
ブラッドハントウェブサイト 

プライバシーポリシー 

最終更新⽇は以下です。2021年6⽉10⽇ 

本プライバシーポリシーは、お客様が本採⽤ウェブサイト（以下、「採⽤ ウェブサイト」）を通じ
て詳細情報を送信することによる、Bloodhuntのクローズド・アルファ・テストに興味があり登録し
た場合のお客様の個⼈情報の処理について、いつ、どのように、なぜを説明し、その情報に関連する
お客様の選択肢と権利を定めたものです。  

このプライバシーポリシーに記載されている⽅法でお客様の個⼈情報を処理することに同意しない場

合は、情報を提供しないでください。この採⽤ ウェブサイトを通じてお客様の情報を送信すること
により、お客様はこのプライバシーポリシーに記載されているお客様の個⼈情報に関する当社の規則

を承認したことになります。  

どんな情報が必要で、どのように情報を利⽤するのか。 

お客様が採⽤ウェブサイトを通じてBloodhuntのクローズド・アルファ・テストに興味があり登録し
た場合、当社はお客様の電⼦メールアドレスを収集し、お客様のオペレーティングシステムに確認を
求めます。お客様のIPアドレスも収集されます。当社は、お客様が採⽤ウェブサイトを通じて
Bloodhuntのクローズド・アルファ・テストに参加するために必要な場合や、規制当局、司法当局、
法執⾏機関、その他の第三者から安全性、セキュリティ、法令順守のために指示された場合を除き、
お客様の情報を第三者と共有することはありません。当社は、Bloodhuntの採⽤ウェブサイトおよび
クローズド・アルファ・テストを運営するために、当社の企業グループ内の会社とお客様の情報を共
有します。関連するすべてのグループ会社は、本プライバシーポリシーに従ってのみお客様の個⼈情
報を利⽤することができます。また、当社は、当社または当社の事業の全部または実質的に全部を買
収した第三者とお客様の情報を共有することがあります。 

お客様の情報はどのように利⽤されるのか。 

お客様の情報は、採⽤ウェブサイトの様々な機能の提供や採⽤ウェブサイトの改善のために利⽤しま
す。当社は、採⽤ウェブサイトを提供するために必要な場合（分析や広告の⽬的など）や、裁判所や
当局から指示された場合、法律で強制された場合を除き、お客様の情報を第三者と共有することはあ
りません。詳細情報。 

お客様の情報は誰と共有されるのか。 

当社は、最⾼の体験を提供するために、⼀部の第三者を利⽤しています（例えば、分析および広告の
⽬的）。当社が第三者を利⽤する場合、当社は、本プライバシーポリシーに記載された⽬的のために
お客様の情報を処理または保存するためにのみこれを⾏います。また、当社は、採⽤ウェブサイトの
配信に協⼒する世界中のアフィリエイトを有しており、状況によっては、裁判所または法的義務に
よって特定の情報を開示するよう求められることがあります。詳細情報。 

お客様の情報はどこで処理されるのか。 

当社のサーバーは、アメリカ合衆国、シンガポール、スウェーデンに設置されています。お客様の情
報は、シンガポールやアメリカ合衆国を含む世界中のサポートチーム、エンジニアリングチーム、そ
の他のチームによって、お客様の居住地以外からアクセスされる可能性があります。また、お客様の
データは、スウェーデンにある当社の第三者プロバイダーによってもアクセスされます。詳細情報。 



お客様の情報はどれくらいの期間、保管されるのか。 

本プライバシーポリシーに特別の定めがない限り、当社は通常、お客様が採⽤ウェブサイトを利⽤し
ている間、採⽤ウェブサイトのお客様の情報を保持します。詳細情報. 

⾃分の情報に関する権利を⾏使するにはどうすればいいのか。 

お客様は、ご⾃身の情報に関して、以下のようなアクセス権などの特定の権利を有する場合がありま
す。 ⾃分のデータのコピーを受け取る、⾃分のデータを削除する、あるいは⾃分のデータの処理を
制限または反対するなど。詳細情報。 

お問い合わせ⽅法 

本プライバシーポリシーに関するご質問や、お客様がお持ちの権利の⾏使を希望される場合は、当社
までご連絡くださいこちら。  

変更点をどのように通知するのか。 

本プライバシーポリシーの変更は、ここでお知らせします。本 プライバシーポリシーに更新や変更
がないかどうか、このページを頻繁に確認してください。詳細情報。 

お問い合わせ先 

データ管理者は以下です。Sharkmob AB | 電⼦メール: privacy@sharkmob.com   

mailto:privacy@sharkmob.com


ブラッドハント採⽤ウェブサイトへようこそ。 

本プライバシーポリシーは、bloodhunt.com（以下、「採⽤ウェブサイト」）を通じて情報を提出す
ることでBloodhuntのクローズド・アルファ・テストに参加するためのお客様の個⼈情報の処理に関
して、いつ、どのように、なぜを説明し、その情報に関連するお客様の選択肢と権利を定めていま
す。よくお読みください。当社がどのようにお客様の情報を収集して利⽤しているか、また、お客様
がどのように情報をコントロールできるかをご理解いただくことが重要です。  

本プライバシーポリシー の記載⽅法での個⼈情報取り扱いに同意されない場合は、要求されたとき
に情報を提供せず、採⽤ウェブサイトの利⽤を中⽌してください。採⽤ウェブサイトをご利⽤いただ

くと、本 プライバシーポリシーに記載されているお客様の個⼈情報に関する当社の規定をご理解い
ただいたことになります。  

採⽤ウェブサイトは、Sharkmob AB（以下、「当社」）が開発したものです。  

データ保護法の⽬的上、採⽤ウェブサイトに関連するお客様の個⼈情報のデータ管理者はSharkmob 
ABです。Sharkmob ABの登録住所は、Stortorget 11, 211 22 Malmö, Swedenです。  

当社のデータ保護担当者の連絡先は、privacy@sharkmob.comです。  

特定の法域におけるデータ保護⽬的のための当社の代表者は以下の通りです。 

お客様の個⼈情報の処理に関してご質問やご不明な点がございましたら以下にご連絡ください。いつ
でもprivacy@sharkmob.comにご連絡ください。  

1. ⼦供達 

お⼦様は、親権者の同意（お客様の法域でこの選択肢が利⽤可能な範囲内で）がある場合を除き、い
かなる⽬的でも採⽤ウェブサイトを利⽤してはなりません。 

お⼦様とは、18歳未満のユーザーを意味します。個⼈情報を処理するための最低年齢が異なる国の場
合は、その異なる年齢を意味します。特定の国のユーザーについては、以下の表に、関連する最低年
齢を列挙しています。  

法域 代表者 アドレス お問い合わせ先

韓国 カイト・バード・コ
リア ユハン・ホエ
サ

ソウル市中区世宗⼤路55番地
（太平路2街）25F 

koreanlocalrep_sharkmob
@proximabeta.com

セルビア カラノビッチ＆パー
トナーズ o.a.d.ベオ
グラード

Resavska 23, Belgrade, 11000, 
Serbia

local.representative@kar
anovicpartners.com

トルコ Özdağıstanli Ekici 
Avukatlık Ortaklığı.

Varyap Meridian Grand Tower 
ABlok Al Zambak Sok No:2 K:32 
D. 270 Ataşehir Istanbul Turkey

localdatarep_sharkmob@i
ptech-legal.com

ユーザーが居住する国 ユーザーの最低年齢



アルジェリア 19

アルゼンチン 18

オーストラリア 18

バングラデシュ 18

ブラジル 18

コロンビア 18

カンボジア 18

カナダ 13

エジプト 18

欧州経済地域／英国／スイス 16

⾹港 18

インド 18

インドネシア 21

⽇本 20

サウジアラビア王国 15

クウェート 21

マカオ 18

マレーシア 18

メキシコ 18

モロッコ 18

ミャンマー 18

ニュージーランド 16

フィリピン 18

カタール 18

⼤韓民国 14

ロシア 14

シンガポール 18

南アフリカ 18

スリランカ 18

台湾 20

タイ 20



 
私たちは、いかなる⽬的であれ、これらの年齢に満たないお⼦様から意図的に個⼈情報を収集するこ
とはありません。親権者／保護者の同意なしにこれらの年齢のお⼦様の個⼈情報を持っていると思わ
れる場合、あるいはユーザーの親権者で同意の撤回を希望される場合は、privacy@sharkmob.com ま
でご連絡いただければ、当該情報を削除いたします。 

2. 当社が収集する情報およびお客様の個⼈情報の利⽤⽅法  

このセクションでは、当社がお客様から収集する個⼈情報の種類とその理由について、さらに詳しく
説明します。また、英国、欧州経済地域、スイス、トルコ（以下、「関連法域」）に居住しているお
客様の場合は、当社がお客様のデータを処理する際の法的根拠も明らかにします。 

