
GlobeScan 社のプライバシーポリシー 
本プライバシーポリシーには、GlobeScan 有限会社 （弊社）が、お客様が GlobeScan 社のウェ

ブサイトを取り扱う際、または GlobeScan 社の調査またはオンラインフォーラムに参加する際

に、GlobeScan 社に提供する個人情報（ここでは「個人データ」と称しています）を処理し、保

護する理由と方法を提示しています。また、弊社はお客様の権利と必要に応じて弊社にお問

い合わせくださる方法を提示しています。 

GlobeScan 有限会社は、お客様の機密情報を保護することをお約束します。 

弊社のお問い合わせ先詳細は、本ポリシーの最後に記載されています。弊社は、本ポリシ

ーに従って処理された個人データに関する管理者です（本ポリシーで例外がある場合を

除く）。 

本ポリシーは、次の内容を述べています： 

• お客様について取得する情報 
• クッキー及びその他の技術 
• お客様情報の取り扱い方法 
• 調査と宣伝の更新及び通信 
• お客様情報を提供する対象 
• お客様情報の保存場所 
• お客様情報の保護方法 
• お客様情報の保持期間 
• お客様の権利 
• 本ポリシーへの変更 
• お問い合わせ 

以下をよくお読みになり、お客様の個人データに関する弊社の見解と慣行、及びその取

り扱い方法をご理解ください。 

  

1.お客様について取得する情報 
  

弊社はお客様から直接個人情報を収集する場合もありますし、弊社にその顧客に代わっ

て調査サービスを提供するよう委託する顧客から入手する場合もあります。 

https://globescan.com/globescans-privacy-statement/


お客様の個人データを処理する可能性がある場合は以下の通りです： 

• お客様が弊社の専門家のコミュニティに参加するために登録した場合。 
• お客様が弊社のエスプレッソニュースレターを受け取るために登録した場合。 
• GlobeScan 社主催のフォーラムに参加するために登録した場合。 
• お客様が弊社によって、または弊社に関連する業者の一社（オプトインリストか

ら）によって、お客様の専門分野の専門家として認知され、弊社の専門家データ

ベースに追加された場合。 
• お客様またはお客様が所属する会社が弊社のサービスを利用する場合。 
• お客様またはお客様が所属する会社が、自らに代わって調査サービスを提供する

ように委託する弊社のクライアントの顧客、業者、ビジネスパートナーである、

または弊社のサービスを利用している場合。 
• お客様またはお客様が所属する会社が、弊社の顧客または業者である場合 
• お客様（またはお客様の雇用主）は弊社のソートリーダーシップの記事を共有し、

