Maxcess プライバシー通知
有効日：2019 年 9 月 17 日
Maxcess Internatonal Corporaton と関連会社および事業単位（集合的に、「会社」、「Maxcess」、「当社」と
する）は、ユーザーのプライバシーを保護することを誓約いたします。この誓約の裏付けとして当社は、当社
がユーザーに関して収集するデータとその使用・共有方法について、ならびに当社が維持するユーザーデータ
に関してユーザーに与えられる選択と権利について透明性を確保するため、当プライバシー通知を作成しまし
た。このプライバシー通知は以下に適用されます。
 本プライバシー通知を表示する、または通知へのリンクがあるすべての会社ウェブサイト、アプリケーション、コ
ミュニケーション、広告、その他のオンラインサービスおよびリソース（以下総称して、当社の「ウェブサイトおよ
びオンラインサービス」といいます）。ただし、別のプライバシー方針または通知に基づき表示または別途提供
されているウェブサイトおよびオンラインサービスは除く。
 オフラインまたは当社コールセンターで収集されたユーザー情報（ 例：見本市で当社に提供された名刺の情報、
または電話で顧客サービス担当者に提供された情報）。ただし、収集時点でユーザーが利用可能な別のプライ
バシー方針または通知に基づいて情報が収集された場合は除く。
 当社自身が使用する目的で第三者から提供されたユーザー情報、ならびに当社が収集した一般的に利用でき
る情報。
ユ ー ザ ー が 欧 州 以 外 に 居 住 す る 場 合 、 当 該 ユ ー ザ ー デ ー タ の 収 集 、 管 理 、 処 理 に 関 す る 責 任 は 、 Maxcess
Internatonal Corporaton が負います。ユーザーが欧州に居住する場合、Fife-Tidland GmbH がユーザーの個人デー
タの管理者となり、会社に代わって当該データの処理に関する責任を負います。

I.

当社が収集する情報およびその利用方法
個人データの収集・利用
個人データの収集について

当社では、個人を特定できる情報や連絡先に関する情報（当社ではこの情報を「個人データ」といいます）を収集します。
個人データには、ユーザーを名前で直接特定しないまたは連絡先情報を含まないが、特定のコンピュータまたは機器
が当社ウェブサイトおよびオンラインサービスにアクセスしたことを特定するために使用されることがあり、特定のその
他の情報と組み合わせた場合にはユーザーの特定に使用できる可能性がある情報を含みます。当社が収集・処理す
る個人データには、以下のものが含まれます。
 フルネーム
 連絡先情報（勤務先または自宅の郵送先住所、勤
務地、携帯、または自宅の電話番号、勤務先または
個人的な電子メールアドレス）
 雇用者または代理店、業界および肩書
 納品および支払い情報
 調査回答データ
 学歴および職歴に関する情報（CV 情報、職歴、勤務
歴、学歴、証明書、個人的な興味）

 雇用情報（注文、雇用、協力の履歴、契約関係に関
する情報、問い合わせ、フィードバックやコメント、当
社との電子メールのやり取りの内容）
 IP アドレス
 ログデータ
 位置データ
 クッキーデータ（サードパーティクッキーおよび関連
データを含む）
 ソーシャルメディアの使用および活用

当社は、ユーザーが個人データを当社に直接提供する場合（ 例：当社ウェブサイトのお問い合わせフォームを提出する
場合や、見本市で名刺を頂戴した場合）、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスでのユーザーの活動によって作
成された場合（ 例：当社ウェブサイトの特定のページに費やした時間）、当社のビジネスパートナーが当社と共有した場
合（例：メールマーケティングベンダー、見本市スポンサー、HR スタッフ派遣会社）、および一般に利用できる情報源か
ら利用できる場合（例：ユーザーが LinkedIn で共有する情報）に、個人データを収集します。

