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Micron Technology, Inc.およびそのグループ会社（以下「マイクロン」、「当社」、または「私たち」と総称）

は、あなたのプライバシーを尊重し、あなたの個人情報のプライバシーとセキュリティを保護することに責

任をもって取り組んでいます。この「雇用に関するプライバシー通知」（以下「本通知」と呼称）は、あな

たがチームメンバーまたは請負業者として当社と仕事をしているか、または当社との雇用契約を求めて

いるかに関わらず、当社によるあなたに関する個人情報の「処理」（すなわち、収集、使用、操作、保

存または移転）方法を説明しています。また、本通知は雇用契約中および雇用契約後のほか、当社

との雇用照会活動または求職活動（以下「適用対象となる関係」と呼称）にも適用されます。 
 

あなたは、本通知をはじめ、当社が個人情報を処理する際に提供することのある、プライバシーに関

するマイクロンからの他の通信、ポリシー、文書、投稿記事をよく読み、保管しておくことが重要です。 
 

本通知を理解しやすくするため、各セクションの左側に要約を設けました。また質問や懸念がある場

合は、お気軽に当社までお問い合わせください（末尾の「お問い合わせ方法」を参照のこと）。人材派

遣会社または請負サービスを通して仕事をされている場合は、そうした組織にも個人情報の処理を規

定する独自のプライバシーポリシーおよび慣行がある場合があるため、それらを確認することをお勧めし

ます。 
 

最終更新日：2021 年 2 月 23 日（雇用に関するプライバシー通知の以前のバージョンについては、こ

ちらをクリックしてください)。 
 

1. 本「雇用に関するプライバシ

ー通知」の適用対象 

本通知は、マイクロンとの適用

対象となる関係をもつ、世界

中の従業員および採用応募

者に適用されます。 

 

本通知は、直接マイクロンに雇用されているか、あるいは独立した請

負業者として業務を行っているか、または人材派遣会社もしくは請負

サービスを通じた契約社員として業務を行っているかに関わらず、現

在および以前のすべてのチームメンバーと請負業者（総称して「従業

員」という）に、グローバルに適用されます。さらに、本通知は、現在お

よび以前の求職者または採用応募者ならびにマイクロンとの雇用に

潜在的関心をもつことで、当社が処理することのある個人情報の主

体である個人（総称して「採用応募者」という）にも適用されます。 
 

本通知は、当社が直接行う個人情報処理活動のほか、あなたがマ

イクロンとの適用対象となる関係を保持している期間に、当社が子会

社、関連会社、人材派遣会社または請負サービスあるいは他の許

可されたサードパーティに指示することのある処理活動にも適用されま

す。 
  

本通知は、永久的または一時的であるかを問わず、いかなる雇用契

約あるいはマイクロンとの間でサービス授受を行うため交わされるその

他の契約を、成立させるものでも、またその一部を形成するものでも

ありません。当社が、本通知を通して「雇用」、「従業員」または「チー

ムメンバー」という用語を使用するときは、簡略化するためだけにすぎ
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ません。これら用語の使用によって、あなたとマイクロンとの間に雇用

