、HU より案内する会員パスワードを利用して HU の Web サイトの特定ペ
ージの利用が可能です。 

(1) 会員は登録されているこれらの情報を、責任を持って厳重に管理し、第三者に譲渡、
貸与等を行なわないものとします。 

(2) 会員が HU の Web サイト内の掲示板等で第三者のユーザーID、パスワード及びこ
れに伴う個人情報を知り得た場合には、速やかに HU に届け出るものとします。 

(3) HU は 6 ヶ月以上にわたって使用がないユーザーID とこれに伴う個人情報を抹消
することができるものとし、抹消と同時に入会契約も解除できるものとします。 

(4) ユーザーID、パスワード及びこれに伴う個人情報の会員における管理不十分、使
用上の過誤、第三者の使用などによる損害の責任は、会員が負うものとし、HU は
一切責任を負いません。 
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5.登録事項 
(1) 会員は登録事項に変更が生じた場合、HU の Web サイトへログイン後会員情報変

更画面にて会員自身で変更を行なうものとします。 
(2) HU が会員の入会申込により知り得た情報、または会員が HU の Web サイトを利

用する過程において、HU が知り得た情報の扱いに関しては別途記載しておりま
す「個人情報の取扱い」に記載のとおりとします。 

 
6.会員の義務 

会員は以下の行為を行なってはならないものとします。 
以下の行為によって HU および第三者に損害が生じた場合、当該会員は会員の資格
を喪失した後であっても、かかる損害を賠償するものとします。 

(1) 他の会員、第三者もしくは HU の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び
侵害する恐れのある行為。 

(2) 他の会員、第三者もしくは HU の財産またはプライバシーを侵害する行為及び侵
害する恐れのある行為。 

(3) 他の会員、第三者もしくは HU に不利益又は損害を与える行為、および与える恐
れのある行為。 

(4) HU の Web サイトの運営を妨げるような行為、誹謗するような行為。 
(5) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する

情報を他の会員または第三者に提供する行為。 
(6) 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、もしくはその恐れのある行為。 
(7) HU の承認なく HU の Web サイトを通じて、または HU の Web サイトに関連し

て営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。 
(8) ユーザーID ならびにこれに伴う個人情報を登録あるいは変更する際、偽造や虚偽

の登録をする行為、または登録した内容を不正に使用する行為。 
(9) 他の会員、第三者、もしくは HU を誹謗中傷する行為。 
(10) その他、法令に違反または違反する恐れのある行為。 
(11) 製造者またはメーカーが定める義務、遵守事項がある商品を購入した場合、それ

らの義務、遵守事項に違反する行為。 
 
7.会員資格 

HU は次のいずれかに該当する会員につき、HU の Web サイトの会員資格を取り
消すことができるものとします。 

(1) 上記「6.会員の義務」の各項に違反した場合。 
(2) 銀行振込による支払が不可能になった場合。 
(3) 銀行振込時に第三者の口座を使用、または使用させた場合。 
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(4) 本規約、または個別規定や追加規定に違反する行為があった場合。 
(5) HU の Web サイトを 6 ヶ月間未使用の場合 
(6) その他理由のいかんにかかわらず、HU が会員資格を取り消すことを必要と認めた

場合。 
 
8.HU の Web サイトの停止について 

HU の Web サイトの利用方法は HU の Web サイト会員規約の通りとします。 
 
9.サービスの停止について 

HU は、「7.会員資格」に基づき入会契約が成立した会員が会員資格を取り消した
場合、当該会員の入会契約を解除するとともに HU の Web サイトの利用を停止す
ることができるものとします。 

 
10.免責事項について 

(1) 会員のユーザーID、パスワード及びこれに伴う個人情報の会員における管理不十
分、使用上の過誤、第三者の使用などによる損害の責任は、会員が負うものとし、
HU は一切責任を負いません。 

(2) 「7.会員資格」に基づき HU が会員資格を取り消した後に、当該取り消しの原因が、
会員の責に帰すべからざる事由により生じたことが判明した場合でも、会員資格の
取り消しにより発生した会員のいかなる損害（逸失利益及び他の会員又は第三者か
ら会員に対してなされたクレーム、損害賠償請求等に基づく損害を含みます）に対
しても、一切責任を負わないものとします。 