3. 当社がお客様の個⼈データを保存および共有する⽅法 

私たちの企業グループは、世界各地で事業を展開しています。お客様との契約に従い、お客様に
Bloodhuntのクローズド・アルファ・テストへの登録を可能にするリンクをお送りし、Bloodhuntのク
ローズド・アルファ・テストを運営するために、お客様の個⼈情報は、お客様が居住する場所にはな
いかもしれないサーバーで処理されます。当社のサーバーがどこにあっても、当社は、本プライバ

チュニジア 18

トルコ 18

アラブ⾸⾧国連邦 21

アメリカ 13

ベトナム 16

個⼈情報 利⽤ 法的根拠

メールマガジンの登録は以下です。
オペレーティングシステム、ブラウ
ザ、ブラウザの⾔語、IPアドレスに基
づく国、利⽤許諾書、バンパイアタ
イプ、IPアドレス、サインアップ⽇、
電⼦メールアドレス

お客様のご要望に応じてメール
マガジンをお届けするために利
⽤します

同意 

販売促進／営業メール（Mailchimp経
由）メールアドレス、メール配信の
取引履歴（タイムスタンプ付き、受
信者のメールアドレス、メール本
⽂）

当社はこの情報をお客様に販売
促進／営業資料を送付するため
に利⽤します 

同意 

広告は以下です。マスクされたIP、
ユーザーエージェント、HTTPリファ
ラ、ウェブページのインタラクショ
ン、広告シグナル、⼈⼜統計学的情
報を追跡する偽名のファーストパー
ティークッキー 

お客様に当社のサービスを宣伝
するために利⽤します

同意 



シーポリシー従い、あなたの権利を保護するために適切な措置を講じます。採⽤ウェブサイトのサー
バーは、アメリカ合衆国、シンガポール、スウェーデンに設置されています。 

さらに、お客様の情報は、お客様の居住地以外からも、PRCを含む世界中のサポートチーム、エンジ
ニアリングチーム、その他のチームによってアクセスされる可能性があります。 

必要な場合に限り、お客様の個⼈情報を第三者と共有します。このような状況が発⽣するのは、次の
ような場合です。  

• Bloodhuntのクローズド・アルファ・テストに参加するための招待状を送付するプロバイ
ダーを含む、採⽤ウェブサイトおよびBloodhuntのクローズド・アルファ・テストを⽀援す
るサービスを提供する第三者。当社にサービスを提供するすべての企業は、当社にサービス
を提供する以外の⽬的で、お客様の個⼈情報を保持、使⽤、または開示することを禁じられ
ています。 

• 採⽤ウェブサイト、Bloodhuntのクローズド・アルファ・テストの運営、および当社の調査
を⾏うために、お客様の個⼈情報を処理する当社の企業グループ内の会社。関連するすべて
のグループ会社は、本プライバシーポリシーに従ってのみお客様の個⼈情報を利⽤すること
ができます。 

• 安全性、セキュリティ、または法律の遵守のための規制当局、司法当局、法執⾏機関、その
他の第三者。法律上の義務や⼿続きの遵守、規約の施⾏、セキュリティや詐欺に関する問題
への対処、ユーザーの保護などのために、お客様に関する情報を当局に開示することが法的
に求められる場合があります。これらの開示は、召喚状、裁判所命令、捜査令状などの有効
な法的⼿続きの条件に従って、お客様の同意の有無にかかわらず、また通知の有無にかかわ
らず⾏われることがあります。通常、このような開示をお客様に通知することは、法的⼿続
きの条件により禁⽌されています。政府機関の要請に応じて情報を開示する際に、その政府
機関が必要な召喚状、裁判所命令、または捜査令状を提供していない場合には、お客様の同
意を求めることがあります。また、当社はお客様の情報を以下のように開示することがあり
ます。 

o 規約違反の可能性の調査を含む、当社の利⽤規約やその他の契約を履⾏する。 

o セキュリティ、詐欺、技術的な問題の検出、防⽌、その他の対処、または 

o 法律で要求または許可された場合に、当社、ユーザー、第三者または公衆の権利、
財産または安全を保護する（詐欺防⽌および信⽤リスク低減の⽬的で、他の企業や
組織と情報を交換する）。 

• 当社または当社の事業の全部または実質的に全部を買収する第三者。また、当社は、以下の
場合に、お客様の情報を第三者に開示することがあります。(a) 当社の事業の⼀部を売却、
譲渡、合併、統合、再編成する場合、または他の事業と合併、買収、合弁会社を設⽴する場
合。この場合、当社は、そのような事業の変更に関与する⾒込みのある買い⼿、新しい所有
者、その他の第三者にお客様のデータを開示することがあります。または、(b) 当社の資産
を売却または譲渡する場合。この場合、当社が保有するお客様に関する情報は、それらの資
産の⼀部として売却され、そのような売却または譲渡に関与する⾒込みのある買い⼿、新し
い所有者、その他の第三者に譲渡されることがあります。 

4. お客様の個⼈情報の保護 



当社は、利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、お客様の個⼈情報を正確に保つよう努め、個⼈情報の漏
洩、滅失または毀損を防⽌するために適切な安全管理措置を講じます。  

5. データの保持  

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、お客様のデータを必要以上に⻑く保持することはあ
りません。当社がお客様のデータを保管する期間のさらなる詳細については、以下に提示する期間を
参照してください。    

6. あなたの権利 

⼀部の法域の法律では、採⽤ウェブサイトのユーザーに特定の権利を付与していますが、それらの権
利は本項に提⽰されています。 

本項「あなたの権利」は、関連法域に居住のユーザーに適⽤されます。お客様が関連法域以外の地域
に居住の場合、あなたの権利の概要およびその⾏使⽅法については、補⾜的な法域別規約を参照くだ
さい。  

また、「アクセス」、「訂正」、「消去」というサブセクションは、カナダ、アルゼンチン、ロシア
に居住のユーザーにも適⽤されます。 

また、「広告」というサブセクションは、⾹港、マカオ、⽇本、マレーシア、シンガポール、韓国、
タイ、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、ブラジル、カ
ンボジア、エジプト、インド、インドネシア、ラオス、モルディブ、メキシコ、モロッコ、ミャン
マー、フィリピン、ロシア、スリランカ、台湾、トルコ、アラブ⾸⻑国連邦、サウジアラビア、ベト
ナムに居住のユーザーにも適⽤されます。 

お客様は、当社が保有するお客様の個⼈情報に関して、お客様の所在地に応じた特定の権利を有して
います。これらの中には、特定の状況下でのみ適⽤されるものもあります（以下に詳細を提示したと
おりです）。当社は、お客様がこれらの権利の⾏使を求めた場合、不当な遅延なく、少なくとも1ヶ
⽉以内に対応しなければなりません（ただし、状況によってはさらに2ヶ⽉延⻑される場合がありま
す）。あなたの権利を⾏使するためには、privacy@sharkmob.com までご連絡ください。  

アクセス 

個⼈情報 保存ポリシー

メールマガジンの登録 お客様が採⽤ウェブサイトを利⽤している間、
保存されます（ただし、削除要請があった場
合、データは30⽇以内に削除されます）。

販売促進／営業メール（Mailchimp経由） 電⼦メールの内容や受信者情報は以下です。30
⽇間保存された後、⾃動的に削除されます。 

バウンスメールおよび電⼦メール連携データは
以下です。90⽇間保存された後、⾃動的に削除
されます。

広告 26ヶ⽉間保管。 



お客様には、当社が保有するお客様の個⼈情報、その使⽤⽅法、共有先にアクセスする権利がありま
す。当社が保有しているお客様の情報にアクセスしたい場合は、privacy@sharkmob.com までご連絡
ください。  

携帯性 

お客様は、当社がお客様について処理する特定の個⼈情報のコピーを受け取る権利があります。これ
は、「お客様の個⼈情報の利⽤⽅法」の項で前述したように、お客様の同意に基づいて（調査情報な
ど）、またはお客様との契約に従って（アカウント名など）当社が処理する個⼈情報を含んでいま
す。お客様は、この情報を体系的に、⼀般的に使⽤され機械で読み取り可能な形式で受け取る権利が
あります。また、お客様は、特定の例外を除き、当社がその個⼈情報を別の第三者に譲渡することを
要求する権利を有します。お客様からそのような要求があった場合、私たちはこれについてさらに情
報を提供します。 

お客様がそのような個⼈情報を第三者に譲渡することを希望される場合は、お客様の要求にその第三
者の詳細が含まれていることを確認してください。ただし、技術的に実現可能な場合に限ります。個
⼈情報を提供することが他者の権利を阻害する場合（例えば、当社が保有するお客様の個⼈情報を提
供することにより、他者の情報や当社の営業秘密や知的財産が明らかになる場合）には、お客様に個
⼈情報を提供できないことがあることにご留意ください。  

訂正 

お客様には、当社が保有する不正確な個⼈情報を訂正する権利があります。当社がお客様の個⼈情報
を保有しており、その情報が不正確であると思われる場合は、privacy@sharkmob.com までご連絡く
ださい。  