関係が存在しない場合に、雇用関係が存在することを示唆すること

を意図したものでは決してありません。 
 

当社の利用規約、グローバルプライバシー通知および他のポリシーお

よび手順も、適宜、当社との適用対象となる関係および当社の製

品、ネットワーク、システム、アプリケーション、資産、サービスまたはウェ

ブサイトの使用を規定するものであることに留意してください。 
 

2．あなたの権利と選択 
 

マイクロンは、あなたがプライバ

シー権を行使し、マイクロンに

よるあなたの情報の使用方法

を管理することを認めます。 
 

世界中の様々な国や地域におけるプライバシー法およびデータ法で

は、個人情報に関係した一定の権利を個人に与えています。私たち

は、本通知、グローバルプライバシー通知および当社があなたとやり取

りする国または地域の関連法に従って、グローバル雇用プライバシー

慣行を実践します。マイクロンチームメンバーである場合、「ビジネス行

動および倫理規範ならびにグローバルチームメンバーハンドブック」の

義務事項にも、あなたに適用されるプライバシー慣行が設けられてい

ます。 
  

3. あなたに関して当社が収集

する情報  
 

マイクロンは、適用対象となる

関係に関連した特定目的に

おいて、あなたの個人情報を

収集します。 
 

本通知では、「個人情報」とは、直接または間接に個人(「データ主

体」）を特定する、関係する、説明する、合理的に関連付けることが

できる、または合理的に結び付けることのできる情報を指し、EU 一般

データ保護規則（「GDPR」）の第 4条（1）および他の適用されるデータ

保護法に定義される「個人データ」を含みます。 あなたとの関連付け

ができない、集計情報、非特定情報または匿名情報など（「匿名情

報」）のデータは含まれません。 
 

当社は、以下のカテゴリーのあなたに関する個人情報を、マイクロンと

の適用対象となる関係の継続中および終了後に処理することができ

ます。 

• 個人識別子： 

o 氏名、肩書、住所、電話番号、E メールアドレスなど

の個人的な連絡先情報。 

o 支払いを確認および処理するための銀行口座の詳

細、給与支払記録、納税ステータスの情報。 

o 雇用適格性を確認するための運転免許書番号、パ

スポート番号、国籍／ビザステータス、または関連情

報。あなたに対する移動手配の提供、または他の適

用対象となる関係に関連したサービスの提供。 

o 社会保障番号、国民識別番号、または税目的で政

府が発行するその他の番号。 

• 保護された分類および取扱要注意個人情報： 
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o 身元確認のための生年月日、性別、肖像。 

o 税および給付金の管理目的における婚姻ステータス

および扶養家族 

o 人種、民族性、宗教、障害、退役軍人ステータス、

性的指向に関する情報。これらは採用応募中または

オンボーディングプロセス中にあなたが提供することを

選択された場合、あるいはあなたに必要な就労設備

を提供するために使用される範囲内におけるもので

す。当社ではこれらの情報を、法律により義務付けら

れている報告義務を含め、多様な労働力を惹き付

け、保持するための取り組みを支援するために使用し

ます。 

o 病状や健康および病欠記録などの健康に関する情

報。これらの情報は当社があなたのヘルスケアなどの

福利厚生を管理および維持する際にあなたが当社に

提供するとき、またはその開示を許可するとき、および

サイトの安全および健康と安全の懸念に対処するた

めの取り組みに関連してこれらの情報を提供されると

きに得られるものです。これには家族休暇や病欠を含

んだ欠勤（休暇以外）の詳細、規制薬物の生物学

的審査または検査に関係した情報、健康関連の調

査およびアンケート調査、ヘルスケアなどの福利厚生

を管理および維持に関連した記録を通して提供され

る情報、および適用対象となる関係でなくなり、その

理由が健康関連である場合に福利厚生の処理に必

要とされる病状に関する情報などが含まれます。 

o 身元確認（一定の国において、従業員および採用応

募者を選出するため）。 

• バイオメトリック情報：  

o 当社は、職場の出入口や一定のセキュリティエリアへ

のアクセス、または職場にある一定のシステムや機器

へのログインの際に、あなたに関する指紋、網膜スキャ

ン、顔スキャンなどのバイオメトリック情報を身元確認

目的で収集することがあります。 

• インターネットなどの電子ネットワーク活動情報：  

o 当社は、マイクロンコンピューターおよびネットワークの

使用に関する情報を収集します。これにはインターネ

ットおよび E メールの使用、あるいは会社のウェブサイ

トやシステムまたは会社のコンピューターや、携帯電

話、タブレットなどの会社が提供する他のデバイスを

使用して行う他の電子的通信が含まれます。 
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o 会社の機器およびシステムの使用監視レベルは、所