弊社の商品またはサービスを宣伝したいと考える対象である場合。 

お客様または第三者から収集する情報 

弊社は、お客様から取得した、または他から取得したお客様の個人データを処理する可

能性があります。お客様から直接に収集されない個人データは次の場合に取得される可

能性があります： 

• 自分自身を代理して、調査サービスを提供するよう弊社にその業務を委託するク

ライアントから 
• リストに含まれることに同意した個人のみからの情報を含む一覧表を提供するこ

とを弊社に保証した業者から（ 「オプトイン」リスト） 
• 弊社が運営するウェブサイトをご利用の場合 

弊社が処理するお客様に関する個人データには以下の項目が含まれる可能性
があります： 

• お客様の名前。 
• お客様の雇用主、そしてお客様の職務、部門及び専門分野。 
• お客様の住所、電話番号、メールアドレス、またはその他の連絡先の詳細（これ

らの詳細は、弊社とお客様またはお客様が所属する会社との関係性によって、お

客様の仕事またはお客様の個人的な事柄に関連する可能性があります）。 
• お客様が電話、メール、弊社ウェブサイト、ソーシャルメディアなどによって弊

社に通信することによって、弊社に提供するお客様についての情報。お客様が弊

社に提供するか、お客様が弊社ウェブサイトを利用したり、弊社の商品やサービ

スを入手したり、弊社に製品やサービスを販売したり、商品について問い合わせ

たり、注文したり、競争、宣伝または調査に参加したり、弊社に問題点を報告す

https://globescan.com/subscribe/


るために連絡したり、お客様の雇用主の代わりにこれらの内容のいずれかを行う

時に弊社が取得する情報。 
• お客様またはお客様の同僚が招待されているイベントに関する情報、及びそれら

のイベントの開催及び管理に関わる範囲内で関連するお客様の個人情報及び嗜好。 
• 顧客または利害関係者への調査に関連するその他の情報。 

弊社ウェブサイトを利用する際に、弊社がお客様から取得する情報には、以
下の項目が含まれる可能性があります： 

• お客様のコンピューターをインターネットに接続するために使用されるインター

ネットプロトコル（IP）アドレス、ログイン情報、ブラウザの種類とバージョン、

時間帯の設定、ブラウザプラグインの種類及びバージョン、オペレーティングシ

ステムとプラットフォームなどといった技術情報 
• 完全なユニフォームリソースロケータ (URL)、弊社のウェブサイトへのアクセス、

及び同ウェブサイトとクリックストリーム（日付と時間を含む）の関係、閲覧ま

たは検索したページ、ページの応答時間、ダウンロードエラー、特定のページへ

のアクセス時間、ページのインタラクション情報（スクロール、クリック、マウ

スオーバーなど）、ページから離れて閲覧するためのメソッドなどの情報。 
• 位置データ - 弊社は、お客様の位置情報を知ることに依拠するコンテンツやその

他のサービスを配信するためのタグ付けが可能となるようにお客様が要求または

同意した位置情報サービスを提供するために弊社ウェブサイトを通じてお客様の

リアルタイムの位置情報を取得します。この情報はまた、お客様が弊社ウェブサ

イトに戻った際に弊社がお客様の携帯電話のブラウザまたはデバイスを認知する

ことを可能にするために、お客様のデバイスに関連したデバイス識別子と合わせ

て収集される可能性があります。 
• 位置情報サービスの配信には、以下のうちの 1 つ以上への参照が含まれます：

（a）お客様の所在地の座標（緯度/経度）；（b）公的な情報源に対するお客様

の IP アドレスを参考にしてお客様の居住国の検索；及び/または（c）お客様の 
Apple デバイス用広告識別子（IFA）コード、またはお客様の Android デバイス

用 Android ID、または同様のデバイス識別子。ウェブサイトでのクッキー及びデ

バイス識別子の使用に関する詳細については、クッキーポリシーをご参照くださ

い。 

  

