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プライバシー通知 
 

最終更新日：2022 年 1 月 29 日 
 

365 Retail Markets, LLC（「365」、「当社」、または「当社（に）、（を）、（へ）、（の）な

ど」、「AirVend」、「Avanti」、「Company Kitchen」、「Lightspeed」、または「Stockwell」）

は、あなたのプライバシーを保護することをお約束します 。当社は、当社のWebサイト、モバ

イルアプリケーション、および POS キオスクを通じて情報を収集します。このプライバシー通

知では、365 が 365 プラットフォームを介して収集したあなたの個人情報を収集、使用、およ

び共有する方法について説明します。 
 

• POS デバイス 
o 365 kiosk 
o AirVend 
o Avanti kiosk 
o Company Kitchen kiosk 
o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 
o Smart E 
o Smart Market  
o Stockwell  

• 企業のウェブサイト 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets Help Center 

• コンシューマー向けウェブサイト 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• モバイルアプリ 
o 365 Retail Markets mobile app 
o Avanti Market mobile app 
o Company Kitchen mobile app 
o Stockwell mobile app 

• オペレーターのウェブサイト 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 

o https://manage.SimpliGet.com  

https://365retailmarkets.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
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o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com 

• 現在実行中または今後開発される予定である他の関連技術 
 

このプライバシー通知に同意しない場合は、365 プラットフォームの使用を中止してください。 

このプライバシーに関するお知らせは、365 プラットフォームにのみ適用されます。 365 プラ

ットフォームにリンクされているサードパーティの Web サイトやサービス、または 365 に関連

するオフラインアクティビティには適用されません。 
 

あなたは、365 プラットフォームを使用する場合、このプライバシー通知で説明されているよ

うに、365 があなたの情報を収集、使用、およびさらに開示する可能性があることを理解しま

す。また、https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy で入手できる 365 プラットフォー

ムの利用規約にも同意するものとします。 
 
 

一般事項 
 
当社は、合法的な根拠がある場合にのみ、あなたの個人情報を処理します。このプライバシー

通知の目的上、「個人情報」は、適用法によって提供される「個人情報」または「個人データ」

の定義とともに、個人を識別する、または識別するために使用できる情報として定義されます。

当社は、当社の Web サイトにアクセスし、365 プラットフォームを通じて、または 365 プラッ

トフォームを通じて 365 アカウントを作成し、購入する個人から個人情報を収集します。 
 

365は、365 プラットフォームを通じて提供する個人情報の管理者です。一部の法域では、個人

情報を処理するための「合法的な根拠」を決定する必要があります。そのような要件が存在す

る場合、あなたの個人情報を処理するための法的根拠には、あなたの同意、契約上の義務の履

行、および当社の利益があなたの個人の権利と自由を上回らないという条件であなたの個人情

報を処理する正当な利益がある場合が含まれます。当社は次のとおり正当な配慮を下します： 
 

• 詐欺、セキュリティリスク、あなたや他の人への脅威、およびこのポリシーの違反を調査、

防止、および保護すること； 

• あなたの身元とアカウントを確認すること； 

• 知的財産を含む当社の権利と財産の保護および防御； 

• 当社に適用される法律の遵守、ならびに法執行機関または政府当局からの要求への、ある

いは法律で義務付けられている場合への対応； 

• 当社の製品およびサービスに関するあなたの経験を改善すること； 

• 合併、買収、再編、資産の売却、またはその他の商取引の実施または検討； 

• 365 プラットフォーム、ユーザーエクスペリエンス、および顧客関係の理解と改善； 

• 事業運営を可能にすること； 
 

https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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当社があなたの個人情報を処理するためにあなたの許可に依存している場合、あなたはいつで

も同意を変更、撤回、または差し控える権利を有します。ただし、そのような撤回は、その時

点までのあなたの同意に基づく個人情報の使用の合法性に影響を与えることはありません。 

 

