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(A) 本通知

本通知は弊社によるお客様の個人データの処理について説明するものです。本通知は随時
修正または更新される場合がありますので、定期的にご確認ください。
本通知は、NewtonX, Inc.®がNewtonX, Inc.®とその関連会社（以下、総称して「NewtonX」、
「弊社」）を代表して発行したものであり、顧客、弊社サイトの訪問者、弊社サービスのその他
のユーザーなど、弊社と関わりを持つ弊社組織外の個人（以下、総称して「お客様」）を対象と
しています。本通知で使用されている定義語については、セクション(S)をご覧ください。
本通知において、NewtonXは管理者にあたります。お問い合わせ先については、セクション
(R)をご覧ください。
本通知は、個人データの処理に関する弊社の慣行の変更や適用法の変更を反映するため、
随時修正または更新される可能性があります。本通知をよくお読みください。また、本通知の
規定に従って変更される場合があるため、このページを定期的にご確認ください。
(B) プライバシーシールドに関する苦情の申し立て方法

NewtonXは、プライバシーシールドに基づいて欧州連合、英国、スイスから米国に移転される
個人情報の収集、使用、保持に関して米国商務省が定めたEU・米国間プライバシーシールド
フレームワークおよびスイス・米国間プライバシーシールドフレームワークを遵守します。
NewtonXは、そのようなデータに関するプライバシーシールド原則の遵守について認定を受
けています。本プライバシーポリシーの規定とプライバシーシールド原則に基づくデータ主体
の権利との間に矛盾がある場合は、プライバシーシールド原則が優先するものとします。プラ
イバシーシールドプログラムについてお知りになりたい場合や、弊社の認定ページをご覧にな
りたい場合は、https://www.privacyshield.gov/をご確認ください。
NewtonXは、プライバシーシールドフレームワークに従って受領や移転が行われる個人デー
タに関して、米国連邦取引委員会の規制権力および実施権限の対象となります。
EU、英国、またはスイスにお住まいのお客様は、プライバシーシールドフレームワークにより、
米国内でご自身の個人情報が保持されているか否かについて弊社に確認を求める権利を有
しています。要請を受けた場合、弊社は、弊社が保持しているお客様の個人情報へのアクセ
スを可能にします。お客様はまた、弊社が保持しているご自身の個人情報の修正、変更、また
は削除を行うことができます。プライバシーシールドに準拠して米国に移転されたデータのアク
セスを希望される方や、そうしたデータの誤りの修正、変更、または削除を希望される方は、そ
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の要請をexperts@newtonx.com宛にお送りください。データの削除の要請を受けた場合、弊
社は合理的な期間内に対応します。
弊社は、弊社の代理業者以外の第三者とお客様のデータを共有する場合、または当初の収
集目的やそれ以降に承諾を得た目的以外の目的でお客様のデータを使用する場合、前もっ
て、拒否を選択する機会や機微データについて承諾を行う機会を提供します。ご自身の個人
情報の使用や開示を制限することを希望されるお客様は、書面でexperts@newtonx.com宛
に要請してください。
国家安全保障上の要件や法執行上の要件を満たすために必要な場合など、状況によって
は、公的機関からの法的要請に応じて個人データを開示することが必要になる場合がありま
す。
プライバシーシールドに準拠して米国で受領し、その後第三者に移転する個人データに関して
NewtonXが負う説明責任については、プライバシーシールド原則に記載されています。特記
事項として、NewtonXから委託を受けて個人データを処理する外部の代行者がプライバシー
シールド原則に反する方法でその処理を行った場合、損害を引き起こす事由について
NewtonXが責めを負わないことを証明しない限り、依然としてNewtonXがプライバシーシール
ド原則に基づく責任と義務を負います。
NewtonXは、プライバシーに関する苦情や、プライバシーシールドに準拠して米国に移転され
た個人情報の収集や使用に関する苦情を受けた場合、プライバシーシールド原則に従ってそ
の解決に取り組みます。欧州連合、英国、またはスイスにお住まいで、プライバシーシールド
に関するお問い合わせや苦情のある方は、まず、NewtonXまで電子メールで
experts@newtonx.com宛にご連絡ください。
また、NewtonXは、プライバシーシールド原則に基づくプライバシーに関する苦情を解決でき
ない場合、独立した紛争解決機構であるBBB EU PRIVACY SHIELDにその苦情を付託しま
す。相当の期間内に苦情の確認が届かない場合や、苦情への対応に不満のある場合は、
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/で詳細の確認や苦情の申し立てを行っ
てください。このサービスは無料で利用できます。
プライバシーシールドに関する苦情が上記の手段を通じて解決できない場合、一定の条件下
で、残存している申し立てのうち他の救済手段では解決されない部分について拘束力のある
仲裁を申し立てることができます。プライバシーシールドの別紙1（
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction）をご確認ください。
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(C) 個人データの収集