2.クッキー及び他の技術 
  

弊社ウェブサイトは特定の情報を収集し、保存するためにクッキーを使用しています。

これらのクッキーは、通常お客様に関する情報を保管し、時には追跡するためにウェブ



サイトがお客さまのコンピューターハードドライブや携帯デバイスとの間で送信したり

アクセスしたりする情報やコードです。クッキーにより、そのコンピューターまたはデ

バイスを使用してウェブサイトまたはオンラインサービスとやりとりをする際に記憶さ

せておくことができ、様々な機能及びコンテンツの管理、検索結果の保存や個別化され

たコンテンツの表示が可能になります。 

弊社ウェブサイトは、お客様をサイトの他のユーザーと区別するためにクッキーを使用

します。これはお客様が弊社ウェブサイトを閲覧する際に、良い経験を提供することが

できたり、また弊社ウェブサイトを改善したりすることを可能にします。 

ほとんどのウェブブラウザは自動的にクッキーを受け入れますが、ご希望であれば、そ

れを防止するためにブラウザを変更することができます。ヘルプ画面またはマニュアル

にその方法が記載されています。また、クッキーを無効にする方法も以下に提供されて

います。ただし、そうした場合に、弊社ウェブサイトの良さを最大限に活用できない可

能性があります。 

弊社が使用するクッキーの多くは、お客様のウェブセッションを閲覧する間にのみ有効

化され、お客様のブラウザを閉じると無効になります。他のクッキーはお客様がウェブ

サイトに戻った際にお客様を覚えておくために使用されており、長期間残るでしょう。 

これらのクッキーは、お客様との契約の履行に必要なものであるため、またはそれらを

使用することが弊社の正当な利益であるため、法律で要求されている場合はお客様はそ

れらの使用に同意していることを条件として使用されます（これらはお客様の権利によ

って無効にならないと見なされます）。 

弊社はクッキーを使って唯一のデバイス ID を作成します。 

弊社は以下のクッキーの種類を使用しています： 

• 厳密に必須なクッキー。それらは、弊社ウェブサイトの運営及びお客様との弊

社の契約条件に従って求められるクッキーです。それらには、例えば、お客様が

弊社ウェブサイトの安全な領域にログインすることを可能にするクッキーが含ま

れます。 
• 分析/性能に関するクッキー。それらは弊社ウェブサイトを使用している際に訪

問者が弊社ウェブサイトをどのように動き回るかの認識を可能にします。これは

例えば、ユーザーが検索しているものを簡単に見つけられるようにするなど、ウ

ェブサイトの機能を向上させることによる弊社の正当な利益のために役に立ちま

す。また、ウェブサイトを顧客のニーズに合わせてカスタマイズする際に役に立

ちます。 
• 機能性クッキー。これらはお客様が弊社ウェブサイトに戻った際、お客様を認

識するために使われます。これにより、弊社はお客様の選択と好みに応じて、弊



社のコンテンツを個別化し、お客様の名前で挨拶し、お客様の好み（例えばお客

様の言語や地域の選択）を記憶させることができます。 

クッキーの無効化 

クッキーを無効にする効果は、無効にしたクッキーによって異なりますが、通常、すべ

てのクッキーが無効になっていると、ウェブサイトは正常に機能しない可能性がありま

す。 

弊社ウェブサイトでクッキーを無効にしたい場合は、クッキーを拒否するようにウェブ

サイトのブラウザ設定を変更する必要があります。この変更方法は、使用しているブラ

ウザによって異なります。最もよく普及しているブラウザのクッキーを無効にする方法

の詳細は以下の通りです： 

Microsoft Internet Explorer の場合： 

1. 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選んでください 
2. 「プライバシー」タブをクリックしてください 
3. 適切な設定を選んでください 

Google Chrome の場合： 

1. 設定>設定の詳細を選んでください 
2. 「プライバシー及びセキュリティ」の下にある「コンテンツの設定」をクリック

してください。 
3. 「クッキー」をクリックしてください 

Safari の場合： 

1. 設定>プライバシーを選んでください 
2. 「すべてのウェブサイトデータを削除する」をクリックしてください 

Mozilla Firefox の場合： 

1. 「ツール」メニューから、「オプション」を選んでください 
2. 「プライバシー」アイコンをクリックしてください 
3. 「クッキー」メニューを検索し、関連オプションを選んでください 

Opera 6.0 以降の場合： 

1. メニューの「ファイル」> 「選好」を選んでください 
2. プライバシー 



お客様の許可を得ていないところで、弊社はまた、本サイトでのクッキーの使用に関し

て、別途お客様に確認することがあります。 

クッキーの表 

クッキ

ー 名 目的及び適法根拠 詳細 

分析/性
能 

Google 
Analytics 

このクッキーにより、ウ

ェブサイトのトラフィッ

クを分析し、お客様の好

みに関する情報を保存す

ることができます。その

ため、弊社ウェブサイト

を個別化し、お客様のニ

ーズに合わせて調整する

ことが可能になります。 

弊社は、弊社のウェブサ

イト及びサービスのパフ

ォーマンスを分析、配

信、開発、及び向上させ

るという正当な利益のた

めに、Google Analytics の
クッキーを使用していま

す。 

  