個人データの利用について
当社は、以下に記載する通り、個人データを収集、使用、保管、組織化、構造化、開示、または別途処理します。
 当社は、かかる個人データの提供目的に従い個人データを処理します。例えば、当社ウェブサイトから問い合
わせを提出したり情報を要請したりする場合にユーザーが名前や連絡先を当社に提供する場合、当社はこの
情報を用いてユーザーに返信し、要請された情報をユーザーに提供します。オンラインポータルまたは登録を
必要とするその他のオンラインサービスにアクセスするために登録する場合、当社はユーザーが提出した情報
を用いてユーザーに関連するサービスへのアクセスを提供しユーザーのアカウントを維持します。ユーザーが
当社から製品またはサービスを購入する場合、当社はユーザーが提供した個人データを用いて、注文の履行、
ユーザーの支払処理を含む関連する契約上の義務の履行、納品の促進、該当するサービスまたは保証義務
の遵守を行います（この場合、ユーザーが当社製品またはサービスを次回注文したい場合に使用できるように、
当社はユーザーの支払い情報を保存することがあります）。
 ユーザーに興味のある製品・サービスに関するニュースや情報を送信するため（ユーザーのオンラインサービ
ス体験をカスタム化し、ユーザーの興味に合ったコンテンツや製品・サービスを提供することを含み、当社ウェ
ブサイトおよびオンラインサービス、第三者サイトを通して、また電子メールまたはテキストメッセージによるター
ゲットオファーや広告を含む）。
 購入および当社規約・方針の変更といった重要な通知を送信するため。会社とのやり取りにあたりこの情報は
重要なため、ユーザーがこれらのコミュニケーションの配信を停止（オプトアウト）することは通常はできません。
 当社ウェブサイトおよびオンラインサービス、製品、データベース、その他の技術資産の安全性、セキュリティ、
統合性を守るため。
 当社製品、サービスおよび顧客とのコミュニケーションを改善するための、監査、データ分析、リサーチなどの
社内事務管理目的。これには、Google アナリティクスを含めた統計解析目的での処理が含まれます。
 サードパーティクッキーによる追跡、およびユーザーの当社または他者とのやり取りに関連した興味に基づくプ
ロフィールの作成を含めた、マーケティング活動のため。追加情報については、以下の「非個人データの収集・
利用」セクションおよび当社の「クッキーおよび類似技術の使用に関する通知」を参照のこと。
 ユーザーが懸賞、コンテストまたは類似の販売促進活動に応募する場合、当社はユーザーが提供する情報を
用いてかかるプログラムを管理します。
 インタビューを手配する場合、ユーザーの採用を検討する場合、および（当社ウェブサイトおよびオンライン
サービスを利用してユーザーが仕事に応募する場合は）スタッフ管理目的。
 個人データを処理する、または法的手続や政府捜査のために法的義務がある場合（令状、召喚状、裁判所の
法的命令など）。
 データ主体の要請を管理するため。
 不正行為の可能性または当社方針および手順の不遵守についての社内調査。
 本プライバシー通知および当社の「クッキーおよび類似技術の使用に関する通知」に記載するその他の目的。
当社による個人データの処理に適用される法的根拠としては、以下のようなものが挙げられます。
 ユーザーの同意に基づく場合：場合によっては、ユーザーが個人データを提供する時点で、個人データの収
集・処理について当社が同意を求めることがあります。ユーザーが同意する場合でも、以下に記載する通り当
社に連絡することで、ユーザーは後ほどこの同意を撤回（またはオプトアウト）することができます。ユーザーが
同意を撤回する場合、すでに生じた個人データの処理に影響が出ることはありません。当社が同意に基づき
個人データを処理する場合、当社は同意を得た時点で、詳細な情報をユーザーに提供します。
 適用法の遵守または契約の履行：特定の状況では、関連する法律／規則を遵守する、またはユーザーとの契
約上の義務を履行するために、当社が個人データを処理しなければならないことがあります。当社が法的義務
を果たすために個人データを処理する場合、この処理活動への異議が認められる可能性は低いですが、当社
の法的義務を妨害しない限り、ユーザーには通常、この情報にアクセスし、審査する権利があります。ユー
ザーとの契約に基づく当社の義務を履行するために当社が個人データを処理する場合、ユーザーはこの処理
に異議を唱えられないことがあり、またユーザーがオプトアウトを選ぶまたは当社の処理に異議を唱える場合
に、ユーザーに対する契約上の義務を当社が履行する能力に影響が出ることがあります。

 当社の正当な利益：当社は、ユーザーとのコミュニケーション、および当社製品・サービス、科学的研究、教育
機会に関する当社とユーザーとのやり取りの管理に対する当社の正当な利益に基づき、個人データを処理す
ることがあります。以下で説明するその他の権利に加え、ユーザーにはかかる処理に異議を唱える権利があり
ます。ユーザーは、以下に説明する通り、当社に連絡してユーザーの異議を申し立てることができます。

非個人データの収集・利用
非個人データの収集について
ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを使用する場合、当社は、それ自体では個人を識別しない特定
の非個人データも収集します。当社が収集・処理する非個人データには、以下のものが含まれます。
 ログデータ：ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを使用する、またはそれらとやり取りする場
合、当社サーバは、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを要請するたびに、または当社ウェ
ブサイトおよびオンラインサービスからユーザーのブラウザもしくは機器にコンテンツがダウンロードされる時に 、
ユーザーのブラウザ（Apple Safari、Microsof Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox など）または機器から自動
報告される特定の情報を記録します。この「ログデータ」には、ユーザーの IP アドレス（およその位置を推測す
るために使用される）、インターネットサービスプロバイダ、ブラウザのタイプおよび設定（ 例：コンテンツの言語、
クッキー／DNT の設定）、機器情報（例：機器のタイプ、オペレーティングシステム、機器メーカー）、参照元／終
了 URL、要請／回答日時、クリックストリームデータ、機器 ID または広告 ID、ファーストパーティクッキーおよび
類似技術に含まれるデータ（以下で、および当社の「クッキーおよび類似技術の使用に関する通知」で詳しく説
明しています）。ただし、現地法でインターネットプロトコル（IP）アドレスまたは類似の識別子が個人データと見
なされる場合には、当社はこれらの識別子を個人データとして扱います。
 位置データ：ウェブサイトおよびオンラインサービス、ならびにユーザーのコンピュータまたは機器の認可によっ
ては、当社がユーザー機器のおよその位置（例：国または郵便番号）または正確な位置（「位置データ」）に関す
る情報を収集することがあります。この位置情報は、 IP アドレス、GPS、および近辺の機器、Wi-Fi アクセスス
ポットや携帯電話の中継塔などの情報を提供できるその他のセンサーなど、さまざまな技術を使用して収集さ
れることがあります。当社は、ユーザーの同意が得られる場合にのみ、コンピュータまたは機器の正確な位置
を収集します。
 クッキーデータ：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、当社ウェブサイトおよびオンラインサービス、な
らびにウェブサイトおよびオンラインサービスで処理された情報の安全を確保するため、当社ウェブサイトおよ
びオンラインサービスの性能をモニタリングし強化するため、ユーザーの行動をより良く理解するため、広告お
よびウェブサイト機能の効果を促進・測定するために、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービス
を訪問または利用した時に、クッキー、ピクセルタグ、ソフトウェア開発キット、統計識別子、および類似技術
（「クッキーおよび類似技術」といいます）を用いて特定の非個人データ（ログデータ、位置データ、クッキーデー
タなど）を収集・保存します（クッキーおよび類似技術に含まれる情報またはその使用により生成された情報は 、
本プライバシー通知において「クッキーデータ」といいます）。当社では、クッキーおよび類似技術により収集さ
れた情報を非個人データとして扱います。当社ウェブサイトおよびオンラインサービスでの使用ならびにこれら
の使用に関する選択を含めて、これらのクッキーおよび類似技術について、当社の「クッキーおよび類似技術
の使用に関する通知」でさらに詳しく説明します。
 集計データ：さらに、当社が（個人データを含めた）情報を集計または匿名化する時、かかる集計または匿名化
情報は本プライバシー通知の目的上、非個人データと見なされます。
当社によるクッキーおよび類似技術の使用、これらの技術を利用して収集される非個人データのタイプ、当社ウェブサ
イトおよびオンラインサービスでのその使用に関するユーザーのオプションについての詳しい情報は、当社の「クッキー
および類似技術の使用に関する通知」をご覧ください。