在地、適用法、当社との関係の性格、マイクロンでの

職務タイプにより異なることがあります。当社では、個

人的デバイスを使用している場合でもシステムへのア

クセスを監視し、制限することがあります（例：ゲスト

WIFI ネットワークやシステムにアクセスする際に一定の

ウェブサイトへのアクセスを監視および制限する場合が

あります）。 

o 従業員の場合、マイクロンのデジタル知的財産と企

業秘密の保護方法、および当社のシステムと機器に

関する監視ポリシーと手順についての詳細情報につい

ては、micron.policytech.com でご覧いただけます。 

• 所在地データ：  

o マイクロンにおける職務履行に関連がある場合、当社

はあなたの位置情報を収集することがあります。 

o 当社は、当社の施設およびシステムへのアクセスおよ

び使用に関する情報を収集します（例：バッジ、ログイ

ンデータ、記録、セキュリティデバイス）。 

o 当社では、会社が所有、発行、または補償するデバ

イスの運用に関するデータを収集することがあります

（例：コンピューター、携帯電話、自動車）。 

• オーディオ情報、電子情報、視覚情報、温度情報、嗅覚情

報、または類似情報：  

o 当社では、身元確認にあなたの写真を収集すること

があります。あなたの画像は当社の所在地の一つを

訪れたり、私たちとのビデオ会議に参加する際に、建

物のセキュリティカメラまたはビデオ会議を通じて録画

されることがあります。 

o 電子的チャネルおよびアプリケーションを介して行われ

る電話、オンライン会議などの通信は、会社リソース

（例：IT サービス）にアクセスしたり、顧客や一般の人と

やりとりする際に監視または記録される場合がありま

す。 

o 当社では、温度情報、臭覚情報または類似のバイオ

メトリック情報を定期的に収集することはありません。

ただし、サイトのセキュリティまたは健康および安全上

の懸念により、そのような必要がある場合には、そうし

た情報を収集する権利を留保しています。 

• 職業情報または雇用関連の情報：  

o 当社は、採用プロセスの一貫として、職業および雇用

関連の背景情報を収集します（労働許可書のコピ
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ー、推薦、および履歴書やカバーレターまたはマイクロ

ンでの採用応募の一貫として含まれるの他の情報、

および公開されているソーシャルメディアまたはネットワ

ーキングサイトからの情報など）。 

o 適用対象となる関係が継続している期間、当社は賃

金、給与、報酬、年次休暇、退職、業績、懲戒処

分、苦情または社内調査に関する情報を収集しま

す。 

o 当社はまた、肩書、給与履歴、職歴、勤務時間、

休暇、欠勤、研修記録、職業団体への所属、役員

会への所属、その他の職業活動または役割に関する

情報を収集することがあります。 

o 適用対象となる関係が継続している期間、当社は公

開されているソーシャルメディアまたはネットワーキング

サイトやアプリケーションからの情報、および他の電子

的検索サービスからの情報を収集することがあります。 

o 雇用記録には、採用応募プロセス中にあなたが提供

した、在学教育機関または教育レベルに関する情報

が含まれます。また、当社は、あなたが保有されている

職業ライセンス、授与された証明書、または適用対

象となる関係の期間中に受講された追加の教育また

は研修に関する情報を収集および保持します。 
 

4. 個人情報の収集方法 
 

個人情報は、適用対象となる

関係の期間中に、当社、あな

た、または当社が許可したサー

ドパーティが履行する活動から

収集されます。 

当社は、従業員および採用応募者に関する個人情報を、応募者か

ら直接、または職業紹介所、請負業者の雇用主から応募および採

用プロセスを通して、あるいは審査サービスまたは身元確認サービスプ

ロバイダーを通して収集することがあります。当社はサードパーティから

追加情報を収集することがあり、これには以前の雇用主、信用調査

機関、LinkedIn などの公開されているウェブサイト、または雇用または

身元確認サービスを提供する他の情報源が含まれます。 
 

当社は、当社での就労期間中あるいは当社から福利厚生を受け取

る期間中に、職務関連活動を行う上で、追加の個人情報を収集す

ることがあります。このような収集は、直接あなたが当社に情報を提供

することによって、または当社が自動的にあなたに関する情報を収集

する場合、例えば、マイクロンのコンピューターおよびシステムへのアクセ

スおよび利用状況を監視することによって、発生する場合があります。 
 

マイクロンの適用対象となる関係における活動は、子供ではなく成人

を意図し、対象としています。所在地域における法的雇用年齢に達

していない採用応募者は、マイクロンまたは関連会社のウェブサイト
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に、マイクロンとの適用対象となる関係を申請、取得または維持する

目的で、個人情報を提供してはなりません。 

 