消去 

アカウントを削除したり、特定の個⼈情報を削除するには、 privacy@sharkmob.com までご連絡く
ださい。  

データ保護法に基づく正当な理由がある場合には、個⼈情報を保持する必要がある場合がありますが
（例えば、法的請求や表現の⾃由の弁護ため）、そのような場合にはお客様にお知らせします。  

処理を保存のみに制限。 

お客様は、弊社が保有するお客様の個⼈情報を、特定の状況下での保存⽬的以外の処理を停⽌する権
利があります。ただし、個⼈情報の処理を停⽌する場合、データ保護法の下に有効な根拠がある場合  
（ 法的主張の防御や他者の保護など ） 、再度使⽤することがあります。上記のように、個⼈情報の
処理を停⽌することに同意する場合、関連する個⼈情報を開示した第三者にも、その処理を停⽌でき
るように通知します。  

異議 

お客様は、お客様の個⼈情報の処理に異議を唱える権利を有します。お客様のご要望は、下記のよう
な状況で検討させていただきますので、privacy@sharkmob.comまでご連絡ください。 

関連法令により規定されている範囲内で、お客様は、特定の処理業務について、弊社に以前提供され
た同意を取り消すことができます。その場合は、 privacy@sharkmob.com までご連絡ください。お



客様の個⼈情報を処理するために同意が必要な場合において、お客様が処理に同意しない場合、また
は同意を撤回した場合、弊社は求められるサービスを提供できない可能性があります。  

お知らせ 

必要と判断した場合、随時お知らせを送信する場合があります（例えば、保守、セキュリティ、プラ
イバシー、または管理関連の連絡のために、採⽤ Web サイトへのアクセスを⼀時的に停⽌した場合
など）。販促を⽬的としていないこれらのサービス関連の発表を、オプトアウトすることはできませ
ん。 

広告 

お客様は、ニュースレターの配信停⽌ボタンをクリックして、サービス利⽤の際に、パーソナライズ
された広告またはマーケティング・プロモーションの受信停⽌を選択できますので、 
privacy@sharkmob.comまでご連絡ください。 

7. お問い合わせとご意⾒  

本プライバシーポリシーに関するご質問、ご意⾒、ご要望は、 privacy@sharkmob.com までお寄せ
ください。 

お客様の個⼈情報の処理⽅法について、ご意⾒、ご要望がございましたら、まず 
privacy@sharkmob.com までご連絡ください。できるだけ早期に、お客様のご要望にお応えできる
よう努めます。これは、弊社がデータ保護法に違反していると思われる場合に、お客様が居住または
勤務されている国のデータ保護当局に、申し⽴てを⾏うというあなたの権利を損なうものではありま
せん。 

8. 変更 

本プライバシーポリシーに重⼤な変更を加える場合は、更新されたプライバシーポリシーをここに掲
載します。このページを頻繁にチェックして、本プライバシーポリシーの更新または変更があるかど
うかを確認してください。  

9. ⾔語 

法律で規定されている場合を除き、本プライバシーポリシーの英語版と現地語版の間に相違または⽭
盾がある場合は、英語版が優先するものとします。 



補⾜条項–法域-詳細 

⼀部の管轄区域の法には、このセクションにて採⽤ Web サイトのユーザーに関する追加条件が含ま
れています。 

お客様が、以下の法域のいずれかに居住する場合、上記のプライバシーポリシーに記載されている条
件に加えて、管轄区域の名の下にて条件が適⽤されます。 

アルジェリア 

本採⽤サイトを利⽤することにより、弊社は、お客様の個⼈情報の収集、保管、処理、および使⽤に
関して、また、⼿⼊⼒や電⼦処理される⽶国、シンガポール、スウェーデンの第三者に （ 採⽤サイ
トの提供を⽀援するために、お客様のデータ、または世界中の関連会社をバックアップするローカル
クラウドプロバイダー ） 、お客様の個⼈情報を転送することについて同意を得ることになります。 
（ プライバシーポリシーに記載されているとおり ）  

アルゼンチン 

あなたの権利  

お客様の個⼈情報へのアクセス、訂正、消去、もしくは、お客様の個⼈情報におけるプライバシー侵
害の申し⽴てに対する弊社の回答に、ご満⾜いただけない場合は、以下の公開情報へのアクセスに関
する代理店にお問い合わせください。Av.Pte.Gral.Julio A. Roca 710 、 Piso 2 ° 、 Ciudad de Buenos 
Aires （ 電話：+5411 3988-3968 または電⼦メール : datospersonales@aaip.gob.ar).  

データ転送 

弊社は、お客様の個⼈情報について第三者の受領者が、お客様の法域と同様の個⼈情報保護法を遵守
するように、合理的な措置を取りますが、お客様が、個⼈情報を提供し、採⽤ Web サイトを利⽤す
ることにより、 個⼈情報保護法がアルゼンチンで適⽤される法律と同レベルの保護を提供しない場
合がある法域に、お客様の個⼈情報が転送されることに同意するものとします。  

オーストラリア 

海外受取⼈  

弊社は、オーストラリア国外に居住のお客様の個⼈情報について第三者の受領者が、オーストラリア
の個⼈情報保護法に準拠した⽅法で、お客様の個⼈情報を取り扱うことを保証するため、合理的な措
置を取ります。ただし、お客様は、当社がこれらの第三者の受領者の作為および不作為を管理または
責任を負わないことを認めます。 

アクセス 

お客様には、当社が保有するお客様の個⼈情報、その使⽤⽅法、共有先にアクセスする権利がありま
す。アカウントにログインすると、アカウントで提供した個⼈データにアクセスできます。あなたに
関する他の個⼈情報があると思われる場合はまでご連絡くださいprivacy@sharkmob.com.  

補正 

お客様には、当社が保有する不正確な個⼈情報を訂正する権利があります。アカウントにログインす
ることで、当社が保持するお客様の個⼈情報にアクセスできます。弊社が、お客様のその他の個⼈情
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報を保持しており、その情報が不正確であると思われる場合は、 privacy@sharkmob.comまでお問い
合わせください。 

⼦供達 

18 歳未満のお客様は、採⽤ Web サイトでアカウント登録し利⽤するために、親または法的保護者の
同意を得ていることを保証します。 

匿名での取引 

実⾏可能な場合は、採⽤ Web サイトでアカウントを登録、または利⽤する際に、⾃分⾃身を特定し
ないか、匿名を使⽤するかを選択できます。お客様が弊社に個⼈情報を提供しない場合、弊社は、
ソーシャルメディアの統合や購⼊を含む採⽤ Web サイトの特定の機能、またはセクションへのアク
セスを、お客様に提供できない可能性があることを、認めることとします。 

あなたの権利 

お客様の個⼈情報へのアクセス、収集、またはお客様の個⼈情報に関するプライバシー侵害の申し⽴
てに対する弊社の回答に、ご満⾜いただけない場合は、オーストラリア情報担当委員のオフィスまで
ご連絡ください。（電話番号： +61 1300 363 992  または電⼦メール： enquiries@oaic.gov.au）。  

データ転送 

当社は、お客様の個⼈情報について第三者の受領者が、お客様の法域と同様の個⼈情報保護法を遵守
するように合理的な措置を取りますが、 お客様は、弊社が第三者の受領者の⾏動を管理することは
できないことを認め、同意するものとします。そのため、第三者がこれらの個⼈情報保護法を遵守す
ることを、当社は保証することはできません。  

バングラデシュ 

契約 

本プライバシーポリシーに同意することにより、お客様は、本プライバシーポリシーで規定されてい
る範囲内で、第三者への開示を含むお客様の個⼈データを収集、使⽤、保存、および処理するよう、
弊社に許可することを明示的に述べたものとします。「同意する」をクリックすることにより、お客
様は、データベースまたは関連会社がある国、特に⽶国、シンガポール、スウェーデンに、お客様の
情報を国境を越えて転送することに同意したものとみなされます。 

年齢制限 

採⽤ウェブサイトを利⽤するためには、少なくとも 18 歳であることを表明したことになり、従って
法的に拘束⼒のある契約を締結できます。 

ブラジル 

このセクションは、ブラジルにいるユーザに適⽤されます。 

同意の取り消し  

弊社が、お客様の同意に基づいてお客様の個⼈情報を使⽤する場合、お客様は、個⼈情報の収集、使
⽤、開示に関してお客様が以前に提供した同意を取り消すことができ、契約上または法的な制限の対
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象となります。このような同意を取り消すには、アカウントを解約するか、 privacy@sharkmob.com
までお問い合わせください。これは、採⽤サイトの弊社の規定に影響する可能性があります。 