要約 – 個人データの収集
弊社は、次のような場合にお客様の個人データの収集や取得を行うことがあります。お客様に
よる直接の提供（お問い合わせなど）、お客様とのやり取りの過程（購入取引など）、お客様に
よる弊社サイトへの訪問時、弊社サイトやサービスの利用登録時、またはサイト上の外部コン
テンツや広告に対する操作時。弊社はまた、第三者（法執行機関など）からお客様に関する個
人データを受領することがあります。
個人データの収集：弊社は、次の提供元から、お客様に関する個人データを収集することがあ
ります。
● お客様から受領するデータ：弊社は、お客様による提供が行われる場面（お客様から
電子メールや電話でお問い合わせを受けたときなど）で、個人データを取得することが
あります。
● 関係データ：弊社は、お客様との日常的な関わり（お客様やその勤務先にサービスを
提供する場合など）の中で、お客様の個人データの収集や取得を行うことがあります。
● エキスパートデータ：弊社は、エキスパートに応募されたお客様の個人データの収集や
取得を行うことがあります。
● 登録情報：弊社は、お客様が弊社サイトやサービスの利用や利用登録を行うにあた
り、お客様の個人データの収集や取得を行うことがあります。

(D) 個人データの生成

要約 – 個人データの生成
● 弊社は、お客様に関する個人データ（お客様とのやり取りの記録など）を作成すること
があります。
● 弊社はまた、お客様による弊社、クライアント、またはエキスパートとのやり取りの記録
など、お客様に関する個人データを作成する場合があります。
(E) 弊社が処理する可能性のある個人データの種別

要約 – 弊社が処理する可能性のある個人データの種別
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● 弊社は、次のようなデータを処理する可能性があります。個人情報（氏名、経歴情報な
ど）、人口統計データ、連絡先情報（住所など）、同意の記録、支払情報、弊社サイトに
関する情報（お客様の使用デバイスの種類など）、勤務先の情報（該当する場合）、弊
社コンテンツや広告に対する操作情報、弊社に送られた見解や意見。
弊社は、お客様に関する次のような種別の個人データを処理する可能性があります。
● 個人の詳細情報：名前、ニックネーム、写真（提供された場合）。
● 人口統計情報：生年月日、敬称、役職、言語設定。
● エキスパートデータ：エキスパートに関する場合、（本通知に規定されているその他の
種別の情報に加えて）支払情報、エキスパートの経歴、お客様の経験や専門知識に関
するその他のプロファイリング情報。
● 連絡先情報：住所、電話番号、電子メールアドレス、公のビジネスネットワーキングプロ
フィールやオンラインの経歴情報。
● 同意の記録：お客様による同意の記録、同意の日時や手段、関連情報（同意の主題な
ど）。
● 勤務先の情報：お客様が会社の従業員の立場で弊社とやり取りを行う場合、適切な範
囲で、勤務先の名称、住所、電話番号、電子メールアドレス。
● 見解と意見：お客様が任意に送信した見解や意見。
(F) 個人データを処理する法的根拠