非個人データの利用について
当社は、任意の目的で非個人データを収集、使用、移転、開示することがあります。ただし、非個人データを個人デー
タと組み合わせた場合には、組み合わせた情報はその組み合わせが続く限り個人データとして扱われます。当社では
多くの正当なビジネス目的で非個人データを使用します。その一例を以下に挙げます。
 当社は、ウェブサイトユーザーの行動をより良く理解して当社製品、サービスおよび広告を改善できるように、ロ
グデータ、位置データ、クッキーデータを収集します。
 会社および当社オンラインパートナーは、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを使用する時
に、クッキーおよび類似技術を用いて個人データを記憶させます。このような場合の当社の目標は、会社に関

するユーザー体験の向上を図り、ユーザーの利便性を高め、個人に合わせてサービスを最適化することです。
ユーザーの国および言語を把握することは、カスタム化されたより有益なウェブサイト体験を提供する上で役
立ちます。ユーザーのコンピュータまたは機器を用いて特定の製品を購入した、またはウェブサイトの機能を利
用した人物がいることを把握することは、当社の広告および電子メールでのコミュニケーションをユーザーの興
味により近づける上で役立ちます。この場合、非個人データが個人データと関連付けられる場合には、組み合
わせた情報はその組み合わせが続く限り個人データとして扱われます。
 当社は、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスでのユーザーの活動に関する情報を収集します。この情
報は集計であり、当社の顧客およびウェブサイトのユーザーにより有益な情報を提供し、当社ウェブサイトおよ
びオンラインサービスのどの部分に最も興味があるのかを理解する上で役立ちます。集計データは、本プライ
バシー通知の目的上、非個人データと見なされます。
 当社は、傾向を理解・分析し、ウェブサイトおよびオンラインサービスを管理し、ウェブサイトおよびオンライン
サービスでのユーザーの行動を把握し、当社製品・サービスを改善し、当社のユーザー基盤全体に関する人
口統計情報を収集するために、非個人データ（ログデータ、位置データ、クッキーデータを含む）を用います。
また、受信者がどの電子メールを開いたか、どのリンクをクリックしたかを追跡するために、ユーザーに送信さ
れた電子メールから類似のデータを収集します。当社電子メールメッセージの一部では、当社は会社ウェブサ
イトおよびオンラインサービスのコンテンツとリンク付けられた「クリックスルー URL」を用います。これらの URL の
一つをクリックすると、顧客は当社ウェブサイトおよびオンラインサービス上の目的ページに到着する前に別の
ウェブサーバを通過することになります。当社は、トピックへの興味を判断し顧客とのコミュニケーションの効果
を測定するために、このクリックスルーデータを追跡します。このような方法での追跡を希望しない場合は、電
子メールメッセージのテキストまたはグラフィックリンクをクリックしないようにしてください。
 当社はまた、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを維持・改善する、当社ウェブサイトおよびオンライン
サービスのユーザーを検証・認証する、詐欺を防ぎ当社ウェブサイトおよびオンラインサービスならびにデータ
ベースの安全を確保する、支払いを処理する、製品・サービスの提供を促進する、ユーザーの好みおよび興味
を記憶する、ウェブサイトおよびオンラインサービスの性能および効果を追跡・測定する、当社製品・サービス
を開発・改善する、ユーザーの興味に関連する広告またはユーザーの位置、人口統計情報、機器の特徴に基
づき広告を提供する、および本プライバシー通知または当社の「クッキーおよび類似技術の使用に関する通知」
に記載したその他の目的のために、非個人データ（ログデータ、位置データ、クッキーデータを含む）を用いま
す。
非個人データの収集・使用に関する詳細については、当社の「クッキーおよび類似技術の使用に関する通知」をご覧く
ださい。

情報の組み合わせ
法律で認められる場合、当社はウェブサイトおよびオンラインサービスからユーザーが当社に提供する個人データを、
別の会社ウェブサイトおよびオンラインサービスから収集する情報、会社のオフライン記録、第三者が当社に提供する
情報と組み合わせることがあります。法律で認められかつ実用可能な場合、当社は個人データを、ユーザーによるウェ
ブサイトおよびオンラインサービスの使用により収集された情報（ログデータ、位置データ、クッキーデータなど）と組み
合わせることがあり、この場合、当社は、個人データと妥当に関連付けることができる限り、個人データと組み合わせた
または関連付けられたいかなる情報も個人データとして扱います。当社は、当社ウェブサイトおよびオンラインサービス、
製品提供を改善する、当社のマーケティングおよびリサーチ活動を強化する、ユーザーに情報を伝える、また本プライ
バシー通知に記載するその他の正当な目的のために、この連結された情報を用います。

II.