個人情報の収集 

当社は、あなたが当社と共有することを選択した個人情報、およびあなたが 365 プラットフォ

ームにアクセスしたときにブラウザーまたはデバイスから直接提供された情報を収集します。

当社が収集する個人情報は、あなたがアクセスする 365 プラットフォーム、および 365 プラッ

トフォームとのあなたの交信方法によって異なります。当社は、法的または契約上の要件に従

って個人情報を収集する場合があり、そのような情報を提供しないと、義務を履行するという

当社の能力に影響を与える可能性があることに注意してください。 

企業のウェブサイト 

お問い合わせ 
 

ウェブサイトからお問い合わせの際は、姓名、メールアドレス、会

社名、電話番号、州をお伺いします。また、メッセージの内容を収

集し、あなたが当社と共有することを選択した追加情報が含まれ、

送信するリクエストの種類を指定するように求められます。  
 

あなたが当社と連絡を取るとき、あなたのコミュニケーションに応

答する目的でこの情報を収集します。 
 

プレスキットの 

リクエスト 

プレスキットをご希望の場合は、姓名、メールアドレス、会社名の

ご提供をお願いしております。この情報は、製品の最新情報、業界

ニュース、365 小売市場に関する情報を含む月刊ニュースレターを送

信する目的で収集されます。  
 

求人応募の提出 365 での仕事に応募すると、姓名、メールアドレス、および将来の

365 のポジションに関する通知の設定が収集されます。この情報は、

雇用ポータルでアカウントを作成する目的で収集され、求人に応募

し、新しい求人が利用可能になったときに通知を受け取ることがで

きます。 
 

アカウント作成後、当社はあなたの連絡先情報（電話番号を含

む）、メールアドレス、住所、仕事の経験と教育についての詳細を

収集します。また、民族、性別、移民、障害、退役軍人のステータ

スに関する情報を含む自己識別フォームに自主的に記入することも

できます。この情報はフォームに記入することを選択した場合にの

み収集されます。また、あなたがカバーレターで開示した情報と履

歴書を収集します。これには、共有することを選択した追加の個人

情報が含まれます。この情報は、応募した仕事の要件に照らしてス

キルと資格を評価する目的で収集されます。 
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コンシューマー向け Web サイト 

アカウント作成 コンシューマー向け Web サイトを介してアカウントを作成すると、

名前、電子メールアドレス、サイト固有の表示名、IP アドレス、GPS

位置、および電子署名が収集されます。この情報は、アカウントを

確立し、365Kiosk を介して購入できるようにする目的で収集されま

す。 
 

また、限られた量のクレジットカード情報を収集しますが、完全な

クレジットカード情報を保存することはありません。代わりに、将

来の取引に使用できるクレジットカード番号の代わりに支払いトー

クンを保存する場合があります。この情報は、アカウントへの資金

提供、資金調達のための 1回限りの購入の有効化、購入履歴の管理、

およびアカウントデータの整合性の確保を目的として収集されま

す。 
 

365 プラット 

フォームでの交信 

アカウントを作成した場合は、購入、アカウントの資金調達、お気

に入りの製品、カスタマーサービスの問い合わせ、製品のレビュ

ー、365 サービスに関連するソーシャルネットワーキングの設定（お

気に入りのページやエンティティ、お薦め、フォローなど）に関す

る情報も収集します。この情報は、アカウントの管理、製品の推

奨、およびユーザーエクスペリエンスの向上を目的として収集され

ます。 
 

モバイルアプリ  
 

アカウント作成 
 

モバイルアプリを介してアカウントを作成すると、姓名、メールアド

レス、サイト固有の表示名、GPS 位置、および電子署名が収集されま

す。この情報は、アカウントを確立し、365 キオスクを介して購入でき

るようにする目的で収集されます。 
 

また、限られた量のクレジットカード情報を収集しますが、完全なク

レジットカード情報を保存することはありません。代わりに、将来の

取引に使用できるクレジットカード番号の代わりに支払いトークンを

保存する場合があります。この情報は、アカウントへの資金提供、資

金調達のための 1回限りの購入の有効化、購入履歴の管理、およびアカ

ウントデータの整合性の確保を目的として収集されます。 
  

モバイルアプリでの 

交信 
  

アカウントを作成した場合は、購入、アカウントの資金調達、お気に

入りの製品、カスタマーサービスの問い合わせ、製品のレビュー、365

サービスに関連するソーシャルネットワーキングの設定（お気に入り

のページやエンティティ、お薦め、フォローなど）に関する情報も収

集します。この情報は、アカウントの管理、製品の推奨、およびユー

ザーエクスペリエンスの向上を目的として収集されます。 
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他のユーザー 既存のユーザーがモバイルアプリを紹介したり、スナッククレジット