要約 – 個人データを処理する法的根拠
弊社は、次のような場合にお客様の個人データを処理することがあります。お客様から事前に
明示的な同意を得た場合、弊社とお客様との契約のために必要な場合、適用法によって義務
付けられる場合、個人の重大利益を保護するために必要な場合、処理に関する有効かつ正
当な利益がある場合。
● 弊社は、本通知に規定されている目的に関連してお客様の個人データを処理するにあ
たり、状況に応じて、次のいずれかまたは複数を処理の法的根拠とする場合がありま
す。
● 同意：弊社は、お客様から事前に明示的な同意を得ている場合、お客様の個人データ
を処理することができます（この法的根拠は、完全に任意で行われる処理に関連する
場合にのみ使用され、何らかの必要性や義務に基づいて行われる処理には使用され
ません）。
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● 契約上の必要性：弊社は、お客様が弊社と締結する契約に関連して必要な場合（お客
様がNewtonXエキスパートである場合、エキスパートメンバーシップに応募した場合、
NewtonXのクライアントである場合など）、お客様の個人データを処理することができ
ます。
● 適用法の遵守：弊社は、適用法により処理が義務付けられる場合、お客様の個人デー
タを処理することができます。
● 重大利益：弊社は、個人の重大利益を保護するために必要な場合、お客様の個人
データを処理することができます。
● 正当な利益：弊社は、処理に関する正当な利益を有している場合、お客様の個人デー
タを処理することができます。弊社が事例ごとに相当性を判断する際の基準は次のと
おりです。o 処理が合法かつ適当であり、本通知の規定に従って行われたこと、o 処理
を行う正当な業務上の必要性があること、および o 処理によってお客様の利益、基本
的権利、または自由に重大な悪影響を与える可能性がないこと。
(G) 機微な個人データ

要約 – 機微な個人データ
弊社が機微な個人データの収集やその他の処理を試みることはありません。正当な目的で機
微な個人データを処理する必要がある場合は、適用法に従ってその処理を行います。
通常の業務過程において、弊社が機微な個人データの収集やその他の処理を試みることは
ありません。弊社は、何らかの理由で機微な個人データを処理する必要が生じた場合、次の
いずれかの法的根拠に基づいてその処理を行います。
● 適用法の遵守：弊社は、適用法によって要求または許可されている場合（多様性の報
告義務を遵守するために必要な場合など）、お客様の機微な個人データを処理するこ
とができます。
● 犯罪の検出と防止：弊社は、犯罪の検出や防止（不正行為の防止を含む）のために必
要な場合、お客様の機微な個人データを処理することができます。
● 法的権利の確立、行使、または防御：弊社は、法的権利の確立、行使、または防御の
ために必要な場合、お客様の機微な個人データを処理することができます。
● 同意：弊社は、お客様から事前に明示的な同意を得ている場合、適用法に従ってお客
様の機微な個人データを処理することができます（この法的根拠は、完全に任意で行
われる処理に関連する場合にのみ使用され、何らかの必要性や義務に基づいて行わ
れる処理には使用されません）。
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機微な個人データを弊社に提供する場合、お客様は、そのデータの開示が適法であることを
確認しなければなりません。これには、提供を受けた機微な個人データを処理するにあたり、
当社が上記のいずれかの法的根拠を適用できることについて確認することを含みます。
●
(H) 個人データの処理目的

要約 – 個人データの処理目的
弊社は、次の目的でお客様の個人データを処理することがあります。お客様へのサービスの
提供、コンプライアンスチェック、弊社サイトの運営、お客様とのやり取り、弊社ITシステムの管
理、財務管理、アンケートの実施、弊社施設やシステムのセキュリティの確保、必要な調査の
実施、適用法の遵守、弊社サイトやサービスの改善。
弊社は、適用法に従い、次の目的でお客様の個人データを処理する場合があります。
● サービスの提供：弊社サイトやサービスの提供、要求を受けたサービスの提供、これら
のサービスに関連するお客様への連絡。
● 弊社サイト：弊社サイトの運営と管理、コンテンツの提供、広告やその他の情報の表
示、弊社サイトを介した通信ややり取り、弊社サイトやサービスの変更に関する通知。
● エキスパート：プロジェクトに参加する機会を提供したり、NewtonXでの新規開発に関
する最新情報を伝えたりするための、エキスパートのメンバーシップ（または、将来のエ
キスパートのメンバーシップ）に関連する連絡（該当する場合）。
● コミュニケーション：何らかの手段（電子メール、電話、テキストメッセージ、ソーシャルメ
ディア、郵便、対面など）を通じた、関心があると思われる情報（今後開催される
NewtonXのイベント、新製品の紹介、NewtonXのクライアントやエキスパートとしての
お客様に関する情報など）の伝達。この場合、コミュニケーションが適用法に準拠する
よう徹底し、必要に応じてお客様の連絡先情報の保持と更新を行い、必要な場合は事
前の承諾の同意を取得します。
● 通信およびITの運用：通信システムの管理、ITセキュリティシステムの運用、ITセキュリ
ティ監査。
● 財務管理：販売、財務、企業監査、ベンダー管理。
● アンケート：弊社サービスに関するお客様の見解を得るための接触。
● セキュリティ：弊社施設の物理的セキュリティ（弊社施設への訪問記録、監視カメラの記
録など）、電子的セキュリティ（ログイン記録、アクセス情報など）。
● 調査：適用法に従い、方針の違反、不正行為、法律の違反について検出、調査、防止
を行う場合。
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● 法的手続：法的権利の確立、行使、防御。
● 法令遵守：適用法に基づく弊社の法律上および規制上の義務の遵守。
● 弊社サイト、サービスの改善：弊社サイトやサービスに関する問題の特定、弊社サイト
やサービスの改善計画、新規サイトやサービスの作成。