個人データの共有・移転
第三者と共有される個人データ

当社は、さまざまなビジネスサービス（ 例：当社ウェブサイトまたは社内ビジネスアプリケーションのモニタリングおよび
維持管理、ニュースレターおよび郵送物の準備、手数料その他の金額の支払い）を当社に提供する第三者に対して
ユーザーの個人データを開示します。これらのサービスプロバイダおよび業務受託者は、当社を代理してサービスを提
供する以外にはこの個人データの使用を制限されており、当社の指示書のみに従います。
当社は、ユーザーの個人データを、当社の系列会社と共有することがあります（ 例 社内的な事務処理や、特定の会社
が行なう事業を支援するため）。当該の Maxcess 系列会社の名称および拠点は、こちらとこちらからご覧頂けま
す。

当社はまた、共同してまたブランド提携によりユーザーに製品、サービス、コンテンツを提供するために別の会社と提
携関係を結ぶことがあります。当社がブランド提携した製品、サービスまたはコンテンツを提供する場合、当社ロゴとブ
ランド提携パートナーのロゴの両方が表示されることがあります。ブランド提携した製品、サービス、コンテンツにアクセ
スする場合またはこれらを使用する場合、ユーザーは特定の要請された情報を提供する必要があることがあり、この
情報はブランド提携パートナーと共有されることがあります。本プライバシー通知とは一部の面で内容が違うことがある
ため、ブランド提携パートナーの個々のプライバシー方針および利用規約をご確認ください。ユーザーは、提供される
製品、サービス、コンテンツを使用しないことで、ブランド提携パートナーとの個人データの共有からいつでもオプトアウ
トすることができます。
当社は、以下を含む特別な場合に、当社が収集する情報を法務顧問、警察機関、その他の適切な機関に提供するこ
とがあります。（i）かかる開示が、当社の権利および資産またはその他の人物の権利および資産への損害または妨害
を生じさせている人物を特定する、かかる人物に連絡する、またはかかる人物に対して法的措置を提起するのに必要
であると考える理由が当社にある場合、または（ii）適用法、裁判所命令または政府規制により必要であると当社が考
える場合。
会社の全体または一部が別の事業体と合併する場合、当社がユーザーに関して有する情報がその取引の一環として
第三者に移転されることがあります。また、会社が行う融資契約の影響を受ける資産の中にユーザーの情報が含まれ
ることもあります。

個人データの国際移転
場合によっては、当社が個人データを共有するサービスプロバイダ、ビジネスパートナー、会社関連会社等が外国に
存在することがあります。これらの外国での個人データ保護レベルがユーザーの居住国の保護レベルと同じではない
ことがあります。このような場合、当社は関連する監督機関（必要かつ該当する場合）の承認を得た契約条項などの適
切な保護対策を用いて、第三国に移転される情報を保護します。ユーザーが欧州に居住する、または個人データが別
途欧州の法律に従う必要がある場合、個人データにアクセスする、または個人データを利用する欧州連合外のすべて
の会社関連会社は、欧州委員会の承認を受け、欧州のデータ保護条件と同等の個人データ保護レベルを課す、デー
タ保護契約の対象となります。
ユーザーが米国以外からこのウェブサイトまたはオンラインサービスを訪問している場合、情報は国境を越えることに
なります。なお、米国での情報保護レベルがユーザーの居住国の保護レベルと同じではないことがあります。ウェブサ
イトまたはオンラインサービスの使用に伴い、米国およびビジネス運営中に当社が情報を移転することのある任意の
国で情報が収集、保管、処理されることがあります。
どのような場合であれ、会社関連会社および第三者が、処理の実施が適用法の要件を満足させる方法で適切な技術
対策および組織的対策を行い、個人データ保護を確保するという十分な保証を提供する場合に、当社は、当社を代理
してサービスを遂行する関連会社および第三者とのみ個人データを共有します。

III. ユーザーの権利
ユーザーは、以下に説明する通り、個人データの収集、使用、移転および処理に関してさまざまな権利を有します。た
だし当社は、ユーザーのアイデンティティを妥当に検証できない場合、またユーザーの権利が他者の権利および自由
に悪影響を与える場合を含めて、適用法で認められる場合にはこれらの権利をいつでも制限する権利を留保します。以
下の権利のいずれかを行使する場合は、以下の該当する連絡先情報を用いて、個人データの処理責任のある会社関
連会社まで連絡してください。

アクセスする権利
ユーザーには、個人データが処理されているか否かについて会社から確認を得る権利があります。当社が個人データ
を処理する場合、ユーザーにはデータにアクセスし、かかるデータの処理に関する特定の情報を得る権利があります。

修正する権利
ユーザーには、補足文の提供という手段を含めて、不正確または不完全な個人データを修正する権利があります。

消去する権利
以下のいずれかに該当する場合、ユーザーには、個人データを消去させる権利があります。
 データの収集目的に関して個人データがもはや不要となった場合

 ユーザーが同意を撤回する場合（処理がかかる同意に基づく場合）
 ユーザーが処理に異議を唱え、かかる処理が会社の（または第三者の）正当な利益に基づくもので、処理のた
めに最優先される正当な根拠がない場合
 適用法に基づく法的義務を遵守するために個人データを消去する必要がある場合
ただし、以下を目的に処理が必要となる場合にはこの消去の権利は適用されません。
 処理を必要とする法的義務の遵守
 適用法で認められる範囲で、公共の利益のための保管目的、科学研究または歴史的研究の目的、または統
計目的

処理を制限する権利
以下のいずれかに該当する場合、ユーザーには個人データの処理を制限する権利があります。
 個人データの正確さが問題となっている場合
 処理が違法であり、ユーザーが個人データの消去に異議を唱え、その代わりにその使用の制限を要請してい
る場合
 会社にとって処理目的では個人データがもはや不要であるものの、法的請求の確立、行使または弁護のため
には必要である場合
 処理が会社の（または第三者の）正当な利益に基づくもので、ユーザーが処理に異議を唱えている場合（以下で
説明する通り）