を送信したりすると、要求されたトランザクションを完了するため

に、既存のユーザーから姓名、メールアドレス、電話番号を収集する

場合があります。 
 

Kiosks 
 

アカウント作成 Kiosk を介してアカウントを作成すると、姓名、メールアドレス、サ
イト固有の表示名、GPS 位置、および電子署名が収集されます。この

情報は、アカウントを確立し、365Kiosk を介して購入できるようにす

る目的で収集されます。 
 

また、限られた量のクレジットカード情報を収集しますが、完全な

クレジットカード情報を保存することはありません。この情報は、

アカウントへの資金提供、資金調達のための 1 回限りの購入の有効

化、購入履歴の管理、およびアカウントデータの整合性の確保を目

的として収集されます。 
 

アカウント内の 

購入 
アカウントを作成して Kiosk を介して購入した場合は、購入、アカウ

ントの資金調達、お気に入りの製品、カスタマーサービスの問い合

わせ、製品のレビュー、365 サービスに関連するソーシャルネットワ

ーキングの設定 365サービスに関連するソーシャルネットワーキング

の設定（お気に入りのページやエンティティ、お薦め、フォローな

ど）に関する情報も収集されます。この情報は、アカウントの管

理、製品の推奨、およびユーザーエクスペリエンスの向上を目的と

して収集されます。 

 
ゲストとして 

購入する 

Kiosk で購入するためにアカウントを作成する必要はありません。ゲ

ストとして購入した場合、現時点で取引を処理するために必要な限

られた情報を収集します。これには、あなたの氏名と支払いカード

情報が含まれます。これらの情報は、購入の支払いを処理すること

のみを目的として、サードパーティの支払い処理業者に送信されま

す。購入に使用した Kiosk のメーカーとモデルにより、多くても、支

払いカードの氏名とカードの最後 4 桁の数字のみが保持されます。 
 

指紋登録 365 Kiosk 指紋リーダーが有効になっている Kiosk では、指紋をスキャ

ンして保存するオプションがあります。これにより、支払いカード

を使用せずに Kiosk 経由で購入できます。指紋を保存することを選択

すると、指紋をスキャンして指紋テンプレートを作成します（指紋

パターンの正確なコピーではありません）。この情報は、Kiosk への

指紋アクセスを提供する目的で収集されます。 
 

指紋テンプレートの収集と使用には、生体認証データのプライバシ

ーポリシーが適用されます。このポリシーを読んで、この機能を使

用する前に確認する必要があります。指紋をスキャンまたは使用す
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る前に、生体認証データのプライバシーポリシーに同意する必要が

あります。  
 
 

領収書をテキスト 

メッセージで受け 

取るリクエスト 

あなたの購入に関する領収書は、SMSテキストメッセージを介して受

け取るオプションがあります。このオプションは、アカウントを設

定するときのユーザー設定の一部として、または Kiosk での購入時に

選択できます。アカウント設定の一環として SMS テキストメッセー

ジの領収書を受け取ることを選択した場合、当社はあなたのモバい

るデバイス番号を収集し、あなたは、 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy 

で入手可能な 365プラットフォームの利用規約に記載されているよう

に、SMSテキストメッセージを受信することに同意することになりま

す。SMSテキストメッセージの送受信には標準料金が適用される場合

がありますのでご注意ください。 
 

ユーザーアカウントの一部として SMS テキストメッセージの設定を

確立していない場合でも、購入時に SMS テキストメッセージの領収

書を受信することを選択できます。SMSテキストメッセージの領収書

を受け取ることを選択した場合、要求された領収書とともに 1回限り

の SMS テキストメッセージを送信することのみを目的として、購入

時にあなたのモバイルデバイスの電話番号を収集します。この場

合、他のいかなる目的でモバイルデバイスの電話番号を保持したり

使用したりすることはありません。   

  
領収書をメールで 

受け取るリクエスト 

 購入した領収書をメールで受け取るオプションがあります。このオ

プションは、アカウントを設定するときのユーザー設定の一部とし

て、または Kiosk での購入時に選択できます。アカウント設定の一環

としてメールの領収書を受け取ることを選択した場合、当社があな

たのメールアドレスを収集し、あなたが電子メールの受信に同意す

ることは、https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy で入手可

能な 365 プラットフォームの利用規約に記載されています。 
 

ユーザーアカウントの一部として電子メール設定を確立していない

場合でも、購入時に電子メールの領収書を受け取ることを選択でき

ます。電子メールの領収書を受け取ることを選択した場合、要求さ

れた領収書を含む 1回限りの電子メールを送信することのみを目的と

して購入時にメールアドレスを収集します。その場合、他の目的の

ためにあなたのメールアドレスを保持することはありません。  
 

Kiosk との交信 

 
 

購入をキャンセルした場合、キャンセルされたアイテムのスクリー

ンショットとユーザーの写真が保持されます。この情報は、Kiosk サ

イトの盗難や未払い製品の削除を監視する目的で収集されます。こ

れらの写真は 365 日までに 90 日間一時的に保存され、Kioskの場所の

管理者はこのセクションで説明している目的でこれらの写真を表示

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
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できます。当社の Kiosk ウェブカメラはまた、製品を市場に出し、よ

り良いサービスを提供するために、集約された匿名の人口統計情報

を収集する場合があります。  
 

Stockwell Kiosk では、トランザクションの領収書を処理し、製品や取

引の状態を認識するようにソフトウェアをトレーニングするため

に、顔や手などのあなたの肖像が偶然に含まれる可能性のあるトラ

ンザクション（棚から何かを引っ張ったり、 それを元に戻す、とい

うような）のビデオをキャプチャすることもあります。トランザク

ションの記録は、消費者が Stockwell アプリまたはクレジットカード

リーダーを使用して自発的にドアを開けたときに開始され、ドアが

閉じられてロックされ、トランザクションが完了したとシステムが

判断したときに停止します。 
 

限られた場所では、カメラベース、盗難防止、生体認証対応のテク

ノロジーなど、特定のテクノロジーを Kiosk に配置するサードパーテ

ィのテクノロジープロバイダーと契約する場合があります。Kiosk で

カメラベース、盗難防止、または生体認証ソリューションを提供す

るサードパーティ企業と契約する場合、そのようなサードパーティ

とそれぞれの慣行は、このプライバシー通知または生体認証データ

プライバシーポリシーの対象ではないことに注意してください。サ

ードパーティの技術請負業者の慣行やポリシーについて質問がある

場合は、先方へ直接連絡するか、そのポリシーを参照してくださ

い。イリノイ州、ワシントン州、テキサス州、オレゴン州、ニュー

ヨーク州、またはバージニア州以外の場所では、キオスクにサード

パーティプロバイダーの Panoptyc が提供するバイオメトリック対応

の盗難防止テクノロジーが搭載されている場合があります。 

Panoptyc の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー は 、

https://panoptyc.com/policies/privacy-policy から入手できます。 
  

 