(I) 個人データの第三者への開示

要約 – 個人データの第三者への開示
弊社は、次の者に対してお客様の個人データを開示することがあります。法務当局や規制当
局、外部顧問、処理者、法的手続に関連して必要な者、犯罪行為の調査、検出、または防止
のために必要な者、弊社事業における購入者、弊社サイトで使用される広告、プラグイン、ま
たはコンテンツの外部提供者。
弊社は、適用法に従い、正当な業務上の目的（弊社サイトの運営、サービスの提供など）で、
お客様の個人データをNewtonXグループの他の事業体に開示することがあります。さらに、
弊社はお客様の個人データを次の者に開示することがあります。
● お客様、お客様から指名を受けた代行者（適切な場合）。
● 法務当局や規制当局（要請を受けた場合、または適用法や規制の違反やその疑いを
報告する場合）。
● NewtonXの会計士、監査人、弁護士、その他の外部専門顧問。ただし、拘束力のある
契約上の秘密保持義務を負う者に限ります。
● 本セクション(H)で後述される要件が遵守されることを前提として、世界のいずれかの
地域に所在する外部の処理者（決済業者、アンケートパートナー、マーケティングアウ
トリーチ業者、クラウドサービス業者など）。
● 法的権利の確立、行使、または防御に必要な範囲で、関係者、法執行機関、裁判所。
● 犯罪行為の防止、調査、検出、告発や、刑事罰の執行を目的として、関係者。
● 物理的、金銭的、またはその他の損害、傷害、または損失を防止するために開示が必
要かつ適切であると弊社が考える場合、関係者。
● 弊社が事業や資産の全部または一部の売却や譲渡を行う場合（組織再編、解散、清
算の場合を含む）、関連する外部の買収者。
● 弊社サイトで使用される第三者の広告、プラグイン、またはコンテンツの外部提供者。
お客様がこのような広告、プラグイン、またはコンテンツに対して何らかの操作を行った
場合、お客様の個人データが関連する外部提供者と共有される可能性があります。外
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部提供者の広告、プラグイン、またはコンテンツの操作を行う前に、その業者のプライ
バシーポリシーを確認することをお勧めします。
● お客様の個人データの処理を外部の処理者に委託する場合、その処理者は、(i) 弊社
が前もって書面で行った指示に従ってのみ個人データを処理し、(ii) 個人データの秘密
性とセキュリティを保護するための措置を講じる、拘束力のある契約上の義務を負うと
ともに、適用法に基づくその他の要件が適用されます。
●