異議を唱える権利
ユーザーには、ダイレクトマーケティング目的での処理、または処理が会社の（または第三者の）正当な利益に基づく
場合に、（ユーザーの状況に関連した根拠を基に）個人データの処理にいつでも異議を唱える権利があります。当社の
正当な利益に基づき処理に異議を唱える場合、会社は、会社がユーザーの利益、権利および自由よりも優先される、
または法的請求の確立、行使、もしくは弁護のための、説得力の高い処理に対する正当な根拠を示さない限り、個人
データを処理しません。

同意を撤回する権利
個人データの処理がユーザーの同意に基づく場合、ユーザーには、かかる撤回前の同意に基づく処理の合法性に影
響を与えることなく、かかる同意をいつでも撤回する権利があります。

データポータビリティの権利
ユーザーには、ユーザーが会社に提供した個人データを、構造的かつ一般的に使用されるマシン可読フォーマットで
受け取る権利、また、以下の各条件を満たす場合には会社からの妨害を受けることなく別の事業体にかかるデータを
送信する権利があります。
 ユーザーの要請が他者の権利に悪影響を与えない場合
 ユーザーの要請が会社の権利（知的財産権を含む）に悪影響を与えない場合
 処理が同意に基づく、またはユーザーが一当事者である契約の履行に基づく場合
 処理が自動化手段で実行される場合

自動処理のみによる決定の対象とならない権利
ユーザーには、適用法に基づき認められない限り、ユーザーに対する法的効力を生む、または同様に大きく影響を与
える、自動処理（プロファイリングを含む）のみによる決定の対象とならない権利があります。

監督機関に苦情を申し立てる権利
ユーザーには、該当するデータ保護機関に苦情を申し立てる権利があります。欧州に居住する場合、ユーザーには、
ユーザーの常居所、勤務地、または個人データの処理が EU データ保護法を侵害したと考える場合は主張する侵害の
発生地である欧州の国にかかる苦情を申し立てる権利があります。すべての欧州監督機関およびその連絡先情報の
一覧は、こちらをご覧ください。

IV. 当社による個人データの保護
当社は、個人データを保護するための妥当な技術的、物理的、および組織的な予防対策を提供します。これには、個
人データの偶然的または違法な破棄、損失、改ざん、または送信、保管または別途処理され、物理的、物質的、また
は非物質的な損害をもたらすことのある個人データの不正な開示またはアクセスから個人データを守るための予防対
策が含まれます。適切な程度または適用法で要求される程度で、これらのセキュリティ対策は以下を含みます。
 個人データへのアクセスは、当社を代理して本プライバシー通知で説明する活動を遂行するためにアクセスす
る必要がある、許可された従業員およびサービスプロバイダに制限されます。
 適切な場合または法律で要求される場合、個人データは偽名化され、モバイル機器に転送または保存された
機密の個人データは業界で認められたソリューションを用いて暗号化されます。
 個人データの処理に関与する会社スタッフには個人データの秘密保持が伝えられ、その責任に対する適切な
訓練を受け、会社方針に従い個人データの機密性を守る義務があります。
 処理システムの継続的な安全性を確保するために、会社のセキュリティ対策の効果は定期的に点検、査定、
評価されます。
 インターネット接続された個人データを含むデータベースについては、ネットワークベースおよび／またはホスト
ベースの検出メカニズムを用いて未認可の侵入がモニタリングされます。
 当社を代理して個人データを処理するために当社が雇用したサービスプロバイダおよびその他の第三者は、
当社の指示書に基づいてのみ個人データを処理する契約上の責任があり、会社が使用するものと類似の、ま
たは適用法に基づき要求されるセキュリティ対策を提供する必要があります。
当社は処理・維持する個人データに対して妥当かつ適切なセキュリティを提供することに努めていますが、あらゆるセ
キュリティ違反の可能性に対して予防できるセキュリティシステムはありません。特に、当社ウェブサイトおよびオンライ
ンサービスを用いて送信される電子メールやフォームは安全でないことがあります。ユーザーは電子メールにより当社
に情報を送信する前に、特に注意を払う必要があります。さらに、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスでアカウ
ントを作成する場合は、不正アクセスや不正使用を防ぐため、ユーザーのアクセス認証は自己の責任において管理し
てください。

V.

個人データの保存および削除

会社は、個人データの保存に対して妥当な制限を実施・維持し、通常は個人データの収集目的またはさらなる処理目
的のためにもはや不要となった段階でかかる個人データを廃棄します。ただし当社は、正当なビジネス目的で、また適
用法の遵守のために必要な場合に、個人データの保存用コピーを引き続き保管することがあります。さらに当社は、本
プライバシー通知で説明した正当な業務目的のために、匿名、集計化または匿名化された情報を引き続き保管するこ
とがあります。

VI. 第三者ウェブサイトへのリンク
本プライバシー通知は、本プライバシー通知へのリンクがある会社ウェブサイトおよびオンラインサービスのみに適用
されます。しかしながら、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは第三者サイトまたはサービス（ 例：業界見本市や
会議に関連するウェブサイト）へのリンクを含むことがあります。当社は第三者ウェブサイトまたはリソースのコンテンツ
を承認せず、これらに対する責任も負いません。当社プライバシー通知は、当社ウェブサイトおよびオンラインサービス
のリンクからかかるサイトにアクセスした場合でも、会社によって管理されていないサイトには適用されません。第三者
サイトの管理者に情報を提供する前に、かかるサイトのプライバシー方針および利用規約をご確認ください。

VII. お問い合わせ
本プライバシー通知、当社による個人データの使用、またはかかる使用に関する権利について質問がある場合は、以
下の連絡先情報を用いて該当する会社関連会社までお問い合わせください。
ユーザーが欧州以外に居住する場合
Maxcess Internatonal Corporaton
222 West Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114
United States
+1.405.755.1600 • privacy@maxcessintl.com