Web ベースのテクノロジーから収集された個人情報 

あなたが当社の Web ベースのプラットフォームと交信するとき、あなたのブラウザとデバイス

から自動的に情報を収集します。 

ブラウザまたは 

デバイス情報 

デバイスタイプ、IP アドレス、Cookie 情報、Web トラフィック（365 

Web サイトからアクセスする Web サイト）、365 の Web サイトの特

定のページと機能への関与などの情報をブラウザーから自動的に受

信してサーバーログに記録します。このデータは、次の一般的な目

的で収集されます：  
 

• ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズ 

• 製品やサービスに対するあなたの要求を満たす 

• サービスの促進と改善 
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• あなたに連絡する 
 

また、Web サイトの傾向を分析し、サイトを管理し、ユーザーの移

動を追跡して総使用量を分析する目的で、あなたの IP アドレスを収

集します。このウェブサイトの使用情報により、ユーザーに絶えず

改善されるサイト、サービス、および一般的なサービスを提供する

ことができます。あなたの識別可能な個人情報を使用することにあ

なたが同意した場合を除き、当社の分析調査では、あなたを個別に

特定するために使用できない匿名の集計データのみを使用します。 
 

クッキーとウェブ・ 

ビーコン 

365 プラットフォームは HTTPS Cookie を使用して、365Web サイトで

のユーザーとユーザーのアクティビティに関する情報を収集しま

す。「クッキー」とは、ブラウザによってコンピュータに配置され

る小さなファイルであり、ウェブサイトを機能させたり、ウェブサ

イトの運営者に情報を提供したりするためによく使用されます。こ

の情報は、法律で許可されている期間および方法で、「お客様のプ

ライバシー権」および「個人情報の保管と廃棄」というタイトルの

このプライバシー通知の以下のセクションに従ってのみ保持されま

す。  
 

365 は、365 の Web サイト上でのあなたの存在を記憶し、365 のWeb

サイトでのエクスペリエンスを向上させるためにこの情報を使用し

ます。たとえば、アカウントを持っていて 365 Web サイトに戻った

場合、Cookieはあなたを識別し、アカウント情報、過去の購入、お気

に入りの製品、製品レビューなど、あなたのアカウントに固有の情

報を提供します。ブラウザの設定を変更することにより、Cookieを拒

否することができます。クッキーを拒否または無効にした場合、当

社のウェブサイトの特定の機能が機能しなくなる可能性があること

に 注 意 し て く だ さ い 。 Cookie の 詳 細 に つ い て は 、

http://www.allaboutcookies.org にアクセスしてください。  
 

サードパーティの

Cookie とウェブ・ 

ビーコン 

当社のウェブサイト上の一部のコンテンツまたはアプリケーション

は、コンテンツプロバイダーやアプリケーションプロバイダーを含

むサードパーティによって提供されています。当社のサードパーテ

ィパートナーは、あなたが当社の Web サイトにアクセスしたとき

に、Cookieを単独でまたは既にブラウザーにあるウェブ・ビーコンま

たはその他の追跡技術と組み合わせて使用し、あなたに関する情報

を収集する場合があります。彼らが収集する情報は、あなたの個人

情報に関連付けられている場合もあれば、個人情報を含む、時間の

経過とともにさまざまな Web サイトやその他のオンラインサービス

にわたるオンライン活動に関する情報を収集する場合もあります。 
 

サードパーティの Cookie および Web テクノロジーは、当社の広告パ

ートナーによって管理されており、このプライバシー通知の対象で

はありません。そのようなサードパーティの慣行について質問があ
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る場合は、責任のあるサードパーティに直接連絡する必要がありま

す。 
 

サイトでの Cookie をターゲットとした広告のオプトアウト（オンラ

イン行動広告または OBA と呼ばれることもあります）の詳細につい

ては、www.AboutAds.info にアクセスしてください。 
 

個人情報の利用 

 