(J) 個人データの国際移転

要約 – 個人データの国際移転
弊社は、お客様の個人データを他国の受領者に移転することがあります。EEAから適格法域
ではないEEA外の受領者に個人データを移転する場合、弊社は標準契約条項に基づいてそ
の移転を行います。
事業の国際的な性質上、弊社は、本通知に規定される目的に関連して、NewtonXグループ内
の事業体や上記セクション(H)の第三者に対してお客様の個人データを移転することが必要に
なる場合があります。そのため、弊社は、お客様の居住国とは異なる国に個人データを移転
することがあり、そのような移転先の国では、お客様の居住国で適用されるものとは異なる法
律やデータ保護コンプライアンス要件を定めている可能性があります。
EEAからEEA外の非適格法域に所在する受領者にお客様の個人データを移転する場合、弊
社は標準契約条項に基づいてその移転を行います。お客様は、セクション(R)に記載されてい
るお問い合わせ先を通じて、弊社の標準契約条項の写しを要請することができます。
米国外にお住まいのお客様は、弊社に提供する個人データが米国に移転され、米国で処理さ
れること、およびこのような個人データが本プライバシーポリシーと米国法に従って保護され、
お客様の居住国と同等の保護が適用されない場合があることについてご了承ください。お客
様がEEA外のNewtonX事業体に直接個人データを移転する場合、弊社がその移転について
責任を負わないことにご注意ください。ただし、そのようなデータを弊社が受領した時点から、
弊社は、本通知の規定に従ってお客様の個人データを処理します。
(K) データセキュリティ
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要約 – データセキュリティ
弊社は、お客様の個人データを保護するため、適切な技術的および組織的なセキュリティ対
策を講じます。お客様が弊社に送信する個人データが安全に送信されることをご確認くださ
い。
弊社は、適用法に従って、お客様の個人データを偶発的または違法な破壊、損失、改ざん、
不正開示、不正アクセス、その他の違法または不正な形態の処理から保護するための適切な
技術的および組織的なセキュリティ対策を講じています。
インターネットはオープンシステムであるため、必ずしもインターネットを介した情報の送信は
安全ではありません。弊社は、お客様の個人データを保護するためにあらゆる合理的な手段
を講じますが、インターネットを使用して弊社に送信されるお客様のデータのセキュリティを保
証することはできません。このような送信のリスクはお客様が負うものとし、お客様は弊社に送
信される個人データのセキュリティを確保する責任を負うものとします。
(L) データの正確性

要約 – データの正確性
弊社は、お客様の個人データが正確かつ最新の状態に保たれ、不正確なデータに気付いた
場合に消去や修正が行われるよう、あらゆる合理的な措置を講じます。
弊社は、次のことを徹底するためのあらゆる合理的な措置を講じます。
● 処理対象の個人データが正確であり、必要に応じて最新の状態に保たれるようにする
こと。
● 処理対象の個人データに（処理の目的に関して）不正確なものがある場合に、それが
遅滞なく消去または修正されるようにすること。
● 弊社は、随時、個人データの正確性の確認をお客様にお願いすることがあります。
(M) データ最小化

要約 – データ最小化
弊社は、処理対象となるお客様の個人データを必要な量のみに限定するため、あらゆる合理
的な措置を講じます。
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弊社は、処理対象となるお客様の個人データが、本通知に規定される目的に関連して合理的
に必要な個人データのみに限定されるよう、あらゆる合理的な措置を講じます。
(N) データの保持