親および法定後⾒⼈の同意 

18 歳未満のお客様は、本プライバシーポリシー （ お客様⾃身およびお客様の代理の両⽅ ） に対す
る保護者の同意を事前に得ることなく、いかなる⽬的でも採⽤サイトを利⽤してはなり ません。弊
社は、 18 歳未満のお⼦様から、このような同意なしに故意に個⼈情報を収集することはありませ
ん。保護者の同意なしに、弊社に18 歳未満のいかなるお⼦様の個⼈情報があると思われる場合は、
弊社データ保護担当者にご連絡ください。弊社は、当該個⼈情報を速やかに調査（および削除）しま
す。 
  
本プライバシーポリシーに同意することにより、お客様は、弊社がお客様の個⼈情報を収集、使⽤、
保存、および処理することを許可すると、明示的に述べたものとします。これには、第三者への開示
も含まれますが、本プライバシーポリシーで規定されている範囲内で⾏われます。 

カリフォルニア  

このセクションは、 2018 年のカリフォルニア州消費者プライバシー法 「 CCPA 」 により、カルォ
ルニア州居住者に適⽤されます。 

個⼈情報の収集開示 
過去 12 か⽉間に渡り、弊社は、お客様またはお客様のデバイスから、以下のカテゴリの個⼈情報を
収集し、開示しました。 

• お客様の電⼦メールアドレスなどの識別⼦。この情報は、お客様から直接収集されます。 

• 採⽤サイトの利⽤に関するお客様情報、および主要なプライバシーポリシーに記載されてい
るその他のデバイス情報など、インターネットまたはその他の電⼦ネットワークアクティビ
ティ情報。この情報は、お客様とお客様のデバイスから直接収集されます。 

弊社は、以下の⽬的でお客様の個⼈情報を収集します。 

• 採⽤サイトを提供するため、アカウントの維持、カスタマーサービスの提供、⽀払い処理を
します。 

• 採⽤サイトの機能など、サービスを向上させるため。 

• 不正⾏為の防⽌および検出など、セキュリティおよび検証のため。 

• 技術的な問題やバグに対処し、修正するため。 

個⼈情報の種類ごとの使⽤⽬的の詳細については、プライバシーポリシーの主要部分にある 本
チャートを 参照してください。 



弊社は、以下の種類の事業体に個⼈情報を開示します。 

• 採⽤ Web サイトを運営するために、お客様の個⼈情報を処理している弊社グループ内の他の
会社。 

• 弊社に代わって採⽤サイトを⽀援するサービスを提供し、弊社へのサービス提供以外の⽬的
で、個⼈情報を保持、使⽤、開示することを契約によって禁⽌されているその他の会社。 

• 規制当局、司法当局、および法執⾏機関 

• 弊社の事業のすべて、または実質的なすべてを取得する事業体。 

過去 12 ヶ⽉間に、 CCPA で 「 販売 」 されたという意味で、カリフォルニア州居住者の個⼈情報を
販売していません。 

CCPA に基づく権利 

カリフォルニア州在住のお客様は、以下の権利を有します。 
• 弊社が、無料で開示するご要望。こちらは、 12  ヶ⽉前に対応している以下の情報。 

o 弊社が収集したお客様の個⼈情報のカテゴリ 

o 個⼈情報が収集されたソースのカテゴリ 

o お客様に関する個⼈情報を収集する⽬的 

o 弊社がお客様の個⼈情報を開示した第三者のカテゴリ、また、開示された個⼈情報
のカテゴリー （ 該当する場合 ） 、およびお客様の個⼈情報を開示する⽬的。 

o 弊社が、お客様について収集した特定の個⼈情報 

• CCPA が例外を認めない限り、お客様から収集した個⼈情報を削除するご要望 

• CCPA の下で権利を⾏使する際に、異なるレベルや質のサービスを提供したり、商品または
サービスを拒否するなど、あなたの権利を⾏使するため、不当な差別から⾃由になってくだ
さい。    

CCPA に準じて、 45 ⽇以内に検証されたすべてのご要望を満たすことを⽬指します。必要に応じ
て、 45 ⽇間延⻑する場合は、遅延の説明もされます。 

あなたの権利を⾏使する⽅法 

まず、アカウントにログインして、そこからデータを管理したい場合。CCPA が適⽤されるカリフォ
ルニア州居住のお客様は、その他のデータに関する権利を⾏使することもできます。その場合は、 
privacy@sharkmob.comまでご連絡ください。 

カナダ  

カナダに居住のお客様で、カナダ国外にある弊社のサービスプロバイダーに関する弊社のポリシーお
よび活動に関する書⾯による情報を⼊⼿したい場合は、 privacy@sharkmob.com までお問い合わせく
ださい。メールアドレスを監視する弊社のプライバシー専⾨家は、弊社のサービスプロバイダーによ
る個⼈情報の収集、使⽤、開示、または保存に関するユーザーからの質問にも回答することができま
す。  



弊社が、お客様の個⼈情報にアクセスできるサービスプロバイダーを利⽤する場合、弊社は、弊社に
匹敵するプライバシーおよびセキュリティ基準を持つことを要求します。弊社は、お客様の個⼈情報
の機密性とセキュリティを維持し、本プライバシーポリシーに規定されている以外の⽬的で使⽤され
ないようにするために、サービスプロバイダーとの契約およびその他の⼿段を使⽤します。 

コロンビア 

⾔語 

本プライバシーポリシーは、コロンビアに居住するユーザーを対象にスペイン語で提供されていま
す。紛争が発⽣した場合、本プライバシーポリシーのスペイン語版が優先します。  

お客様個⼈情報の使⽤⽅法 

本プライバシーポリシーの発効から、お客様の個⼈データの収集時に、お客様の事前承認を要求しま
す。これにより、プライバシーポリシーに基づき、同意が得られたお客様の個⼈データ処理の具体的
な⽬的が、通知されます。 

お客様の承認は、（ i ） 書⾯、（ ii ） ⼝頭、または （ iii ） 明確な実⾏を通じて、表示することが
できます。これにより、弊社は、プライバシーポリシーに同意する⾏為など、お客様の承認が許可さ
れたことを合理的に結論付けることができます。弊社は、情報の機密性およびプライバシーの原則を
尊重しながら、当該承認の記録を残すことができます。 

あなたの権利 

お客様は、 （ i ） お客様の個⼈データへのアクセス、更新、修正 （ ii ） お客様が提供する同意のコ
ピーの要求 （ iii ） 弊社が、お客様の個⼈データをどのように処理したかの通知 （ iv ） お客様の国
のデータ保護機関に先⽴つクレームの申し⽴て （ v ） お客様が、個⼈データ処理のために、弊社に
提供した同意の取り消し。ただし、処理が強制⼒のある正当な根拠に基づいている場合、または法的
な理由で必要とされる場合を除きます。 （ vi ） お客様の個⼈データの抑制 （ 消去権 ） の要求、お
よび （ vii ） お客様の情報への⾃由なアクセス。 

これらの権利のいずれかを⾏使する場合は、本プライバシーポリシーの 「 お問い合わせとご意⾒ 」 
セクションに記載されている連絡先情報をご利⽤ください。  

権利の⾏使のための⼿続き 

質問 （ アクセス権 ） ：お客様の個⼈データの処理に関して、問い合わせができます。問い合わせに
は、受領した⽇から最⾧ 10 営業⽇以内に対応します。その期間内に対応しかねる場合は、遅延の理
由が通知され、ご相談対応⽇が表⽰されます。 いずれの場合も、最初の期間経過後 5 営業⽇を超え
ることはありません。  

要求 （ 訂正および消去の権利 ） ：お客様は、要求の原因となる事実を明確に記述することにより、
個⼈データの処理に関連して要求を申し⽴てる権利を有します。要求に応じる期間は、受領した⽇か
ら 15 営業⽇です。当該期間内に要求に対応できない場合は、遅延の理由と要求が対応される⽇をお
知らせします。 いずれの場合も、最初の期間の経過後 8 営業⽇を超えることはありません。 

エジプト 



「 同意する 」 をクリックするか、サインアッププロセスを進めることにより、本プライバシーポリ
シーを読み、理解し、同意したとみなされます。本プライバシーポリシーに同意しない場合は、採
⽤ Web サイトを使⽤してはなりません。  

お客様は、個⼈データの処理、保管、および国境を超える転送に対するお客様の同意を認めているも
のとします。国境を越えた転送は、データベースまたは関連会社がある国、特に⽶国、シンガポー
ル、スウェーデンに対し、起こる可能性があります。 

お客様は、電⼦メール、ポップアップ、その他の⼿段を問わず、弊社からマーケティングメッセージ
を受信することにも同意するものとします。 

新規ユーザーの場合は、本プライバシーポリシーへの異議は、 7 ⽇以内にお知らせください。  

エジプトのデータ主体として、エジプトの個⼈データ保護法に基づく特定の権利を有します。 

フランス 

あなたの権利 

死後の個⼈データの処理⽅法 

お客様は、死後の個⼈データの保存、削除、および通信に関する⼀般的、または具体的な指示を、弊
社に提供する権利を有します。 

具体的な指示は、ここに記載されている処理業務に対してのみ有効であり、これらの指示についての
処理は、お客様の特定の同意の対象となります。 

お客様は、いつでも指示を修正または取り消すことができます。 

お客様の指示にたいし実⾏責任者を指定できます。この担当者には、お客様が死亡した場合、お客様
の指示が通知され、弊社に実⾏依頼を請求できます。指名のない場合、または特に他に定めのない限
り、指定された者が死亡した場合において、その相続⼈は、お客様の指示を通知され、弊社にその実
⾏を求める権利を有します。 