本ウェブサイトは第三者のクッキーも使用

しており、Google 社が提供しているウェブ

サイトの分析サービスである Google 
Analytics の追跡データを取得しています。 

GlobeScan 社ウェブサイトの使用に関し

て、 Google Analytics によって生成された 
IP アドレスを含む情報は、Google Analytics 
のサーバーに送信され、保存されます。

Google Analytics は GlobeScan 社を代表して

GlobeScan 社ウェブサイトの使用状況の評

価、ウェブサイトの活動に関するレポート

の編纂、及びウェブサイトの活動に関連す

るその他のサービスの提供を目的として、

この情報を使用します。Google Analytics 
は、お客様の IP アドレスを他のデータと

結び付けることはありません。 

ブラウザプラグインをこちらでダウンロード

して、インストールすることで、Google 
Analytics によるデータ（クッキーと IP アドレ

ス）の収集と使用を防ぐことができます。 

_ga ユーザーを区別するため

に使用されます 有効期限：2 年間 

_gid ユーザーを区別するため

に使用されます 有効期限：2 年間 

_gat リクエスト率を絞るため

に使用されます 有効期限：1 分間 

コンテ

ンツの

共有 
AddThis 

このクッキーにより、お

客様を特定せずに、弊社

ウェブサイトにアクセス

するために使用したデバ

イスの種類を特定するこ

AddThis がアメリカ国内でクッキー及び IP アド

レスを収集及び使用することを防ぐことがで

きます。http://www.aboutads.info/choices/; EU 
/ EEA では http://www.youronlinechoices.eu/、
その他の地域では AddThis 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


とができます。ソーシャ

ルメディアのコンテンツ

の共有に関する集計され

たデータも提供します。 

ユーザーが弊社ウェブサ

イトのコンテンツを共

有、フォロー、閲覧、推

奨及び対話できるように

するために、弊社は正当

な利益のために AddThis 
クッキーを使用していま

す。 

をご覧ください。 

_atuvc 
コンテンツの共有を有効

にするために使用されま

す 
有効期限：持続性 

_atuvs 
コンテンツの共有を有効

にするために使用されま

す 
有効期限：持続性 

  

3.お客様情報を取り扱う方法 
  

お客様が弊社に提供する情報 

お客様の情報を以下の目的に使用します： 

• お客様またはお客様が所属する会社と弊社との間で契約を締結したり、またはそ

の契約から生じる弊社の義務を履行したりする措置を取るため： 
o 弊社とお客様のアカウントを管理するため 
o お客様が参加した調査の結果と調査に参加して頂いたことに対する感謝状

を送信するため 
• 法律で義務付けられている場合、または弊社の正当な利益に合致する場合で、弊

社がお客様情報を収集する時点で、弊社からのマーケティング情報を受信するこ

とにお客様が同意をした場合、弊社の調査結果から選別したお客様にとって興味

があると思われる情報などを提供するため。但しこれらの利益はお客様がそのよ



うな通信内容を受け取ることに反対をする権利を無効にすることはない。「弊社
の調査・宣伝の更新及び通信をご覧ください。 

• 正当な利益を得るために以下を保証します： 
o 弊社ウェブサイトからのコンテンツはお客様及びお客様のコンピューター

に対して最高の効果が出る方法で提示されています。 
o 企業、非営利団体、及び多角的団体を含む弊社のクライアントに代わって、

定量的または定性的なマーケティング調査及び社会的な調査を実施します。 
o 定量的かつ定性的なマーケティング調査及び社会的な調査への適合性を確

立するために、回答者の意見を理解します。そして、 
o お客様が提供したメールアドレスに、弊社がお客様にとって面白いと思う

情報またはソートリーダーシップの記事またはレポートをお客様に定期的

に送信します。 

弊社ウェブサイトをご利用いただいたことでお客様から収集した情報 

お客様の権利を侵害することはないと弊社が検討した上述の正当な利益を得るために、

この情報を次のために使用します： 

• 弊社ウェブサイトを管理し、トラブルシューティング、データ分析、テスト、調

査、統計及び調査の目的を含む内部運営を行うこと。 
• 弊社のサイトを安全で高セキュリティに維持すること 
• 弊社ウェブサイトを改善して、コンテンツをお客様及びお客様のコンピューター