このプライバシー通知に従って合法的な目的でのみ使用される範囲で、サードパーティに関連

するあなたの個人情報を当社がどのように使用するかは、あなたの 365 プラットフォームでの

交信および当社と共有した個人情報の内容によって異なります。   
 

あなたのリクエスト

に答えます 

当社はあなたの個人情報を使用して、あなたのコミュニケーショ

ン、質問、領収書の要求、および紹介やスナッククレジットの贈与

などの他の個人に関する要求を含む、あなたのリクエストに応答し

ます。 
 

Web サイトとユー 

ザーエクスペリエ 

ンスの強化 

当社は、当社の Web サイトの使用に関する情報を使用してサイトを

分析・管理し、Web 分析の目的でユーザーの動きを追跡します。こ

の Web サイトの使用情報により、365 は、常に改善し続ける 365 プ

ラットフォーム、サービス、一般的コンテンツを提供できます。分

析研究にあなたの識別可能な個人情報を使用することにあなたが同

意した場合を除き、あなたを個別に識別するために使用できない匿

名の集計データのみを使用します。 
 

アカウント管理 アカウントを作成された場合、当社はあなたのアカウントを管理す

るためにあなたの個人情報を使用します。必要に応じて、当社はあ

なたの個人情報を使用して身元を確認し、ロックアウトされた場合

やログインとパスワードを忘れた場合にアカウントへのアクセスを

提供します。 
 

購入促進 また、365プラットフォーム、特に 365 Kioskを通じて行うあなたの購

入を容易にするために、あなたの個人情報を使用します。 
 

マーケティング 

と広告の実施 

当社は、あなたの購入、365 プラットフォームの使用、および当社の

広告およびプロモーションコンテンツとの交信に関連する情報を、

365 プラットフォームの他のユーザーの同じ情報と組み合わせて、当

社の広告およびマーケティングコンテンツに通知する場合があり、

この匿名の集約データをサードパーティの広告パートナーと共有す

ることを含みます。この匿名の集約情報を使用してあなたを個別に

特定することはできません。また、あなたの個人情報を広告パート

ナーに開示または販売することもありません。 
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当社があなたに広告およびプロモーションコンテンツを表示する場

合、このコンテンツはあなたの「自宅ロケーション」に基づいて調

整され、あなたにお届けする場合があります。「自宅ロケーショ

ン」は、あなたのアカウントが関連付けられている Kiosk または 365

プラットフォームであり、受け取るカスタマイズされた広告または

プロモーションコンテンツは、「自宅ロケーション」ですべてのユ

ーザーが行った購入総額にのみ基づいています。 
 

法的義務を満たす 特定の状況では、訴訟手続きの一環として、または法律で義務付け

られている場合、あなたの個人情報を法執行機関に開示するよう求

められる場合があります。当社は、開示が義務付けられている場合

にのみ、法律により開示が義務付けられている情報を共有します。 
 

セキュリティと 

不正防止  

必要に応じて、当社の 365プラットフォーム、システム、および当社

の管理下にある個人情報のセキュリティを維持するために、電子メ

ール通信を含むあなたの個人情報を使用します。また、必要に応じ

て、詐欺の可能性を調査し、このプライバシー通知および利用規約

の違反を特定し、ユーザーへの危害防止のためにあなたの個人情報

を使用します。 
 

企業取引         当社は、当社の事業または資産の全部または一部の合併、買収、再編 

           成、売却、破産、破産事件、またはその他の商取引を行う、または関 

           与する、または検討する場合に、あなたの個人情報を使用することが 

           あります。 

 
 