そのような指示をご希望の場合は、 privacy@sharkmob.com までお問い合わせください。 

⾹港  

⾹港のデータ主体として、お客様は、弊社がお客様について保持する個⼈情報に関連する法的権利を
有します （ 関連法令で許可されている範囲内で ） 。  

お客様は、弊社がお客様について処理するデータのコピー、データ訂正要求、およびダイレクトマー
ケティングの⽬的で、お客様の個⼈データを使⽤することを拒否する権利を受け取るために、サブ
ジェクト・アクセス要求を⾏う権利を有します。データアクセス要求に応じるため、当社が料⾦を請
求する場合があります。 

インド 

年齢制限 
  
18 歳未満のお⼦様が、採⽤ Web サイトを利⽤するには、保護者の同意が必要です。  

機密性の⾼い個⼈情報 



現地法に基づく機密の個⼈情報には、パスワード、⾦融情報 （ 銀⾏⼝座、クレジットカード、デ
ビットカード、その他の⽀払⼿段の詳細など ） 、⽣体情報、身⼼の健康、性⽣活または性的指向、
医療記録または履歴が含まれますが、公的なドメインで利⽤できる情報は含まれません。 または、 
2005 年の情報への権利を含む、インドの法律に基づいて提供されています。 

機密性の⾼い個⼈情報の共有 
  
弊社が、第三者に機密性の⾼い個⼈情報を収集して使⽤することを許可する場合、弊社は、第三者が
適⽤法で要求される範囲で、機密性の⾼い個⼈情報をさらに開示しないようにするための合理的な措
置を取ります。 

同意の取り消し  

関連法令により規定されている範囲内で、お客様は、特定の処理業務について、弊社に以前提供され
た同意を取り消すことができます。その場合は、 privacy@sharkmob.com までご連絡ください。お
客様の個⼈情報処理に同意が必要な場合において、お客様がその処理に同意しない場合、または同意
を撤回する場合、弊社が期待されるサービスを提供できない可能性があります。  

インドネシア  

同意 

本プライバシーポリシーに同意することにより、お客様は、本プライバシーポリシーに従って、弊社
がお客様の個⼈情報を収集、使⽤、共有することに同意したものとみなされます。これは、適宜⾒直
しを⾏うものとします。お客様が本プライバシーポリシーに同意しない場合、お客様は弊社のサービ
スにアクセスすること、またはサービスを利⽤することはできません。また、弊社は、お客様に弊社
サービスへのアクセスを提供しない権利を有します。 

親および法定後⾒⼈の同意 

21 歳未満のお客様は、親または法的保護者の同意を得て、採⽤サイトにアカウントを登録して、利
⽤することに同意したものとみなされます。 

データ主体の権利 

お客様は、インドネシアの該当するデータプライバシー法、および規制に従って、随時弊社の採⽤ 
Web サイトに保存されている、お客様の個⼈情報にアクセスする権利を有します。 

データ侵害 

弊社が、採⽤サイトでお客様の個⼈情報の機密性を保持できない場合 、弊社は、お客様が提供され
た問い合わせ情報、または採⽤サイトを通じて、現地法および規制で要求される範囲内で、お客様に
通知し ます。 

データの保持 

弊社は、お客様の個⼈情報を法的要件に従って保持します。  

本プライバシーポリシーの修正に関する通知 



本プライバシーポリシーの改訂版が利⽤可能になってから 14 ⽇以内に、本プライバシーポリシーの
修正版に対する異議を明示しない場合、お客様は変更を承認し、新しいプライバシーポリシーに同意
したものとみなされます。ただし、改訂されたプライバシーポリシーの同意を⽌める場合は、いつで
も採⽤サイトの解除または停⽌をすることで、採⽤ウェブサイトの使⽤またはアクセスの停⽌をする
ことができます。 

データの正確性と第三者の同意 

お客様は、弊社に提供する個⼈情報が、正確かつ最新であることを確認する責任を負います。情報の
正確性を確認するために、弊社は、また提供された情報をいつでも検証することができます。お客様
は、他の個⼈情報（例えば、リファラル・プロモーションなど）を提供する前に、必要なすべての同
意を確保したことを、ここに表明するものとします。その場合、お客様が事前の同意をすでに得てい
ることを、常に前提とします。 これにより、お客様は、そのような同意がないことによる⽣じるい
かなる当事者からの要求に対して、責任を負うものとします。 

⽇本 

最低年齢 

を使⽤するには、20 歳以上である必要があります 採⽤ウェブサイト。それ以外の場合は、保護者の
同意が必要です。  

第三者への転送への同意 

「承認」をクリックすることで、お客様は、当社がデータベースや関連会社を有するすべての国、特
に⽶国、シンガポール、スウェーデンへお客様の情報を境越して転送することに同意したものと⾒な
されます。 

同意 

「同意する」をクリックすることにより、お客様は、データベースまたは関連会社がある国、特に⽶
国、シンガポール、スウェーデンに、お客様の情報を国境を越えて転送することに同意したものとみ
なされます。 

あなたの権利  

お客様は、保護に関する⽇本の法律を遵守するために、使⽤⽬的の通知、開示、訂正、使⽤または提
供の停⽌、および/または当社が保管するお客様の個⼈データのすべての削除を当社に依頼すること
ができます。個⼈データの意図された範囲。このようなお問い合わせを希望される場合は、 
privacy@sharkmob.comまでご連絡ください。 

サウジアラビア王国  

お客様は、このプライバシー ポリシーに記載されているとおり、お客様の個⼈データの収集、使
⽤、開示、エクスポート (適⽤法で許可される範囲内)、および保管に同意するものとします。 

クウェート 

お客様は、21 歳または 18 歳以上であり、親/保護者の同意を得ており、したがってクウェートの適
⽤法および規制に従って法的能⼒があることを表明します。 



このプライバシー ポリシー に同意することにより、お客様は、当社がお客様の個⼈データを収集、
使⽤、保存、処理し、この の規定に従って、このデータをクウェート内外の第三者に転送すること
に明示的に同意しますプライバシー ポリシー 。 

マカオ特別⾏政区 

お客様には、個⼈データを提供しない権利があります。ただし、その結果、当社はお客様に採⽤ウェ
ブサイトをご提供できない場合があります。マカオ特別⾏政区のデータ主体として、お客様は、（適
⽤される法律および規制で許可される範囲で）⾃分の個⼈データに関する法的権利を有します。お客
様は、本⼈による公的個⼈情報調査を要求する権利、当社がお客様について処理するデータのコピー
を要求する権利、データの訂正を要求する権利、およびマーケティングまたはその他のあらゆる形式
の商業的展望、または個⼈の性質による根拠に基づいて異議を申し⽴てる権利を有します。データア
クセス要求に応じるため、当社が料⾦を請求する場合があります。 

マレーシア 

本プライバシーポリシーの⾔語 

このプライバシー ポリシーの英語版とバハサ マレー語版との間に⽭盾または不⼀致がある場合は、
英語版が優先します。 

親および法定後⾒⼈の同意 

18歳未満の⽅は、本採⽤ウェブサイトをご利⽤にならないでください。  

未成年者が採⽤ウェブサイトにアクセスして利⽤するために、本プライバシーポリシーに同意した場
合、お客様は本プライバシーポリシーに従って処理される未成年者の個⼈情報の提供に同意し、お客
様は本プライバシーポリシーの条件に拘束されることに個⼈的に同意します。さらに、お客様は、当
該未成年者の⾏為および当該未成年者の本プライバシーポリシーの遵守について責任を負うことに同
意するものとします。 

あなたの権利  

アクセス権:お客様は、当社が収集し、当社により、または当社に代わって処理される、お客様の個
⼈データへのアクセスを要求し、そのコピーを取得する権利を有します。当社は、法律で認められた
⾦額で、お客様の個⼈データへのアクセスを提供するための料⾦を請求する権利を留保します。  

データアクセス要求を処理する際には、要求者がデータアクセス要求を⾏う法的権利を有する⼈物で
あることを保証するために、要求者の身元を確認するために特定の情報を要求することが認められて
います。 

訂正権:お客様は、個⼈データの訂正を請求することができます。データ訂正要求を処理する際に
は、申請者がデータ修正リクエストを⾏う法的権限を与えられた⼈物であることを確認するために、
申請者の身元を確認するために特定の情報を要求する場合があります。 

