
 

 

 

2022 年 6 月 

 

クッキーポリシー 

 

クッキーとは、一連の情報を含むファイルで、一般的にサイズが小さく、名前で識別されます。利用者様

がアクセスするウェブサイトによってブラウザに保存される場合があります。これらのファイルには、 

利用者様のウェブサイト閲覧に関する情報が記録されます。 

 

モナコ政府観光会議局の日本限定ランディングページ https://monacotabi.jp/では、利用者様の閲覧体験

を最適化するために、クッキーを使用することで、当サイトの可用性と正常に機能することを保証してい

ます。 

 

当局のウェブサイトにアクセスすると、クッキーを受け入れるか拒否するか、またはデバイスでクッキー

を自分で管理するよう求められます。 

 

クッキーにはいくつかの種類があります。 

 

1. 当ウェブサイト「monacotabi.jp」が正しく機能するために不可欠なクッキー 

これらのクッキーは、利用者様がウェブサイトを閲覧し続けるために不可欠なものです。クッキーは  

ウェブサイトの主な機能を操作し、安全に接続していただくために使用しています。以下の表には、   

当ウェブサイト「monacotabi.jp」で使用されているさまざまなクッキーに関する詳細情報を記載して  

います。 

 

クッキー名 サービス 目的 保存期間 

cfduid CloudFlare 
最適化とパフォーマンス目的で CloudFlare
を使用できます 

30 日 

monacotabi.jp で
の免責条項 

monacotabi.jp 
ウェブサイトがクッキーを使用している旨
の通知 

12 ヶ月 

 

 

2. 技術的クッキー 

ユーザーがウェブサイトで利用したサービスや閲覧したページを特定したり、閲覧を容易にしたり、   

サービスやコンテンツをユーザー別に個人化したり、ユーザーが特定の機能や性能を使用できるようにす

るために使用されます。 

クッキー名 サービス 目的 保存期間 

atssc/atuvc 
AddThis (ソーシャルメディ
ア上の共有ボタンのプロバイ
ダ) 

ウェブサイトで実行された行動を保存し
ます。 

13 ヶ月 

atuvs  文書化されていません。 12 ヶ月 

ai_session 
マイクロソフト (Application 
Insights) 

一意の匿名識別子を持つ認証クッキー セッションの終了 

ai_user 
マイクロソフト (Application 
Insights) 

ウェブサイトにアクセスするユーザー数
を経時的に保存します。 

セッションの終了 

https://monacotabi.jp/


 

 

 

3. 視聴者測定クッキー 

これらは、ウェブトラフィック(ページあたりのヒット数、各ページでの所要時間、クリック数、画面解

像度、言語設定、訪問したウェブサイト、訪問したページのタイムスタンプなど)の分析、ターゲットを

絞ったプロモーションやバナーのウェブサイトへの公開、ネットワークまたはソーシャルメディア関連

の機能の提供、特定機能の正常な動作、サービス視聴者の測定に使用されます。これらのクッキーの一部

を使用すると、技術データ (IP アドレスなど) が米国に送信されます。これらの視聴者測定クッキーを受

け入れることにより、利用者様は適切な保護を提供していない米国に技術データを送信することに同意

したことになります。(Google Analytics) 

クッキー名 サービス 目的 保存期間 

utma 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

日付と時刻を計算します。 なし 

Utmb/utmc 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

セッション中にデータを保存します。 30 分 

utmt 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

サービス要求数を保存します。 10 分 

utmt_b 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

__utmt クッキーの種類 セッションの終了 

utmv 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

ウェブサイト開発者が定義した個人化情
報を保存します。 

13 ヶ月 

utmz 
Google Analytics（グーグル 
アナリティクス） 

使用したキーワードと検索エンジンを保
存します。 

6 ヶ月 

 

そのため、これらのクッキーを無効にすると、利用者様のウェブサイトの利用に関する情報を収集したり、

利用者様に関連する編集コンテンツを提案することができなくなります。 

 

クッキーは広告スペースに含まれることがあり、ユーザーが利用可能なコンテンツおよびサービスに  

資金援助するのに役立つことが多くあります。 

 

ソーシャルメディア共有ボタンに含まれるサードパーティのクッキー 

当ウェブサイト「monacotabi.jp」にアクセスすると、クッキーを受け入れるか拒否するかの選択を求め

られます。技術的クッキーは、サイト閲覧に不可欠です。これらは、ウェブサイトにアクセスしている間

のみデバイスに残ります。 

 