(3) 事由の如何をとわず入会契約不成立により会員に発生した損害に対しても、HU は
一切責任を負わないものとします。 

 
11.入会契約の有効期間について 

入会契約の有効期間は、「4.会員の登録内容について」に基づき入会契約が成立し
た日から 6 ヶ月間とします。 
但し、有効期間中 HU の Web サイトが未使用（一度もログインがない）の場合を
除き、自動的に 6 ヶ月間更新され、その後も同様とします。 
有効期間中 HU の Web サイトを未使用（一度もログインがない）の会員は、HU
にて入会契約を解除できるものとします。 

 
12.個人情報の取扱について 

HU は、別途記載しております「個人情報の取扱い」に基づき、会員の個人情報の
適切な管理に努めるものとします。 
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会員は HU が会員の個人情報を「個人情報の取扱い」に基づき利用することを承諾
するものとします。 

 
13.サポート窓口について 

HU のサポート窓口の営業時間は、10：00 〜 17：00（平日のみ、土日祝日休み）
です。 
会員登録方法に関して等、お気軽にお問合せ下さい。 
 電話番号：0749-82-8100 
 メールアドレス：info@heartunite.coｍ 

 
14.協議事項について 

本規約または入会契約に関連して会員と HU との間で問題が生じた場合には、会員
と HU で誠意をもって協議するものとします。 
 

15.準拠法、合意管轄裁判所について 
本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約に関して会員と HU との
紛争について訴訟の必要が発生した場合、大津地方裁判所を第 1 審の合意管轄裁判
所とします。 
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「個人情報の取扱いについて」 
 
1.個人情報とは 

HU が運営するインターネット上の Web サイト（以下 HU の Web サイトという）
における個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年
月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像若しくは
音声によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報
と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含みます）を言
います。 

 
2.個人情報の収集について 

(1) HU の Web サイトにおける個人情報の収集は、HU の Web サイトが提供するサー
ビスの目的の範囲内において、その収集目的を明確に定め、その目的の達成におい
て必要限度内に応じて行います。 

(2) また、この個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行うものとします。 
(3) 但し、人種及び⺠族、家系・家柄・出生地・本籍地等、信教・政治的見解及び労働

組合への加盟及び性生活に関わる個人情報については、これを収集し、利用又は提
供いたしません。 

(4) 上記以外に HU の Web サイトが提供するサービスにおいて、お客様から直接もしく
は間接的に個人情報を収集する場合は、その個人情報の収集、利用又は提供に関す
る必要な事項を何らかの方法で通知いたします。 

 
3.個人情報の利用について 

HU の Web サイトでは、個人情報の利用については、収集目的の範囲内で行います。 
個人情報の利用目的の範囲内は、以下の通りとします。 

(1) お客様より同意を得た場合 
(2) HU が従うべき法的義務のために必要な場合 
(3) お客様の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合 
(4) その他 HU が必要と認めた場合 

但し、個人情報を収集の目的の範囲外において利用する場合、お客様本人による事前
の了解の下に行います。 

 
4.個人情報の開示について 

(1) HU の Web サイトでは、お客様本人の同意なく、第三者に対し個人情報を開示する
ことはいたしません。 

(2) 但し、HU が HU の Web サイトにおいて商品を会員に販売するため、また、HU の
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Web サイトにおけるサービス提供のために必要な範囲で、当該商品の仕入元会社並
びに HU の Web サイトにおけるサービスの協力、提携会社及び業務委託会社（以下
これらを総称して「協力会社等」といいます）に対して個人情報を開示する場合が
あります。 

(3) その場合においても、HU は、協力会社等に対し、個人情報を遵守させるべく、必
要な措置を講じたうえで、開示するものとします。 

(4) 上記以外において、HU が従うべき法律に基づき裁判所等の公的機関から個人情報
の開示を要求された場合、HU は、これに応じて情報を開示する場合があります。 