お客様の個⼈データの処理を制限する権利:上記の連絡先情報を使⽤して、個⼈データの処理の制限
をリクエストできます。ただし、この制限により、お客様への採⽤ウェブサイトの提供に影響を与え
る可能性があります。  

お問い合わせ先 



当社は、お客様の個⼈情報を保護し、お客様の個⼈情報に関する苦情を処理するために、お客様の個

⼈情報の管理と保護を担当する以下の部⾨を設置しています。  
• お客様の個⼈データの管理とセキュリティを担当する当社のデータ保護責任者 

o Eメール：privacy@sharkmob.com 

メキシコ 

⾔語 

本プライバシーポリシーは、メキシコに居住するユーザーのためにスペイン語で提供されます。紛争
が発⽣した場合、本プライバシーポリシーのスペイン語版が優先します。  

年齢制限 

18歳でない場合、または本プライバシーポリシーについて親/保護者の同意を得た場合を除き、採⽤
ウェブサイトはご利⽤いただけません。  

当社が使⽤する個⼈情報の種類 

当社が使⽤する個⼈情報の詳細については、第1節「当社が使⽤する個⼈情報の種類」および第2節
「お客様の個⼈情報の使⽤⽅法」をご参照ください。したがって、当社は、当社が使⽤する個⼈デー
タについては、個⼈情報保護に関する連邦法およびその他の関連法規に基づき、完全な情報を提供し
ています。 

処理の⽬的 

上記の処理⽬的の⼀部は、個別の推奨事項や広告の表示など、任意の⽬的で⾏われます。また、当社
はお客様の個⼈情報を、お客様に関連すると思われる情報をお客様の電⼦メールに送信する任意の⽬
的で使⽤する場合があります。以下の「あなたの権利」の節に記載されているように、任意の⽬的で
の個⼈データの処理に異議を申し⽴てることができます。  

また、当社は、お客様の個⼈データを使⽤して、法的義務または権限のある当局からの要求に準拠
し、権限のある当局/裁判所に対して当社の権利を主張または擁護し、お客様の個⼈データに関連し
て当社に送信される要求に応答し、第3項「お客様の個⼈情報を保存および共有する⽅法」に詳述さ
れている個⼈データの転送を実⾏することができます。  

データ転送への同意 

通常、第3節「お客様の個⼈データの保存および共有⽅法」に記載されている転送を実⾏するにあた
り、お客様の同意は必要としません。ただし、当社は、お客様に、当社または当社の事業の全部また
は実質的なすべてを取得する第三者にお客様の個⼈データを移転することに同意を求める必要があり
ます。 

採⽤ウェブサイトを使⽤し、お客様の個⼈データを当社に提供することにより、お客様は、お客様の
同意を必要とする上記のデータ転送に同意するものとします。お客様は、以下の 「あなたの権利」 
に記載されているとおり、お客様の個⼈データに関する権利を⾏使することができます。 

mailto:privacy@sharkmob.com


あなたの権利 

上記「あなたの権利」に含まれる「アクセス」、「訂正」、「削除」、「異議申し⽴て」、お客様の
個⼈データの使⽤および開示の制限を含む「ストレージのみに対する処理の制限」および「広告」の
各⼩節は、メキシコ国内に居住するユーザーにも適⽤されます。   

また、お客様には、お客様の個⼈データを処理するために当社に与えた同意を取り消す権利がありま
す。  

あなたの権利を⾏使するには、privacy@sharkmob.comのデータ保護担当者にご連絡ください。 

あなたの権利、およびあなたの権利を⾏使するための適切な⼿段、⼿順、要件について詳しくは、当
社のデータ保護担当者 privacy@sharkmob.comにお問い合わせください。  

モロッコ 

お客様のプライバシーを保護することは、当社にとって重要な原則です。採⽤サイト の適切な使⽤
に厳密に必要な⽬的で情報を収集します。 

これらの利⽤規約に同意することにより、 R採⽤ウェブサイト があなたの個⼈データを処理できる
ことに明示的に同意したことになります。  

ご注意ください：  

• データ管理者の ID は、テンセントゲームズ、電⼦メール: privacy@sharkmob.comです。 

• データが意図された処理の⽬的は、セクション「How we use お客様の個⼈データの使⽤⽅

法<. 記載されている」。 

• 受信者または受信者のカテゴリは、セクション 「どのように個⼈データを保存および転送す
るか」。 

• 質問への回答が必須かオプションか、および回答が⾒つからない場合の考えられる結果: 

「お客様の個⼈データの使⽤⽅法 」とセクション  「あなたの権利 」(段落「異議」).  

ニュージーランド 

本節は、ニュージーランド在住のユーザーに適⽤します。 

海外受取⼈  

当社は、ニュージーランド国外に所在するお客様の個⼈情報を受領する第三者が、ニュージーランド
のプライバシー法に準拠した⽅法でお客様の個⼈情報を取り扱うことを保証するために、合理的な措
置を講じます。ただし、お客様は、当社がこれらの第三者の受領者の作為および不作為を管理または
責任を負わないことを認めます。 

アクセス 

お客様には、当社が保有するお客様の個⼈情報、その使⽤⽅法、共有先にアクセスする権利がありま
す。アカウントにログインすると、アカウントで提供した個⼈データにアクセスできます。あなたに
関する他の個⼈情報があると思われる場合はまでご連絡くださいprivacy@sharkmob.com. 



補正 

お客様は、当社が保存した不正確な個⼈データの修正を要求する権利を有します。アカウントにログ
インすることで、当社が保持するお客様の個⼈情報にアクセスできます。あなたに関する他の個⼈情
報があり、その情報が不正確であると思われる場合はまでご連絡ください。privacy@sharkmob.com. 

⼦供達 

16 歳未満の場合、 採⽤サイトにアカウントを登録して使⽤するには、親または保護者の同意を得る
ことに同意するものとします。 

あなたの権利 

お客様の個⼈情報へのアクセスまたは修正のリクエスト、またはお客様の個⼈情報に関するプライバ
シーに関する苦情に対する当社の対応に満⾜できない場合は、ニュージーランド プライバシー コ
ミッショナーのオフィスにご連絡ください。(www.privacy.org. Nz)  

データ転送 

当社は、お客様の個⼈情報について第三者の受領者が、お客様の法域と同様の個⼈情報保護法を遵守
するように合理的な措置を取りますが、 お客様は、弊社が第三者の受領者の⾏動を管理することは
できないことを認め、同意するものとします。そのため、第三者がこれらの個⼈情報保護法を遵守す
ることを、当社は保証することはできません。 

ペルー 

個⼈データの転送と委任は、本プライバシーポリシーおよび「⼤韓民国」の節に規定されているとお
りに実⾏されます。 

お客様は、個⼈情報保護法（以下 「本法」 といいます）等の適⽤法令に従い、個⼈情報へのアクセ
ス、個⼈情報の訂正、削除、取扱いの停⽌等を請求することにより、個⼈情報の保護に関する権利を
⾏使することができます。  

また、これらの権利は、法定後⾒⼈または権利を⾏使する権限を与えられた⼈物を通じて⾏使するこ
とができます。ただし、この場合、本法により、お客様は当社に委任状を提出する必要があります。  

ご要望に応じて、本法等の適⽤法令に基づき、遅滞なく必要な措置を講じます。 

また、いつでも同意を撤回したり、個⼈データの処理の中⽌を求めることもできます。  

要求が満たされていないと判断した場合は、ペルー国内個⼈情報保護局に申し⽴てることができま
す。 

お問い合わせ先 

当社は、お客様の個⼈情報を保護し、お客様の個⼈情報に関する苦情を処理するために、お客様の個
⼈情報の管理と保護を担当する以下の部⾨を設置しています。  

• 個⼈情報の管理・安全を担当データ保護チーム 

• 連絡先: privacy@sharkmob.com  

フィリピン 



最低年齢 

採⽤ウェブサイト  を使⽤するには、18 歳以上である必要があります。. 

あなたの権利 

あなたには次の権利があります。 

• 情報に対する権利。特定の状況下では、⾃動化された意思決定とプロファイリングの存在を

含め、あなたに関する個⼈データが処理されているかどうかに関する情報を得る権利があり

ます。 
• 異議を唱える権利。特定の状況では、ダイレクト マーケティング、⾃動処理、またはプロ
ファイリングの処理を含む、個⼈データの処理に異議を唱える権利があります。  

• アクセス権。特定の状況において、お客様は、ご要望に応じて、お客様の個⼈情報に合理的

にアクセスする権利を有する場合があります。 
• 是正する権利。特定の状況では、要求が迷惑または不適切でない限り、個⼈情報の不正確ま

たは誤りに異議を唱え、それを修正する権利があります。 
• 削除またはブロックする権利。特定の状況下で、お客様には、個⼈データを⼀時停⽌または

撤回する権利、または個⼈データのブロック、削除、または破棄を要求する権利がありま

す。 

同意 

本プライバシーポリシーに同意することにより、お客様は次のことに同意するものとします。 

• セクション に記載されている、お客様の個⼈データの収集と処理 「お客様の個⼈情報の
使⽤⽅法」上記; 

• あなたの個⼈データを第三者、内部の企業に渡す 当社  このプライバシー ポリシーに記
載されているとおりに、またここに記載されている⽬的のために、当社または当社の事
業の実質的にすべてまたは実質的にすべてを取得するグループおよび第三者 そして 

• セクションに記載されているフィリピン国外への個⼈情報の転送または保存 "> あなたの
個⼈データをどのように保管し、渡すか " 上記. 