ユーザーが欧州に居住する場合
Fife-Tidland GmbH
Max-Planck-Straße 8
65779 Kelkheim
Germany
+49 6195 7002-0 • privacy@maxcessintl.com

VIII. 当社プライバシー通知に対する変更
会社は、当社の裁量によりいつでも本プライバシー通知を修正する権利を留保します。プライバシー通知を変更する場
合は当社ウェブサイトおよびオンラインサービスに最新の通知を掲載し、変更は掲載日時点で有効となります。 変更の
掲載後もユーザーが引き続き当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを使用し続ける場合は、ユーザーがかかる変
更を受諾したことを意味します。

クッキーおよび類似技術の使用に関する通知
（「クッキー通知」）
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスをご利用になることで、ユーザーは、本クッキー通知および当社プライバ
シー通知で説明するクッキーおよび類似技術の使用に同意することになります。

I.

クッキーおよび類似技術の使用

当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、当社ウェブサイトおよびオンラインサービス、ならびに当社ウェブサイト
およびオンラインサービスで処理されたユーザーの情報の安全を確保するため、当社ウェブサイトおよびオンライン
サービスの性能をモニタリングし強化するため、ユーザーの行動をより良く理解するため、広告およびウェブサイト機能
の効果を促進・測定するために、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問または利用した時に、
クッキーおよび類似技術を用いて、特定の非個人データ（ログデータ、位置データ、クッキーデータなど）を収集・保存し
ます。これらのクッキーおよび類似技術には以下が含まれます。
 クッキー：クッキーは、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問したりやり取りを行ったり
する時に、ブラウザに送信され保存される小さなテキストファイルです。こうしたクッキーはその後、ユーザーが
当社ウェブサイトおよびオンラインサービス（第三者サイトの当社広告を含む）を訪問したりやり取りしたりする
たびに、ブラウザまたは機器を認識するためにクッキーを配置した当事者のために、クッキーを配置したパー
ティにクッキーを変えずに送信します。クッキーは、ファーストパーティクッキーまたはサードパーティクッキーで
す。「ファーストパーティクッキー」は、ユーザーの訪問サイトを運営するパーティからブラウザに送信されます
（例：ユーザーが当社ウェブサイトを訪問する時に会社が発行するクッキー）。「 サードパーティクッキー」は、
ユーザーの訪問サイトを運営するパーティ以外の任意のパーティからブラウザに送信されます（ 例：ユーザー
が当社ウェブサイトを訪問する時に Google アナリティクスなどの当社オンラインパートナーが送信するクッ
キー）。さらに、当社がクッキーを使用する時、当社は「セッション」クッキー（ユーザーがブラウザを閉じるまで
続く）または「永続的な」クッキー（ユーザーまたはブラウザがクッキーを削除するまで続く）を使用することがあ
ります。当社ウェブサイトおよびオンラインサービスで使用するクッキーによっては、個人データと関連するもの
（ユーザーの電子メールアドレスなど）もあれば関連しないクッキーもあります。なお、非個人データ（ クッキー
データなど）が個人データと関連付けられる場合には、組み合わせた情報は組み合わせが続く限り個人データ
として扱われます。
 ピクセルタグ：ピクセルタグ（ウェブビーコンとも呼ばれる）は、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンライン
サービスを訪問する時に当社オンラインパートナーがクッキーを預けることができるよう当社ウェブサイトおよ
びオンラインサービスにインストールされる小さなコードブロックであり、通常は当社ウェブサイトおよびオンライ
ンサービスでのユーザーの活動を追跡するため、関連するログデータおよびクッキーデータを受け取るため、
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスの使用および性能のモニタリング・分析に関連するその他の活動を
行うために、クッキーと合わせて使用されます。
 ソフトウェア開発キット：ソフトウェア開発キット（SDK とも呼ばれる）はサードパーティクッキーおよびピクセルタグ
のように機能しますが、クッキーおよびピクセルタグがあまり効果的に機能できないモバイルアプリ環境で機能
します。クッキーおよびピクセルタグを用いる代わりに、当社は、当社オンラインパートナー（広告会社、広告
ネットワーク、アナリティクスプロバイダなど）が当社のモバイルアプリおよびサービスの使用および性能をモニ
タリング・分析するために、これらの当社オンラインパートナーが提供するコード断片（ SDK）を当社のモバイル
アプリにインストールすることがあります。
 統計識別子：統計識別子は、特定の機器情報およびログデータを用いて作成された識別子を意味します。この
情報は総合的に、サーバまたは類似のシステムがユーザーのブラウザまたは機器を区別して、経時的に同一
のブラウザまたは機器に遭遇していることを妥当に判断できるようにします。統計識別子により、当社および当
社パートナーは、クッキーと同じ目的でブラウザまたは機器を一意的に識別することができます。統計識別子
は、個人データ（ユーザーの電子メールアドレスなど）と関連付けられることがあります。 ただし、非個人データ
を個人データと関連付ける場合には、組み合わせた情報はその組み合わせが続く限り個人データとして扱わ
れます。

II.