要約 – データの保持
弊社は、適法な目的に関連して必要な期間に限りお客様の個人データが保持されるよう、あ
らゆる合理的な措置を講じます。
弊社は、本通知に規定される目的に必要な最低限の期間に限りお客様の個人データが処理
されるよう、あらゆる合理的な措置を講じます。弊社では、次の基準により、お客様の個人
データを保持する期間を決定しています。
弊社は、(1) (a) お客様との関係が継続している間（お客様が弊社サービスを利用されている
間、お客様がエキスパートである間（または、その応募中）、メーリングリストに適法に追加さ
れ、配信が停止されるまでの間など）、(b) エキスパートでなくなった場合、お客様がNewtonX
のクライアントと最後に接触した時点から6年間、または (c) 本通知に規定される適法な目的
に関連してお客様の個人データが必要な場合で、正当な法的根拠がある期間（事業の運営や
契約に基づく義務の履行のためにお客様のデータを処理する正当な利益がある場合など）に
加えて、(2) (a) 適用法に基づく限られた期間（すなわち、お客様の個人データに関して弊社が
何者かから法的請求を提起されている間、またはお客様の個人データが関わっている可能性
のある期間）、および (b) そのような限られた期間の終了から2か月間（限られた期間の終了
時に何者かから請求を提起された場合でも、その請求に関連する個人データを特定できるよ
う、妥当な時間を設けるため）に限り、お客様の個人データの写しを識別可能な形式で保持
し、また (3) 関連する法的請求が提起された場合は、その請求に関連して必要なさらなる期
間、お客様の個人データを処理することがあります。
上記(2)(a)および(2)(b)の期間について、弊社は、法的請求や適用法に基づく義務に関連して
確認が必要となる場合を除き、保管とセキュリティの維持に限定してお客様の個人データを処
理します。
上記(1)、(2)、(3)の期間が適用され、それが終了した場合、弊社は次のいずれかの措置を講
じます。*関連する個人データの永久的な削除や廃棄、または、*関連する個人データの匿名
化。
(O) お客様の法的権利
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要約 – お客様の法的権利
お客様は、適用法に基づき、次のような複数の権利を有しています。個人データを弊社に提供
しない権利、ご自身の個人データにアクセスする権利、誤りの修正を要請する権利、ご自身の
個人データについて削除や処理の制限を要請する権利、ご自身の個人データの処理に反対
する権利、ご自身の個人データを他の処理者に移転させる権利、同意を撤回する権利、デー
タ保護当局に苦情を申し立てる権利。弊社は、これらの権利の行使に応じる前に、お客様の
身元証明を求める場合があります。
お客様は、適用法により、ご自身の関連個人データの処理に関して、次のような複数の権利
を有している場合があります。
● ご自身の個人データを弊社に提供しない権利（ただし、ご自身の個人データを弊社に
提供されない場合、弊社サイトやサービスの一部を利用できなくなる可能性があること
にご注意ください。例えば、必要な情報が得られない場合、当社がお客様の注文を処
理できない可能性があります）。
● ご自身の関連個人データやその性質、処理、開示に関する情報へのアクセスやコピー
の提供を要請する権利。
● ご自身の関連個人データの誤りの修正を要請する権利。
正当な根拠に基づき、次のことを要請する権利。
● ご自身の関連個人データの消去や、処理の制限。また、正当な根拠に基づき、弊社や
業務委託先による関連個人データの処理に反対する権利。
● 適切な範囲において、一般に用いられている構造化された機械可読フォーマットで、特
定の関連個人データを他の管理者に移転させる権利。
● 関連個人データの処理がお客様の同意に基づいている場合に、その同意を撤回する
権利（なお、同意の撤回は、撤回通知の受領日以前に行われた処理の適法性には影
響を与えず、また同意以外の法的根拠に基づく個人データの処理を阻止するものでは
ありません）。
● ご自身の関連個人データの処理についてデータ保護機関（とりわけ、お客様の居住
地、勤務地、または申し立てる侵害行為の発生地がEU加盟国である場合は、その国
のデータ保護当局）に苦情を申し立てる権利。監督当局の一覧：
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en。
これは、お客様の法的権利には影響しません。
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これらの権利の行使を希望される場合や、これらの権利や本通知のその他の条項についてご
質問のある場合は、セクション(R)の宛先にお問い合わせください。なお、次のことにご注意く
ださい。
弊社は、これらの権利の行使に応じる前に、お客様の身元証明を求める場合があります。ま
た、お客様の要請に応じるために新たに事実の立証を行う必要がある場合（処理について適
用法の遵守状況を判断する場合など）、講じる措置を決定する前に、合理的かつ速やかに要
請の調査を実施します。
(P) クッキーおよび類似技術

要約 – クッキーおよび類似技術
弊社は、クッキーや類似技術の保存や読み取りを行うことにより、お客様の個人データを処理
することがあります。詳細については、弊社のクッキーポリシーをご覧ください。
適用法に従い、必要に応じてお客様から同意を得ている場合に限り、お客様が弊社サイトを
訪問すると、お客様のデバイス上にクッキーが保存されたり、デバイスに保存されているクッ
キーの読み取りが行われたりすることがあります。弊社では、お客様のデバイスやブラウザ、
さらに場合によっては、お客様の好みや閲覧傾向に関する情報を記録するためにクッキーを
使用しています。弊社は、弊社のクッキーポリシーに従い、クッキーや類似技術を介してお客
様の個人データを処理することがあります。
(Q) ダイレクトマーケティング