カタール 

カタール採⽤ウェブサイトを使⽤することにより、お客様は、(個⼈データの保護に関する2016年法
律第13号の意味において、修正されたものとして)これに従ってあなたのデータを処理することに同
意します 個⼈情報保護⽅針  

⼤韓⺠国 

当社がお客様の個⼈データを保存および共有する⽅法 

個⼈データの第三者への提供（該当する場合） 

以下に説明するように、当社はお客様の個⼈データを第三者に渡します。 

受取⼈の名前 (およ
び連絡先情報)

提供される個⼈デー
タの種類

受信者の使⽤⽬的 受信者による保存と使⽤期間



委任の処理 

このデータ保護宣⾔に記載されているサービスを提供するために、当社はお客様の個⼈データの処理
を次の専⾨サービス プロバイダーに委任します。 

個⼈データの海外転送  

当社は、以下のように個⼈データを海外の第三者に転送します。 

Googleアナリティ
クス 

( h t t p s : / /
policies.google.co
m/privacy) 

(⽶国、サービス プ
ロバイダーのデー
タ保護宣⾔に別段
の記載がない限り)

観察アクション、ア
クティビティ、登録
ステータスなどのイ
ン タ ラ ク シ ョ ン 
データは、ターゲッ
トを絞ったマーケ
ティングのために
グーグルに送信され
ます。

対象を絞ったマーケ
ティング キャン
ペーンの場合。

に定めるデータ保持期間につい
て    「当社がお客様の個⼈デー
タを保存および共有する⽅法」

デリゲート 委任されたサービスの説明

Mailchimp
採⽤ウェブサイトを通じたニュースレターへの登録とBloodhuntの⾮公

開アルファテストのユーザー募集

https://policies.google.com/privacy


データ破壊 

個⼈データは、次のような保存期間に従って保存されます。 セクションで詳しく説明します4  
「データ保持」。 以下にリストされている個⼈データを除く 収集または使⽤の⽬的を達成し、個⼈
データが保持された期間に達した個⼈データは、不可逆的に破棄されます。電⼦ファイルに保存され
た個⼈データは、技術的⼿段によって安全かつ取消不能に削除されます。印刷された情報は、この情
報を細断または焼却することにより破棄されます。  

個⼈データは、保持期間を超えて保持する必要があります。 セクション 4  「データ ストレージ」で
詳しく説明 以下の法律に従って保管する必要があります。 

受信者 (情報管理者の連絡先情報)
個⼈デー
タの転送
先の国

送信⽇時
と⽅法

転送される
個⼈データ
の種類 

受信者の
利⽤⽬的 

受信者が
使⽤する
ための保
存期間

Mailchimp 

(https://mailchimp.com/legal/
privacy/) 

アメリカ 随時配信

メールアド
レス、メー
ル配信の取
引履歴（タ
イムスタン
プ付き、受
信者のメー
ル ア ド レ
ス、メール
本⽂）

採⽤ウェ
ブサイト
を通じた
ニュース
レターへ
の登録お
よ び ク
ローズド
アルファ
テストの
ユーザー
募集

に定める
データ保
持期間に
つ い て   
“How We 
Store 当社
がお客様
の 個 ⼈
データを
保存およ
び共有す
る⽅法”

Googleアナリティクス 

(https://policies.google.com/
privacy?hl=en-US) 

サービス 
プロバイ
ダーのプ
ラ イ バ
シー ポリ
シーに別
段の記載
がない限
り、⽶国

随時配信

マスクされ
た I P、ユー
ザ ー エ ー
ジェント、
HTTPリファ
ラ、ウェブ
ページのイ
ン タ ラ ク
ション、広
告 シ グ ナ
ル、⼈⼜統
計学的情報
を追跡する
偽 名 の
ファースト
パーティー
クッキー 

ターゲッ
トを絞っ
たマーケ
ティング 
キ ャ ン
ペーンの
場合

に定める
データ保
持期間に
つ い て   
“How We 
Store 当社
がお客様
の 個 ⼈
データを
保存およ
び共有す
る⽅法”

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US


個⼈情報の追加的使⽤および提供 

当社は、PIPA（個⼈情報保護法）に従い、データ主体に不利益がもたらされていないか、暗号化など
安全確保のために必要な対策がとられているかといった点を考慮した上で、当初の収集⽬的に合理的
な関連性がある範囲内で個⼈情報を使⽤または提供することができます。また、PIPAなど関連法令を
含む⼀般状況を考慮した上で個⼈情報を使⽤・提供するかどうか、また、個⼈情報の使⽤・提供⽬的、
個⼈情報の使⽤・提供⽅法、使⽤・提供される個⼈情報の項⽬、データ主体が同意した事項またはデー
タ主体に通知・開示された事項、使⽤・提供がデータ主体に与える影響、およびデータ主体の情報保
護に必要な対策に関して慎重に決定します。具体的な検討事項は以下の通りです。 

• 追加的な使⽤・提供は当初の収集⽬的に関連したものか。 
• 追加的な使⽤・提供は個⼈情報が収集された状況、および処理に関する慣⾏から⾒て予測可

能か。 
• 追加的な使⽤・提供はデータ主体の利益を不当に侵害していないか。 
• 仮名化や暗号化など必要な安全対策が取られていたか。 

あなたの権利  

お客様は個⼈情報保護法(“PIPA”)などの関係法令に従い、ご⾃身の個⼈情報の閲覧、訂正、削除、ま
たは処理の停⽌を請求することにより、個⼈情報保護に関する権利を⾏使することができます。  

また、法的後⾒⼈やお客様から権利の⾏使を許可された⼈物を通して上記の権利を⾏使することもで
きます。その場合、お客様はＰIＰA施⾏規定に従い当社に委任状を提出する必要があります。  

当社はお客様からの請求があり次第、PIPAなどの関係法令に従い遅延なく必要な措置を取らせていた
だきます。 

また、いつでも同意を撤回したり、個⼈データの処理の中⽌を求めることもできます。  

個⼈情報に関する国内代理店 

電⼦商取引等における
消費者保護に関する法
律

電⼦商取引における消費者保
護法第6条

電⼦商取引または通信販売における保存
期間： 

• 表示と広告に関する記録（6か⽉） 

• 契約の締結または撤回に関する記録
（5年） 

• ⽀払および商品およびサービスの供
給に関する記録（5年） 

• 顧客サービスまたは紛争解決に関す
る記録（3年）

通信秘密保護法 Decree of the Act第41条、通
信秘密保護法第15条第2項

• ログレコード、ＩPアドレス（3か
⽉） 

• ユーザーによる電気通信の⽇付、電
気通信の開始・終了時間、使⽤頻度
（12か⽉）



ネットワーク法第32条第5項および改正PIPA第39条第11項に従い、国内代理店に関する情報は以下の
通りです。 

名前：Kite Bird Korea Yuhan Hoesa　住所：ソウル市中区世宗⼤路55番地（太平路2街）25F 

電話番号：+82 2 2185 0902 / Eメール：koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com  

お問い合わせ先 

当社は、お客様の個⼈情報を保護し、お客様の個⼈情報に関する苦情を処理するために、お客様の個

⼈情報の管理と保護を担当する以下の部⾨を設置しています。  
• 情報保護部⾨：個⼈情報の管理・安全を担当 
• 電話番号：+82 2 2185 0902 
• Eメール：koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com 

ロシア 

お客様が採⽤ウェブサイトを使⽤して採⽤ウェブサイト in Russiaをご利⽤の場合： 

• 2006年7⽉27⽇付けのロシア連邦法第152-FZ 号「個⼈情報について」（後に改定）またはそ
れに代わる規則において、本プライバシーポリシーに従ってお客様の情報を処理し、正当な
利益、採⽤ウェブサイトの最適化、または契約の履⾏がここで⾔及されている場合、ロシア
連邦法においては、お客様は提供された同意が情報処理に対する追加的根拠と⾒なされうる
こと（即ち、処理はお客様の同意のもとに⾏われたということ）に同意したものとし、また
その同意はいかなるクッキーの処理にも（ロシア法の下で個⼈情報と⾒なされる範囲で）適
⽤され、 