個人情報の共有と開示 
 

当社は、あなたが許可を与えた場合、あなたに対する当社の義務を果たす必要があるとき、ま

たは当社の利益があなたの個人の権利と自由を上回らないという条件でビジネスの正当な利益

になるとき、このプライバシー通知に従って合法的な目的でのみ使用される範囲で、あなたの

個人情報をサードパーティと共有します。 
 

ベンダーの 

サポート 

必要に応じて、支払い処理、ウェブサイトのホスティングと管

理、アプリケーションプログラミングインターフェース

（「API」）やその他の機能のプロバイダーなど、特定のビジネス

サポートサービスを提供するために当社に代わって作業している

サードパーティベンダーと、あなたのデータを共有します。 
 

API はアプリケーションプログラムインターフェイスであり、ソフ

トウェアアプリケーションを構築するためのルーチン、プロトコ

ル、およびツールのセットです。365は、サードパーティベンダー

およびサービスプロバイダーと、それらが採用されている APIおよ

びサービスを提供するために必要な範囲でのみ情報を共有しま

す。 
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ウェブサイト 

分析会社 

当社は、当社の Web サイトへの訪問者に関する匿名の集約情報

を、サードパーティの Web サイト分析会社と共有します。これら

の企業は、あなたの個人情報を取り除いたこの集計データを使用

して、当社の Web 使用パターンに関する洞察を提供します。当社

は匿名の集約データのみを共有しているため、この情報を当社ま

たは Web サイト分析ベンダーが個別に追跡することはできませ

ん。 
 

当社は、Google Analytics を使用して Web サイトの使用状況と分析

レポートを提供するため、匿名の集計データを共有する必要があ

ります。あなたは、Google Analytics オプトアウトアドオンをイン

ストールして、データを Google と共有しないことを選択して、

Web サイトの使用状況データを Google Analytics に提供しないよう

にブラウザに指示することができます。Google Analytics をオプト

アウトするには、https://tools.google.com/dlpage/gaoptout にアクセ

スしてアドオンをインストールします。 
 

Google Analytics オプトアウトアドオンをインストールすると、

Google Analytics の使用が無効になるだけであり、データが Web サ

イト自体または他の Web 分析サービスに送信されるのを防ぐこと

はありません。 
 

365 のお客様 当社の Kiosk を各自の場所に配置するお客様と、姓名や連絡先情報

などの個人情報を共有します。ビデオテクノロジーを有効にして

いる Kiosk の場所では、Kiosk との交信を示すビデオを録画および

送信します。このビデオは、特定の Kiosk の顧客管理者がアクセス

して表示できます。  
 

他のユーザー 製品レビューや特定のソーシャルネットワーキング設定（「いい

ね」や「フォロー」などのページ）など、365プラットフォームで

ユーザーコンテンツを共有することを選択した場合、この情報は

一般の人々に表示される可能性があります。したがって、365は、

あなたのユーザーコンテンツに含まれる個人情報のプライバシー

を保証することはできません。 
 

マーケティングと 

広告パートナー 

当社は、サードパーティの広告コンテンツを提供するためにサー

ドパーティと提携する場合があります。その際、あなたの個人情

報を第三者の広告パートナーに開示または販売することはありま

せん。ただし、特定の場所でのユーザーの購入に関する匿名の集

約情報と、ユーザー全体が広告コンテンツを操作した方法に関す

る匿名の集約情報を共有します。この情報を使用して、個人を特

定することはできません。 
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法的要件 法律、規制、または法的手続きで要求される場合、召喚状、裁判

所命令、または法的手続きに対応するため、または当社の法的権

利を確立または行使するため、または法的請求に対して防御する

ために、必要に応じて政府当局、執行官、またはサードパーティ

とあなたの個人情報を共有します。 
 

セキュリティと 

不正防止の取り組み 

必要に応じてあなたの個人情報を共有することにより、違法行

為、詐欺の疑い、人の身体的安全に対する潜在的な脅威を伴う状

況、このプライバシー通知の違反または違反の疑い、あなたとの

当社の合意または取り決め、またはあなたが対象となる場合があ

る、または法律で義務付けられているその他のポリシーについ

て、調査、防止、または措置を講じます。 
 

事業の売却 当社は、合併、買収、再編、当社の事業または資産の全部または

一部の売却、破産、破産事件、またはその他の商取引に関与また

は検討している場合に、あなたの個人情報を転送する権利を留保

します。 
 

 

あなたのプライバシー権 
 

管轄によっては、あなたは特定の個人の権利を行使する権利がある場合があります。個人にプ

ライバシー権を与える管轄区域の例としては、欧州経済領域（一般データ保護規則または

GDPR）、カナダ（個人情報保護および電子文書法または PIPEDA）、カリフォルニア（カリフォ

ルニア消費者プライバシー法）があります。 個人の権利を行使するには、このプライバシー通

知の「お問い合わせ」セクションに記載されているように、DPO に連絡してください。 
 

欧州経済領域の 

プライバシー権  

欧州経済領域に居住している場合は、個人情報の収集、使用、開示に

関して選択肢があります。特に明記されていない限り、あなたのリク

エストにはできるだけ早く、通常は 1 か月以内に対応いたします。 

あなたの権利は次のとおりです： 
 

• あなたの個人情報にアクセスして、あなたに関して収集した情

報とその共有方法を確認する； 

• 個人情報の全部または一部の削除を要求する； 

• 不正確または古い情報の変更または修正； 

• あなたの個人情報の全部または一部の使用に反対、制限、また

は制限すること； 

• ポータブル形式を含む、個人情報のコピーを要求する。 
 

また、当社があなたのプライバシー権または適用される法律および規

制に違反していると思われる場合は、監督当局に苦情を申し立てる権

利があります。 
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カナダの 

プライバシー権 

あなたがカナダのデータ主体である場合、あなたは特定のプライバシ

ー権を持っているかもしれません。あなたの権利は次のとおりです： 
 

• 当社の管理下にあるあなたの個人情報へのアクセス 

• 不正確または不完全な個人情報の（訂正、削除、または追加に

よる）修正 

• いつでも同意を取り消す（法的または契約上の制限と合理的な

通知に従う） 
 

カリフォルニア州の

プライバシー権 

カリフォルニア州のお客様には、個人情報に関する特定の権利を提供

します。このセクションでは、カリフォルニア州法に基づいて所有す

る権利について説明し、それらの権利を行使する方法について説明し

ます。カリフォルニア州のプライバシー法に基づいて、過去 12 か月

間次のカテゴリの個人情報を収集しました： 
 

情報のカテゴリー 例 収集

済み 

個人識別子 姓名、メールアドレス、会社、電話

番号、住所、オンライン ID、デバイ

ス ID、インターネットプロトコル

（IP）アドレス 

はい 

カリフォルニア州 

顧客記録法に基づく 

個人情報 

姓名、住所、電話番号、教育、雇

用、雇用履歴、クレジットカード番

号/デビットカード番号、または支払

いトークンを含むその他の財務情

報。このカテゴリに含まれる一部の

個人情報は、他のカテゴリと重複す

る場合があります。 

はい 

保護された分類特性 年齢（40 歳以上）、人種、肌の色、

祖先、出身国、市民権、宗教または

信条、結婚歴、病状、身体的または

精神的障害、性別（性別、性同一

性、性表現、妊娠または出産、およ

び関連する病状を含む）、性的指

向、退役軍人または軍の地位、遺伝

情報（家族の遺伝情報を含む） 

はい 

商業情報 購入、取得、または検討された製品

またはサービス、あるいはその他の

購入/消費の履歴または傾向 

はい 

生体情報 指紋スキャン はい 

インターネットまた

はネットワーク活動

情報 

閲覧履歴、検索履歴、インターネッ

ト Web サイト、アプリケーション、

または広告とのやり取りに関する情

報 

はい 

ジオロケーション 住所、使用したキオスクの場所、GPS はい 
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データ 