要約 – ダイレクトマーケティング
弊社は、お客様にとって関心があると思われるサービスに関する情報をお届けするため、お
客様の個人データを処理することがあります。配信の停止は、任意にいつでも行うことができ
ます。
弊社は、電子メール、電話、郵便、その他の通信手段により、お客様にとって関心があると思
われるサービスに関する情報をお届けするため、お客様の個人データを処理することがありま
す。弊社は、お客様へのサービスの提供にあたり、お客様から提供を受けた連絡先情報を使
用し、常に適用法に準拠して、関心があると思われる弊社のサービスや今後のプロモーション
などに関する情報をお送りすることがあります。
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弊社がお送りするプロモーションメールには配信停止用のリンクが記載されており、そのリンク
をクリックするだけでいつでもプロモーションメールの配信を停止することができます。配信が
停止されるとそれ以上のプロモーションメールは送信されませんが、お客様から要請された
サービスに関する目的で必要な場合は、引き続きご連絡することがあります。
(R) お問い合わせ先

概要 – お問い合わせ先
弊社へのお問い合わせは、郵便、電話、ファックス、電子メール、オンラインのお問い合わせ
フォームから行うことができます。
本通知の情報について、また弊社や業務委託先による個人データの処理について、ご意見、
ご質問、懸念事項がありましたら、次の宛先にお問い合わせください。
● Legal Department NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY
10165
● 電話：(212) 984-8500
● ファックス：(212) 984-2485
● 電子メール：privacy@newtonx.com
(S) 定義

「適格法域」とは、個人データを適切な水準で保護していると、欧州委員会から正式に承認さ
れた法域を意味します。
「クッキー」とは、ウェブサイト（弊社サイトを含む）の訪問時に訪問者のデバイス上に保存され
る小型のファイルを意味します。本通知において、「クッキー」という用語には、ウェブビーコン
やクリアGIFなどの類似技術を含みます。
「管理者」とは、個人データの処理方法と処理理由を決定する事業体を意味します。多くの法
域において、管理者は、適用されるデータ保護法を遵守する主要な責任を負います。
「エキスパート」とは、NewtonXのエキスパートメンバーシップ規約を締結し、（NewtonXや本
人の要請により）メンバーシップを停止していない者を意味します。
「データ保護機関」とは、適用されるデータ保護法の遵守について監督する法的任務を負う独
立した公的機関を意味します。
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「EEA」とは、欧州経済地域を意味します。
「個人データ」とは、個人に関する情報、またはとりわけ、氏名、識別番号、位置データ、オンラ
イン識別子、また身体的、生理学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的なアイ
デンティティに固有の1つ以上の事実を参照することにより、個人を直接的または間接的に識
別可能な情報を意味します。
「処理」とは、自動化された手段によるものかどうかにかかわらず、収集、記録、組織化、構造
化、保存、改変や変更、抽出、参照、使用、送信や頒布などによる開示、調整や統合、制限、
消去や廃棄など、個人データに対するあらゆる行為を意味します。
「処理者」とは、管理者に代わって個人データを処理する個人や事業体（管理者の従業員を除
く）を意味します。
「プロファイリング」とは、とりわけ業務パフォーマンス、経済状況、健康、個人の好み、関心、
信頼性、行動、場所、移動に関する特徴の分析や予測など、自然人に関する特定の個人的特
徴を評価することを目的とする個人データの使用であって、あらゆる形態の自動化された個人
データの処理を意味します。
「関連個人データ」とは、弊社が管理者にあたる個人データを意味します。
「機微な個人データ」とは、人種や民族、政治的見解、宗教的信条や哲学的信念、労働組合
への加入状況、身体や精神の健康状態、性生活、犯罪歴や犯罪容疑または刑罰歴、国民識
別番号、または適用法に基づき機微とみなされるその他の情報に関する個人データを意味し
ます。
「標準契約条項」とは、欧州委員会が採択したデータ移転に関するテンプレート条項や、デー
タ保護機関による採択後、欧州委員会が承認したデータ移転に関するテンプレート条項を意
味します。
「弊社サイト」とは、弊社や業務委託先が運営や維持を行っているウェブサイトを意味します。
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