• 当社がデータベースや⽀社を有するすべての国、特にシンガポール、スウェーデン、⽶国へ
お客様の情報を国境を越えて移転させ、 

• ロシア連邦⺠法典第152条第1項において、本プライバシーポリシーに従いお客様の画像の処
理、および 

• ロシア法「On Marketing/Advertising」において、当社はお客様が配信停⽌（オプトアウト）
されている場合を除き、お客様と広告/マーケティングに関する情報交換ができるものとし
ます。 

上記の“あなたの権利” のサブセクションである「閲覧」、「訂正」、「削除」、「記憶専⽤に対す
る処理制限」、「異議」、「広告」は、ロシア連邦のユーザーに適⽤されます。 

プライバシーポリシーに記載の通り、当社は通知なしにお客様の個⼈情報の処理⽅法に重⼤な変更を
加えることはありません。重⼤な変更がある場合はお客様に通知し、変更の承認を要請することがあ
ります。承認を要請しない場合においても、お客様が通知をお送りした後も採⽤ウェブサイトのご利
⽤を継続されている場合は、変更に同意したものと⾒なされます。 

ロシアの代理店についてはprivacy@sharkmob.comにご連絡ください。Eメールの件名に「ロシア」と
いう語を⼊れてください。 

セルビア 

個⼈情報保護法の遵守を⽬的としたセルビアにおける当社の指定現地代理店はKaranovic & Partners
です。local.representative@karanovicpartners.com.にご連絡ください。Eメールの件名に「セルビ
ア」という語を⼊れてください。 



• 名前：カラノビッチ＆パートナーズ o.a.d.ベオグラード 
• 住所：Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia 
• 電話番号：+381 11 3094 200+82 2 2185 0902  
• Eメール：local.representative@karanovicpartners.com  

シンガポール 

「承認」をクリックすることで、お客様は当社がデータベースや⽀社を有するすべての国、特に⽶国、
シンガポール、スウェーデンへお客様の情報を国境を越えて移転させることに同意したものと⾒なさ
れます。 

アクセス 

お客様にはご⾃身の個⼈情報を閲覧し、当社がそれをどう使⽤し誰と共有しているかを知る権利があ
ります。アカウントにログインすると、アカウントで提供した個⼈データにアクセスできます。当社
がそれ以外にお客様の個⼈情報を保有しているとお考えでしたら、privacy@sharkmob.comまでお問
い合わせください。 

補正 

お客様は不正確な個⼈情報を訂正する権利があります。アカウントにログインすることで、当社が保
持するお客様の個⼈情報にアクセスできます。当社がそれ以外にお客様の個⼈情報を保有しており、
その情報が不正確だとお考えでしたら、privacy@sharkmob.comまでお問い合わせください。 

個⼈情報保護法 2 0 1 2の遵守を⽬的とした当社の指定情報保護担当者への連絡先は、
privacy@sharkmob.comです。 

南アフリカ 

お客様はinforeg@justice.gov.zaにEメールを送ることによりInformation Regulator（南アフリカ） に
対し苦情の申し⽴てをする権利があります。Information Regulator （南アフリカ）の住所は、33 
Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, South Africaです。  

スリランカ  

「承認」をクリックすることで、本プライバシーポリシーの契約条件に同意し、お客様の個⼈情報の
訂正、使⽤、開示に許可を与えたことになります。ただし、お客様が１８歳未満の場合、採⽤ウェブ
サイトのアカウント登録と使⽤に当たって、親または法定後⾒⼈の同意を得る義務があります。 

お客様から同意の撤回、情報処理の中⽌、または個⼈情報の削除、修正、⼊⼒の請求があった場合、
21営業⽇以内にご回答申し上げます。 

パーソナライズドマーケティング 

「承認」をクリックすると、パーソナライズされた広告の配信に同意したものと⾒なされます。当社
からのパーソナライズされた広告の配信を停⽌するには、Recruitment Websiteの設定欄にあるオプ
トアウトの仕⽅に従うか、privacy@sharkmob.comにお問い合わせください。 

台湾 



当社は７歳未満の⽅の個⼈情報を、それと知りながら収集・募集したり、Recruitment Websiteへの
登録を許可することはありません。お客様が７歳未満の場合、 Recruitment Websiteの使⽤や登録を
控え、ご⾃身の個⼈情報を送信しないでください。７歳未満の⽅は Recruitment Websiteを使⽤中
も、個⼈情報を提供してはなりません。台湾在住のユーザーの場合、２０歳未満の⽅はRecruitment 
Websiteを使⽤する前に親または後⾒⼈の同意を得る必要があります。 

タイ 

「承認」をクリックすることで、お客様は本プライバシーポリシーを読み、理解し、同意したものと
⾒なされます。本プライバシーポリシーに同意できない場合は採⽤ウェブサイトをご利⽤いただけま
せん。 

お客様は当社に対し、タイ個⼈情報保護法を含むタイのデータプライバシー法および規制に関する関
係法令が規定する範囲内で、当社が保管しているお客様のあらゆる個⼈情報の使⽤や提供の停⽌、制
限、またはデータポータビリティの請求を⾏うことができます。このようなお問い合わせを希望され
る場合は、 privacy@sharkmob.comまでご連絡ください。 

本プライバシーポリシーへの重⼤な変更がある場合はEメールで通知し、お客様が変更を拒否する機
会を提供します。拒否のない場合は通知に記載の通り変更は有効となります。 

トルコ 

個⼈情報保護法(“DPL”) とその⼆次法に関するトルコ法の遵守を⽬的とした、当社のトルコにおける
情報管理代理店はÖzdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığıです。localdatarep_sharkmob@iptech-
legal.comまでご連絡ください。Eメールの件名に「トルコ」という語を⼊れてください。 

当社が保有しているお客様の個⼈情報に関して、お客様はDPL第11条に明記された法的権利を有して
います。お客様はトルコのデータ主体として情報管理者に問い合わせる権利と（関係法令が許す範囲
内で）以下の権利を有します。 

• ⾃身の個⼈情報が処理されたかどうかを知る 
• 個⼈情報が処理された場合、処理に関する情報を請求する 
• 個⼈情報処理の⽬的を知る 
• 個⼈情報が移転された国内または海外の第三者を知る 
• 個⼈情報が不完全または不正確な場合、修正を請求する 
• DPL第７条に明記された条件の枠内で個⼈情報の削除または破棄を請求する 
• 特定の情報処理に対して異議を申し⽴て、DPLに従って特定の救済措置を求める 

ウクライナ  

本プライバシーポリシーを承認することにより、お客様は当社が本プライバシーポリシーが規定する
範囲内でその⽬的に則り、お客様の個⼈情報を、第三者に開示しまたウクライナ以外の国に移転する
ことを含め、収集、使⽤、保管、処理することを明示的に認可したことになります。 

アラブ⾸⻑国連邦  

お客様は本プライバシーポリシーに記載の通り、お客様の個⼈情報の収集、使⽤、開示、移転、エク
スポート（適⽤法で許された範囲内）、および保管に同意したことになります。  

当社は、ＵAEの法律（例えば、ＵAEサイバー犯罪法）の下で犯罪に該当するサイバーセキュリティ
インシデントを⾃発的に報告することができます。捜査のためインシデントを関係当局に報告するこ



とがあります。サイバーセキュリティインシデントの⾃主的報告は、ＵAE コンピュータ緊急対応
チーム (“CERT”)に対してもなされる可能性があることに注意してください。CERTはUAEでインシデ
ントを記録する⼿順を提供し、既知のサイバーセキュリティへの脅威に関して助⾔を与える、セキュ
リティ意識向上のための組織です。 

ベトナム 

本プライバシーポリシーを承認することにより、お客様は当社が本プライバシーポリシーに記載の通
り、お客様の個⼈情報を、第三者に合法的に開示・移転することを含め、収集、使⽤、保管、処理す
ることを明示的に同意・認可したことになります。 

当社は情報保護のため国際基準とセキュリティ対策を維持します。お客様の個⼈情報が居住地の管轄
内⼜は管轄外に移転される場合、受領側においても、当社が遵守しているのと同等またはより⾼⽔準
のセキュリティ対策および情報保護の対象となります。     

当社が第三者にお客様の個⼈情報の収集・使⽤を許可する場合、その第三者が個⼈情報をそれ以上開
示しないことを確実にするため適正な対策を講じるものとします。  

お客様の個⼈情報は、法執⾏機関、公的機関、または司法機関や組織への開示が必要となった場合
は、それらの機関からの書⾯による請求を受けて開示いたします。 

あなたの権利 

お客様は当社が保有しているご⾃身の個⼈情報を閲覧、訂正、削除する権利を有します。また、お客
様はお客様の個⼈情報の収集、保存、処理、使⽤、および開示に関する同意を撤回し、個⼈情報の第
三者への提供を停⽌するよう当社に請求する権利を有します。 


	当社は、法律で義務付けられている場合を除き、お客様のデータを必要以上に長く保持することはありません。当社がお客様のデータを保管する期間のさらなる詳細については、以下に提示する期間を参照してください。