クッキーおよび類似技術の使用法

当社ウェブサイトおよびオンラインサービスで使用されるクッキーおよび類似技術（その使用により得られた情報を含
む）は、以下の 4 つのカテゴリに分類されます。
必須

性能

アナリティクス

広告

当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ウェブサイトユーザーの認証、詐
欺の防止、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスならびにデータベースの安
全の確保、支払いの処理、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービ
スを移動しその機能を使用できるようにすること、適用法および業界基準の遵守
を含め、当社ビジネスを運営し当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを維持
するために必要なファーストパーティおよびサードパーティのクッキーおよび類似
技術を使用します。これらのクッキーおよび類似技術は、マーケティングまたはブ
ラウジング活動の追跡に使用できるユーザー情報は収集しません。このカテゴリ
のクッキーは通常、無効化できません。
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、当社ウェブサイト訪問中のリピー
トユーザーの特定（ 例：ユーザーのログイン認証を記憶させる）、ユーザーの好み、
興味および過去に閲覧または使用したアイテムの追跡（ 例：選択言語または過去
の購入歴）、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを通してユーザーがソー
シャルメディアサービスとやり取りできるソーシャル機能の提供（ 例：フェイスブック
またはツイッターなど、以下で詳述）を含め、強化された機能を提供しユーザーの
好みを記憶させるために、ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーお
よび類似技術を使用することがあります。
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ユーザーが当社ウェブサイトおよ
びオンラインサービスに到達した方法やそのやり取りの分析、当社ウェブサイトお
よびオンラインサービスの性能および効果の追跡・測定、当社ウェブサイトおよび
オンラインサービス上の広告、ウェブサイト機能、その他のコンテンツの配置の最
適化、ウェブサイト活動に関連した統計報告、当社製品・サービス、ウェブサイト
および広告を開発・改善する目的でのユーザーの好みや行動、市場特性および
傾向の分析、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスの機能を試すための
オーディエンスの細分化、当社の消費者、製品、オンラインサービスに関するリ
サーチの実施を含め、アナリティクス、製品開発および市場リサーチ目的で、
ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーおよび類似技術を使用するこ
とがあります。
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ユーザーの興味に関連のある広
告（例：当社ウェブサイトとの過去のやり取りに基づく、または別のウェブサイトで
の経時的なブラウジング活動に基づくユーザーの興味を予測することに基づく広
告）、およびユーザーの位置、人口統計情報または機器特性に基づく広告を含め 、
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスでまたはそれ以外で広告を提供、追
跡、測定するために、ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーおよび
類似技術を使用することがあります。クッキーはまた、広告の到達度および頻度
を追跡・測定し、かかる広告の提供を規制するためにも使用されます（ 例：ユー
ザーが特定の広告を見る回数に上限を設ける）。

III. 当社オンラインパートナーによるクッキーおよび類似技術の使用
当社は、上述した必須、性能、アナリティクスおよび広告の活動の一部を行う上で、ベンダーその他のオンラインパート
ナーを使用することがあります。これには、視聴者行動分析およびアナリティクスサービスを提供する、当社を代理して
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスならびに第三者サイトに広告を掲載する、かかる広告の性能を追跡・報告
することが含まれます。これらのオンラインパートナーは、ユーザーのブラウザまたは機器を特定してそれぞれのサー
ビスを提供する目的で、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスおよびその他の関連のないサイトを訪問したりやり
取りしたりする時に、特定のログデータ、位置データ、クッキーデータ、その他の情報を収集・保存するために、サード
パーティクッキーおよび類似技術を使用することがあります。さらに、これらのオンラインパートナーは、当社ウェブサイ
トおよびオンラインサービスで収集されたデータを、関連のないサイトで収集された情報またはこれらのオンラインパー
トナーが維持するその他のデータと組み合わせることがあります。当社ウェブサイトおよびオンラインサービス、ならび
に第三者サイトで収集されたデータのオンラインパートナーによる使用は、これらの会社の利用規約およびプライバ
シー方針の対象となります。
例えば、当社は、「リターゲティング」と呼ばれる一般的なオンライン広告を通して第三者ウェブサイトに当社の広告を
提供するために、サードパーティクッキーを使用することがあります。リターゲティングでは、別のウェブサイトでの個人

の活動に基づき、あるウェブサイトに広告が表示されます（ 例：当社ウェブサイトで製品またはサービスを見た場合、
ユーザーが第三者のウェブサイトを訪問した時に当社製品・サービスの広告が後ほど表示されることがある）。このた
めに当社は、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問する時に、当社オンラインパートナー
（Google、その他の広告ネットワークベンダーなど）がそれ自身のサードパーティクッキーを発行することを認め、当社
ウェブサイトおよびオンラインサービスを過去に訪問したことのあるユーザーをこれらのオンラインパートナーが認識で
きるようにします。当社オンラインパートナーが提供する機能を含む第三者ウェブサイト（ 例：当社オンラインパートナー
が広告スペースを購入したウェブサイト）をこれらのユーザーが訪問する時、当社オンラインパートナーは当社製品・
サービスに対するユーザーの興味を認識し、第三者ウェブサイトに当社の広告の一つを表示することができます。

IV. クッキーに関するユーザーのオプション
大半のブラウザは、クッキーを受け入れるようデフォルト設定されています。しかし、ブラウザでは通常、ユーザーが選
択する場合にはブラウザのクッキーを削除または拒否することが認められています。ブラウザクッキーの拒否および削
除に関する詳細については、ブラウザの設定または環境設定タブをご覧ください。詳しくはこちらをご覧ください。
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Opera Mobile
Android Browser
その他のブラウザについては、ブラウザメーカーが提供する文書をご覧ください。