サードパーティのクッキー 

当ウェブサイトの一部のページには、サードパーティのサイトからのコンテンツが含まれています。また、

ソーシャルメディアなどの第三者サービスにアクセスするために、当ウェブサイト「monacotabi.jp」に

第三者クッキーを置くことがあります。サードパーティのクッキーは、広告主が利用者様に関する情報(訪

問したページなど)に基づいて個人化された広告を生成することも可能にします。 

 

当ウェブサイトのユーザーには、各ソーシャルメディアサイトのクッキーポリシーを参照していただき、

各サイトで作成されたクッキーを管理することをお勧めします。  



 

クッキー名 サービス 目的 保存期間 

GPS YouTube 動画視聴中に表示される広告。 30 分 

VISITOR_INFO 1_LIVE YouTube 
ユーザーが新旧どちらの YouTube 
インタフェースを使用しているのか
を示します。 

30 分 

c_user 
Facebook (ユーザーが
Facebook に接続している場
合) 

ユーザーの Facebook ログインの詳
細。 

1 年 

datr 
Facebook (ユーザーが
Facebook に接続している場
合) 

ユーザーが Facebook にログインす
るときに使用するインターネットブ
ラウザーの識別子。 

13 ヶ月 

fr 
Facebook (ユーザーが
Facebook に接続している場
合) 

不明 3 ヶ月 

sb 
Facebook (ユーザーが
Facebook に接続している場
合)  

不明 13 ヶ月 

xs 
Facebook (ユーザーが
Facebook に接続している場
合) 

様々なセッション・データ: 第 1 は
セッション番号、第 2 は 「秘密セッ
ション」 、第 3 は任意であり、ユー
ザーが安全な閲覧機能を有効にした
かどうかを判断します。 

ユーザーがロ
グインしたま
まにすること
を選択したか
どうかに応じ
て、そのよう
に選択した場
合、非アクテ
ィブになって
3 か月後、そ
うでない場合
はセッション
の終了後にな
ります。 

_ga 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

グーグルのユニバーサルアナリティ
クスに関連付けられたクッキー無作
為に生成された番号をユーザーに割
り当て、ユーザーを一意に識別しま
す。分析レポートの対象ユーザー、
セッション、およびキャンペーンデ
ータを計算するために、各ページに
含まれています。 

13 ヶ月 

_gid 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

グーグルのユニバーサルアナリティ
クスに関連付けられたクッキーアク
セスした各ページの一意の値を保存
および更新します。 

1 日 

twitter_sess 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

アクセスしたページで Twitter にリ
ンクされている機能を使用できるよ
うにします。 

セッションの
終了 

ads_prefs 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

不明 13 ヶ月 

auth_token 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

不明 13 ヶ月 

ct0 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

不明 6 時間 

dnt 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

不明 13 ヶ月 

external_referer 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合 

不明 
セッションの
終了 

gt 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合 

不明 3 時間 

guest_id 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合 

Twitter がウェブサイトの訪問者を識
別して追跡できるようにします。 

13 ヶ月 



kdt 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

Twitter が参照リンクとログイン状況
を管理できるようにします。 

13 ヶ月 

personalization_id 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

プラグインおよび統合の使用時にデ
ータを収集します。 

13 ヶ月 

remember_checked_on 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

Twitter が参照リンクとログイン状況
を管理できるようにします。 

13 ヶ月 

twid 
Twitter (ユーザーが Twitter
に接続している場合) 

不明 13 ヶ月 

 

クッキー管理 

クッキーの管理は自己責任で自由に行うことができます。特定のクッキーが無効になっていると、ウェブ

サイトの一部が意図したとおりに動作しない場合があります。当局は、責任を負いません。クッキーの設

定を更新し、デバイスに保存されているクッキーの管理に対する同意を取り消すことができます。 

 

次に説明するように、ブラウザの設定を更新することで次の手順を実行することもできます。 

• クッキーの削除:ブラウザーの閲覧履歴を削除すると、デバイスに保存されているすべてのクッキーを

削除することができます。アクセスしたウェブサイトに関連するクッキーはすべて削除され、保存されて

いる情報(ログインの詳細など)が失われる可能性があります。 

• クッキー管理: ブラウザのクッキーとプライバシーの設定を参照してください。クッキーを管理または

拒否するために、ブラウザの設定をいつでも更新できます。詳細につきましては、ブラウザのクッキー管

理ポリシーを参照してください。「Internet Explorer」 「Firefox」 「Safari」 「Chrome」 「Qwant」 

クッキーに関する追加情報につきましては、次のページをご参照ください。CCIN および CNIL 

https://www.ccin.mc/fr/
https://www.cnil.fr/professionnel