にとって最高の効果が出る方法で提示するようにすること。 
• お客様の同意を得た際に、お客様が弊社の調査などといったサービスのインタラ

クティブな機能に参加できるようにお客様に連絡し、許可すること。 

また、法規制要件に対応するために、お客様の情報を使用する可能性もあります。 

必要に応じて、新しい目的を実行するためにお客様の情報を使用する許可を得るために、

お客様に連絡することがあります。例えば、新しい顧客や新しい業界の調査についてお

客様の意見を提供していただきたい場合などです。お客様に連絡する正当な理由が既に

ある場合でなければ、これをお願いするためにお客様に決して連絡しません。 

他の情報源から取得する情報  

弊社はこの情報とお客様が弊社に提供する情報及び弊社の正当な利益のためにお客様に

ついて収集する情報とを（これらにより、お客様の権利が損害されないと考えた場合）

合わせます。弊社は（弊社が取得する情報の種類次第で）この情報および合わせた情報

を上記に記載された目的のために使用します。 

  



4.弊社の調査及び宣伝の更新及び通信 
  

GlobeScan 社が実施した調査への参加、及び GlobeScan 社が作成した郵送物の受け取り

は完全にオプションであり、購読者、調査回答者またはフォーラムの参加者の裁量に任

されています。調査に参加するかどうか、特定の質問に回答しない選択をすること、及

び参加をいつ中止するかは、いつでも自由に選択できます。 

合法的な利益である場合、または法律で義務付けられているために事前の同意を得て許

可されている場合は、マーケティング分析のため、及びサービスに関するメールによる

ソートリーダーシップまたは宣伝の最新情報を提供するために使用します。 

お客様のプロフィール内の連絡先の詳細と好みをチェックして更新するか、またはお客様に対

する弊社からの招待、ソートリーダーシップと宣伝の更新のコミュニケーションの終わりにあ

る「退会」リンクを選択することによって、いつでもマーケティングに反対することができま

す。件名に「削除」、本文にお客様の氏名とメールアドレスを記載したメールを

privacy@GlobeScan.com までお送りください。 

また、マーケティング資料を個人ではなく、個人以外のメールアドレスに送信するよう

に要求することもできます。 

  