Safari（デスクトップ）
Safari（モバイル）

ブラウザクッキーを全般的に削除および拒否することに加え、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスが以下の
サードパーティクッキーを使用する場合は下記のオプトアウトのメカニズムも利用できます。
 Google アナリティクス：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、Google が提供するウェブアナリティクス
サービスである Google アナリティクスを使用することがあります。Google アナリティクスは、当社ウェブサイトお
よびオンラインサービスの性能および使用に関する情報を収集・分析するためにクッキーおよび類似技術を使
用します。Google アナリティクスの詳細はこちらをご覧ください。説明したようなユーザー情報の収集・使用から
オプトアウトしたい場合は、こちらから利用できる Google アナリティクスのオプトアウト機能を使用してください。
 Google リマーケティング：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、当社ウェブサイトおよびオンライン
サービス、その他の関連のないウェブサイトへのユーザーの訪問に関する情報を Google が使用して広告の効
果を測定し、ユーザーに興味のある当社製品・サービスに関する広告を提供することができるよう、Google ア
ナリティクスと併用して Google のリマーケティングを使用することがあります。上述の通り、Google はユーザー
が当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問する時に自社のクッキーを配置し、これにより Google は、
かかるユーザーが Google のサービスおよびクッキーを使用するその他の関連のないサイトを訪問した時に、
当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを過去に訪問したことのあるユーザーを認識することができます。
Google アナリティクスと併用した Google リマーケティングについての詳細は、こちらをご覧ください。説明したよ
うなユーザー情報の収集・使用からオプトアウトしたい場合は、 こちらから利用できる Google アナリティクスの
オプトアウト機能を使用してください。
 Adobe Analytcs：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、Adobe Systems が提供する Adobe Analytcs を
使用することがあります。Adobe Analytcs は、最も使用されたリンク、ユーザーが当社ウェブサイトおよびオン
ラインサービスを見つけた方法、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスが効率的に運営されているかどう
かなど、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスの使用に関する報告を作成するために、クッキーおよび類
似技術を使用します。説明したようなユーザー情報の収集・使用からオプトアウトしたい場合は、こちらの
Adobe Analytcs のオプトアウトサイトをご覧ください。
 フェイスブックのカスタムオーディエンス：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ユーザーが興味のあ
る当社製品・サービスに関する広告をフェイスブックで提供するために、フェイスブックのカスタムオーディエン
スを使用することがあります。フェイスブックのカスタムオーディエンスについての詳細は、こちらをご覧ください。
説明したようなユーザー情報の収集・使用からオプトアウトしたい場合は、こちらから利用できるオプトアウトを
使用してください。
 興味に基づく広告：当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ユーザーの興味、人口統計情報、過去のブ
ラウジング活動に基づき、ターゲット広告のためにファーストパーティおよびサードパーティクッキーおよび類似

技術を使用することがあります。上記の目的でのユーザー情報の収集・使用からオプトアウトしたい場合は、以
下をご覧ください。
ユーザーが欧州以外に居住する場合は、こちら又はこちら


欧州に居住する場合はこちら

 モバイルアプリ：特定のターゲット広告活動のためにモバイルアプリで使用されるクッキーおよび類似技術（ソフ
トウェア開発キットなど）については、（ユーザーのモバイル機器メーカーが別途異なる指示を提供しない限り）
かかる目的での情報の収集・使用を希望しない場合は、以下の手順でオプトアウトの手続きを行ってください。


iOS ユーザー：「設定」から「プライバシー」をタップし、スクロールダウンして「広告」から「追跡型広告を制
限」のトグルをオンにします。ここから「広告識別子のリセット」をタップして、広告識別子をリセットすることも
できます。



Android ユーザー：アプリ一覧を開き、Google 設定アプリから「サービス」の「広告」をタップし、「インタレスト
ベース広告をオプトアウト」オプションを有効化します。「広告 ID のリセット」をタップして、広告 ID をリセット
することもできます。

上記のリストは、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスで当社が使用することのあるサードパーティクッキーの一
例です。なお、ここに列記していないその他のサードパーティクッキーおよび類似技術を当社ウェブサイトおよびオンラ
インサービスで使用することもあります。このリストは通知なく随時変更されます。

V.

ソーシャルプラグイン

当社ウェブサイトおよびオンラインサービスは、ユーザーが他者と容易に情報をシェアできるよう、ソーシャルプラグイ
ン（例：フェイスブックの「いいね」ボタンや「ツイッターでシェア」ボタン」）を使用することがあります。ユーザーが当社
ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問する時、ソーシャルプラグインのオペレーターはブラウザまたは機器に
クッキーを配置することができ、そのオペレーターが当社サービスを過去に訪問したユーザーを認識できるようになりま
す。ユーザーが当社ウェブサイトおよびオンラインサービスを訪問する前に関連するソーシャルメディアウェブサイト
（例：フェイスブック、ツイッター）に過去にログインしたことがある場合、ソーシャルプラグインによって、そのソーシャル
メディアウェブサイトは当社ウェブサイトおよびオンラインサービスの特定ページへのユーザーの訪問に関する情報を
受け取ることができます。ソーシャルプラグインは、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスのプラグインと具体的に
やり取りした（例：「いいね」または「シェア」をクリックすることで）かどうかに関係なく、ソーシャルネットワークにログイン
したユーザーについてこの情報を収集することがあります。また、ソーシャルプラグインを使用することで、当社ウェブ
サイトおよびオンラインサービスでのユーザーの活動に関する情報をソーシャルメディアウェブサイトがソーシャルメ
ディアウェブサイトのその他のユーザーと共有することができます。特定のソーシャルメディアプラグインから共有され
た情報の詳細については、そのソーシャルメディアサイトのプライバシー方針および利用規約を参照してください。

VI. 追跡拒否（DNT）
ユーザーのオンライン活動の追跡を防止できる方法は数通りあります。その一つは、ユーザーに関する特定の情報の
収集をユーザーが希望しないことを訪問するウェブサイトに通知するようブラウザの環境設定を設定することです。こ
れは、追跡拒否（「DNT」）信号と呼ばれます。現在、当社ウェブサイトおよびオンラインサービスはウェブブラウザのこ
のような信号に対応していない点にご留意ください。現在のところ、DNT 信号が検出された場合に会社が行うべき一般
に認められた基準はありません。