専門的または雇用 

関連の情報 

現在の雇用主、雇用履歴 はい 

教育情報 教育機関、学生識別番号、学生アカ

ウント情報 

はい 

財務情報 クレジットカードまたはデビットカ

ードの情報、支払いトークン 

はい 

あなたについての 

推論 

好み、特徴、心理的傾向、素因、行

動、態度、知性、能力、および適性

を反映するプロファイル 

はい 

 

このプライバシーに関するお知らせに記載されているように、当社は

ビジネス目的で上記の情報を当社の関連会社、サービスプロバイダ

ー、顧客、および 365 プラットフォームの他のユーザーに開示しまし

た。 

個人情報の販売はありません 

あなたには、いつでもあなたの個人情報の販売をオプトアウトする権

利があります。当社は、過去 12 か月間関連会社以外のサードパーテ

ィに個人情報を販売していませんし、今後も販売することはないこと

に注意してください。また、16 歳未満の未成年者の個人情報を関連の

ないサードパーティに販売することはありません。 

収集、使用、または開示される個人情報について知る権利 

あなたには、過去 12 か月間の情報の収集、使用、および開示に関す

る特定の情報の開示を要求する権利があります。当社があなたの要求

を受け取り、あなたの身元を確認したら、次のことをあなたに開示し

ます：（1）当社が収集したあなたに関する情報のカテゴリー；（2）

情報源のカテゴリー；（3）その情報を収集または開示するための当

社の事業または商業目的；（4）その情報を共有したサードパーティ

のカテゴリー。（5）過去 12 か月間に収集した特定の情報。  

収集または維持されている個人情報を削除する権利 

あなたは、特定の例外を除き、当社が収集して保持した個人情報を削

除するよう要求する権利を有します。あなたのリクエストを受け取

り、確認し、本人確認を行うと、削除の法的な例外が適用されない限

り、あなたの個人情報を記録から完全に削除します（サービスプロバ

イダーに削除を指示します）。あなたの削除リクエストへの対応にお

いて、個人情報を削除した方法、または削除リクエストを拒否する必

要がある場合は、この拒否の根拠を特定します。 

プライバシー権の行使に対する無差別の権利 

当社は、次の方法であなたの権利を行使したことであなたを差別しま

せん。（1）商品またはサービスを拒否する； （2）割引やその他の特
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典の付与、または罰則の適用などを通じて、商品またはサービスに対

して異なる価格または料金を請求する；（3）異なるレベルまたは品

質の商品またはサービスを提供する；（4）商品またはサービスに対

して異なる価格または料金、あるいは商品またはサービスの異なるレ

ベルまたは品質を受け取る可能性があることを示唆する。 

あなたの権利を行使する 

上記の権利を行使するには、次のいずれかの方法で検証可能な消費者

リクエストを送信してください。: 

• 1-888-365-7382 までお電話ください 

• https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ にアクセスする 

エージェントの承認 

あなたは、あなたに代わって、消費者要求を提出するために認可され

た代理人を指名することができます。 

リクエストの確認 

あなたの身元または要求を行う権限を確認できず、個人情報があなた

に関連していることを確認できない場合、あなたの要求に応答した

り、個人情報を提供したりすることはできません。検証可能な消費者

リクエストを行うために、当社でアカウントを作成する必要はありま

せん。 検証可能な消費者リクエストで提供された個人情報は、リクエ

ストを行うためのあなたの身元または権限を確認するためにのみ使用

されます。アクセスまたはデータの移植性について検証可能な消費者

の要求を行うことができるのは、12 か月以内に 2 回のみです。 

本人確認のため、リクエストを送信する際に次の情報を提供していた

だくようお願いいたします：（1）ファーストネーム、（2）ラストネ

ーム、（3）電話番号またはメールアドレス。上記の情報を使用し

て、本人確認を行います。リクエストの種類やリクエストされた情報

によっては、本人確認とリクエストの履行のために追加情報が必要に

なる場合があります。 
 

カリフォルニア州法では、ユーザーからの「追跡禁止リクエスト」へ

の対応方法を開示することも義務付けられています。 現時点では、ユ

ーザーのブラウザからの「追跡禁止」リクエストには対応していませ

ん。 
 

その他の管轄区域 居住する管轄区域に関係なく、アカウントを登録している場合は、任

意の 365 プラットフォームのアカウントを介してあなたの個人情報に

アクセスして変更できます。 
 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/
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あなたが個人情報を消去または忘れることを要求した場合、当社は合