5.お客様情報を提供する対象 
  

弊社はお客様の個人情報を以下の組織と共有する可能性があります： 

• 本ポリシーに従って、個人データの処理をサポートする弊社の子会社、弊社の最

終的な持ち株会社及びその子会社である弊社グループのメンバー。これらの当事

者のいずれかがダイレクトマーケティング目的でお客様の情報を使用している場

合、お客様の事前の同意を得た上で、その目的のみのために、それらの情報をそ

の当事者に転送します。 
• 適格な第三者は以下の通りです： 

o 契約の履行、またはお客様やお客様の雇用主との通常業務の過程で弊社が

行う他の取引を遂行するために関わる弊社のクライアント、業者、下請け

業者。 
o 弊社の監査役、法務顧問、及びその他の専門家顧問またはサービスプロバ

イダー。 

mailto:privacy@GlobeScan.com


• 弊社ウェブサイトを通じて入手した情報に関連して： 
o 弊社のサイトの改善及び最適化を支援する分析及び検索エンジンプロバイダーで、

本ポリシーのクッキーの部に従います。 

弊社が行う可能性のあるその他の開示 

弊社はお客様の個人情報を以下の場合第三者に開示します： 

• 本プライバシーポリシーの条件に従って、弊社が事業または資産を売却または購

入する場合、そのような事業または資産の見込み販売者または購入者にお客様の

個人データを開示します。 
• GlobeScan 社または実質的にその資産のすべてが第三者によって取得された場合、

その顧客に関して保有する個人データは、譲渡される資産の 1 つとなります。 

法的義務を遵守するため、あるいはお客様またはお客様の雇用主との間で、弊社の供給

条件及びその他の契約を強制または適用するため、または、GlobeScan 社、弊社の顧客、

またはその他の者の権利、財産、または安全を保護するために個人データを開示または

共有する義務がある場合。これには、詐欺防止及び信用リスクの軽減を目的とし、サイ

バー犯罪を防止する目的で他の企業や組織と情報を交換することが含まれます。 

  

6.お客様情報の保存場所 
  

お客様関連のデータを処理した場合、同等のデータ保護法の適用対象外の可能性がある

欧州経済地域外（「EEA」）に転送または保存されることがあります。それはまた、

EEA の域外で弊社または弊社の業者の従業員によって処理されるかもしれません。 

• 保存するため。 
• 弊社が商品やサービスを提供することを可能にするため、およびお客様やお客様

の雇用主との契約を履行するため。これには、受注処理、支払い詳細の処理、及

びサポートサービスの提供が含まれます。 
• 弊社がそのように行うことを法的に要求される場合。 
• 弊社の合法的な利益のためであり、それがお客様の権利によって無効にされない

と結論付けた場合で弊社グループの事業運営を円滑にするため。 

弊社はお客様の個人情報を EEA 外の以下の国に転送することがあります： 

•  
o カナダ：EU Commission adequacy decision 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en


o アメリカ：モデル契約条項 

  

7.お客様情報の保護方法 
  

弊社はお客様の情報が安全であることを保証することをお約束します。不正なアクセス

または開示を防ぐために、すべての情報は適切な物理的、電子的、及び管理の手順に従

って管理されており、収集した情報を安全に保護しています。弊社がお客様に弊社ウェ

ブサイトの特定の部分にアクセスできるようにするパスワードを提供した場所（または

選択した場所）には、このパスワードを秘密にしておく責任があります。パスワードを

他人と共有しないでください。 

弊社は、機密性、セキュリティ及びプライバシーに関する弊社のポリシー及び手順につ

いて従業員に通知し、それらを遵守することの重要性を強調します。弊社のセキュリテ

ィ手順は、個人情報を保護するために使用される、一般に認められている商業規格と一

致しています。 

ただし、インターネットを介した情報の伝達は完全に安全性が守られているというわけ

ではありません。弊社はお客様の個人データを保護するために最善を尽くしますが、弊

社は弊社ウェブサイトに送信されるお客様のデータの安全性を保証することはできませ

ん。いかなるウイルス感染が起こった場合にも、それはお客様自身の責任となります。

お客様の情報を受信した後は、不正アクセスを防止するために厳格な手順とセキュリテ

ィ機能を使用します。 

市場調査や社会調査で収集されたデータは、集計（またはグループ）形式でクライアン

トに共有され、回答は個人の特定が可能なものではありません。つまり、調査回答と他

のすべての調査参加者の回答を組み合わせて集計し報告します。 

データ処理などの研究関連の目的で、個人情報を関連会社または非関連サービスプロバイダー

に転送することがあります（「お客様情報の保管場所」のセクションで詳述。）弊社は、こ

れらの企業に対して、弊社の法令に準拠し、かつ法律で規制されている方法で、すべて

の個人情報を保護することを義務付けます。弊社は、送信中及び受信後の双方で、弊社

に送信された個人情報を保護するため、一般に認められている業界基準に従います。 

GlobeScan 社は、特定された目的にはもはや不要または関連性のない情報、あるいは法

律で義務付けられている個人情報に適用される情報及び記録の保存及び破棄に関する合

理的かつ体系的な管理、スケジュール及び慣例を維持します。そのような情報は破壊さ

れるか、消去されるか、または匿名にされるものとします。 



弊社ウェブサイトには時々外部サイトへのリンクが含まれている場合があります。弊社

はそのようなサイトのプライバシーポリシーや内容については責任を負いかねます。 

  

8.お客様情報の保持期間 
  

特定の調査または利害関係者との契約のためにクライアントから個人データが提供され、

クライアントから転送された場合、そのデータは当該目的のためにのみ使用され、目的

の完了までの期間は保持されます。その後、再連絡の目的で同意を得た場合を除き、30
日以内に削除されます。 

その他の個人データ、例えば調査への回答、メールの開封、オンラインセミナーまたは

フォーラムへの参加など、弊社との最後の契約から最大 12 ヶ月間保持されます。 

また、調査目的やサービスの開発及び向上を目的として、この期間を超えて集計情報を

保持することもあります。これらの目的のために保持または使用されている集約情報か

ら、お客様を識別することはできません。 

  

9.お客様の権利 
  

お客様には、特定の状況下で権利があります： 

• 弊社が保有するお客様の個人データのコピーの提供を受ける 
• 弊社が保有するお客様の個人データの修正または消去を要求する 
• お客様の個人データの処理を制限するように要求する（例えば、この情報に関す

るお客様の懸念を検証または調査しますが） 
• 「「弊社の調査宣伝の最新情報と通信」のセクションに記載されているように、マ

ーケティングに反対する権利を含む、お客様の個人データをさらに処理することに反対

する 
• 提供された個人データを第三者に移動させることを要求する 

本ポリシーのクッキーセクションに記載されている手順に従って、お客様による現在地デー

タへの追加アクセスをいつでも拒否することができます。 



同意を撤回するお客様の権利： 

弊社によるお客様の個人情報の処理が同意に基づいている場合、お客様はいつでも弊社に連絡

することによってその権利を害することなくその同意を撤回する権利があります。また、

「「弊社の調査宣伝の最新情報と通信」のセクションに記載されているように、マーケテ

ィングの嗜好をいつでも変更できます。 

お客様の権利を行使する方法 

プライバシー担当者に連絡するか、privacy@globescan.com にメールを送信して、いつでも上

記の権利を行使することもできます。 

弊社が保持しているお客様情報が不正確または不完全であるとお客様が信じる場合、可

能な限り早急にお問い合わせいただくか、メールを送信してください。不正と判断され

た情報は速やかに訂正します。 

お客様の要求や懸念が弊社によって十分に解決されない場合、地域のデータ保護当局に問い合

わせる可能性があります。（http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/bodies/authorities/index_en.html をご覧ください）。情報コミッショナーは 英国

の監督当局であり、個人データに関するお客様の権利と弊社の義務についての詳細な情

報を提供することができます。また弊社の個人データの処理についての苦情を取り扱う

ことができます。 

  

10.本ポリシーへの変更 
  

GlobeScan 社は、本ポリシーを随時更新及び改訂し、個人情報の収集、使用、及び開示

の慣例を確認して、法令遵守を保証する場合があります。弊社が将来プライバシーポリシ

ーに変更を加えた場合は、弊社ウェブサイト https://globescan.com/globescans-privacy-
statement/に掲載され、実質的な変更に関しては、メールでお客様に通知されます。定期的に

本ページをチェックして、満足できる変更かどうかを確認してください。 

本ポリシーは、2018 年 5 月 23 日に最終更新されました。 

  

11.お問い合わせ 

mailto:privacy@GlobeScan.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html
https://ico.org.uk/
https://globescan.com/globescans-privacy-statement/
https://globescan.com/globescans-privacy-statement/


  

弊社のお問い合わせ先詳細は下記の通りです： 

GlobeScan Incorporated 
145 Front Street East, Suite 208, Toronto, Canada M5A 1E3 
Privacy Officer 
電話 +1 416-969-3077 
privacy@globescan.com 
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