理的に可能であり、法律で許可されている範囲であなたの要求に応じ

ます（他の適用法では、特定の個人情報を保持することが義務付けら

れている場合があります）。当社が法的要件により個人情報を保持す

る場合、個人情報はその目的のためにのみ使用され、適用法を遵守す

るために必要な期間のみ維持されます。また、いつでも別のメールア

ドレスで新しいアカウントを開設することができます。 

 
 

その他の重要な情報 
 

国境を越えた 

データ転送 

当社は米国内外領域のデータを処理します。米国のデータ保護法

は、あなたの国の法ほど強力ではない可能性があることを知ってお

くことが重要です。あなたの個人情報を欧州経済領域（「EEA」）か

ら EEA外の場所に転送する場合、個人情報に対する適切なレベルの保

護が提供されている場合にのみデータを転送します。たとえば、特

定の保護手段を講じてデータを保護または転送する契約上の義務が

ある場合などです。当社のケア中にあなたの個人情報を継続的に保

護するために、当社は適切な組織的および技術的措置を講じます。

個人情報に適用されるセーフガードの詳細については、

privacy@365smartshop.com までお問い合わせください。また、そのよ

うなセーフガードのコピーをリクエストすることもできます。さら

に、あなたの同意がある場合、またはあなたとの契約の締結などに

より転送の法的例外の 1つが発動される可能性がある場合、当社はあ

なたの個人情報を転送する場合があります。 
 

サードパーティの 

リンク 

365 プラットフォームには、サードパーティが所有または運営する

Web サイトおよびコンテンツへのリンクが含まれている場合があり

ます。当社は、他のウェブサイトへのリンクやソーシャルメディア

でコネクトする方法を提供することもあります。当社は、これらの

Web サイト、またはそれらのプライバシーポリシーと慣行につい

て、いかなる表明、保証、または承認も行いません。これらのサー

ドパーティの Web サイトに個人情報を提供する前に、サードパーテ

ィの Web サイトのプライバシー情報を注意深く確認する必要があり

ます。 
 

このプライバシー通知は、このプライバシー通知で指定されている

365 プラットフォームにのみ適用され、サードパーティの Web サイ

トには適用されません。 
 

セキュリティ 365 は、365 の業界における合理的な基準的処置と、個人情報の保護

に関する適用法に準拠するように設計された、管理、運用、手続

き、および技術的なセキュリティ対策を実施しています。データは
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転送中に暗号化され、保存時にはアマゾンウェブサービスによる RDS

暗号化（AES 256）を使用して暗号化されます。 
 

データ保持 365 は、あなたが該当する 365 プラットフォームを継続して使用する

限り個人情報を保存および使用し続けるものとします。当社は、以

下の状況のいずれかが起こった場合、安全な方法であなたの個人情

報を永久に処分する権利を留保します： 

• 個人情報を取得する当初の目的が満たされている； 

• あなたは、あなたの個人情報の消去を要求することにより、

忘却の権利を行使する（該当する場合）； 

• 365 は、非アクティブ、不正確な記録、アカウントの不正ま

たは不正使用、または法律で許可されているその他の理由に

より、あなたのアカウントを無効にする； 

• 法律で義務付けられている場合； 
 

365 は、5 年以上非アクティブなアカウントの個人情報を定期的に確

認し、そのような情報を永久に処分する権利を留保します。アカウ

ントの有効期限の詳細については、365 プラットフォームの利用規約

をご覧ください。 
 

18 歳未満の子供 365プラットフォームは、18歳未満の個人を対象としていません。18

歳未満の場合は、365 プラットフォームに情報を送信する前に、親ま

たは保護者の許可が必要です。365は、16歳未満のお子様のプライバ

シーを保護するために特別な注意を払い、保護者がお子様のオンラ

イン活動に積極的に参加することを奨励しています。365 は、該当す

る範囲で、児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）およびその

他の関連法の要件を順守します。365プラットフォームは、16歳未満

の子供を対象としておらず、故意に彼らから個人情報を収集しませ

ん。365 が 365 プラットフォームを通じて収集された子供から個人情

報を発見した場合、365 はそのデータを削除します。 
 

プライバシー通知 

の変更 

このプライバシー通知は、http://www.365retailmarkets.com/consumer-

policy/ に新しいバージョンを投稿することにより、いつでも修正さ

れる可能性があります。365 は、修正が重要であるか、法律で義務付

けられている場合、ポップアップで強調表示するか、修正を通知す

る場合があります。新しいバージョンは、新しいバージョンで指定

された日付に有効になります。新しいプライバシー通知の投稿後も

365 プラットフォームを引き続き使用することにより、新しいバージ

ョンに拘束されることに同意したことになります。新しいバージョ

ンに同意しない場合は、関連する 365プラットフォームの使用を中止

する必要があります。  
 

連絡先 このプライバシー通知または 365の個人情報の収集、使用、保管、ま

たは廃棄について質問または苦情がある場合は、次のURLで 365に連

絡できます： 

http://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
http://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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365 Retail Markets, LLC 
c/o Data Protection Officer 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 

メールアドレス: privacy@365smartshop.com 

フリーダイヤルの電話番号: 1-888-365-7382 
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