5. 法的根拠－当社の個人情

報の使用方法 
 

マイクロンは、適用対象となる

関係に関する活動を支援する

ため個人情報を使用します。 

当社は、適用法と当社ポリシーにより許可される形でのみ個人情報

を処理します。 

適用法とポリシーは、個人情報の処理について「法的根拠」があるこ

とをマイクロンに要求する場合があります。当社とのやりとりの中で、多

くの場合、本通知に説明されているように個人情報の処理に関する

法的根拠についてお知らせを受けることがあります。適用される法的

根拠は、処理対象となるデータの種類および特定の文脈に左右され

ることがよくあります。当社は通常、個人情報処理の主な法的根拠と

して「正当な利益」、「同意」および「契約履行」に依拠します。 

• 正当な利益。マイクロンは、個人情報の処理が当社にとって

の正当な利益である場合には、それを実行することがありま

す。例えば、以下のような場合に当社はこの法的根拠に依

拠します。 

o 適用対象となる関係に関連して、あなたに事務管理

上の機能を提供する場合。 

o 診断またはトラブルシューティング活動を実施する場

合。 

o セキュリティ活動、監視活動、または社内調査活動を

実施する場合。 

o ビジネスプランニング、予測業務および報告業務を行

う場合。 

o 当社のプラットフォーム、機能またはウェブサイトを通じ

てあなたとビジネスを行う場合。 

o 法的義務および法の執行要求に準拠する、または法

的要求を支援する必要がある場合。 

• 同意。場合によっては、マイクロンはあなたの同意に基づき個

人情報を処理する場合があります。例えば、以下の場合に

当社は同意に依拠します。 

o 適用対象となる関係に関連して、あなたとの活動に

関与する場合。 

o サイトのセキュリティおよび健康と安全への取り組みに

関するデータを収集および追跡する場合。 

o あなたのマイクロンとの経験を改善またはパーソナライ

ズすることに努める場合。 

o トラブルシューティングまたはセキュリティ関連の活動を

実施する場合。 
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o 使用に特化したの個人情報を求めるサービスを提供

する場合。 

• 契約履行。当社とのやりとりの一部には契約履行が伴うもの

があり、それらの契約を締結または履行するため、当社は個

人情報を処理する場合があります。例えば、当社は以下の

場合に契約履行に依拠します。 

o 適用対象となる関係に関連してあなたとの活動に従

事する場合。 

o 支払いの処理を行う場合。 

o 福利厚生および他のインセンティブを提供する場合。 

o 不正を検知するため、トラブルシューティングまたはセ

キュリティ関連の活動を実施する場合。 

o 契約に関係した法的義務または要求を支援する必

要がある場合。 

特段の記述がない限り、当社は収集したあなたの個人情報を、以下

を含め、本通知に記載されているいかなる目的（適用法により許可さ

れる範囲）にも使用できることを、あなたは理解するものとします。 

• 雇用に関係する決定： 

o 採用に関する決定を下す場合。職をオファーするか、

また雇用条件について決断する場合。 

o パフォーマンスレビューのために「専門情報または雇用

関連情報」を使用する場合。従業員としての能力開

発を評価する場合。職務の設定および人員配属ニ

ーズを評価する場合。会社内における他の役割に対

する資格または昇進を評価する場合。給与および報

酬を決定する場合。解雇も含め、苦情やその他の懲

戒手順を作成する場合。 

o あなたまたは他の従業員が関わる法的紛争に対処

する場合。就労中の事故を含む。 

o 就労の適性を確認する場合。 

• ビジネス目的： 

o データ解析調査を実施し、従業員の人口統計学的

属性、パフォーマンス、定着率、離職率をレビューし、

より良く理解する場合。 

o 教育、研修、能力開発要件および機会を確認し、

実行する場合。 

o 当社の施設、リソース、システムの効果的な運用を徹

底し、従業員および採用応募者によるこれらの施

設、リソース、システムへの許可されたアクセスを可能

にする場合。 
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• 支払いおよび福利厚生の管理： 

o 税などの必須の源泉徴収を行う場合。 

o 給与および報酬に関する決定を行う場合。 

• セキュリティ対策および健康と安全義務の遵守： 

o 当社の施設、リソース、従業員や採用応募者などマ

イクロンとやりとりする人に対し、物理的・身体的安全

を確保し、脅威がないことを期する場合。 

o 不正を防ぎ、当社のシステム、データ、リソース、施設

を不正アクセスや不正利用から守る場合。 

o IT ポリシーへの準拠を監視する場合。 

o 当社のコンピューターおよび電子通信システムへの不

正アクセスの防止を含め、ネットワークおよび情報セキ

ュリティを徹底し、悪意あるソフトウェアの流布を防止

する場合。 

o 盗用などの不正活動を調査する場合。 

• コンプライアンス： 

o あなたの身元および国籍を確認する場合。 

o 雇用対象地域における法的な労働許可を得ている

ことを確認する場合。 

o 社内調査を実施する場合。 

o 適用法に準拠したダイバーシティを監視する場合。 
 

また当社は、あなたの同意を得て、またはあなたの指示により、他の

目的で個人情報を処理することがあります。あなたは当社に問い合

わせることで、いつでも同意を取り下げまたは変更することができます。

目的については、折に触れて、あなたに対し特定されるものとします。 
 

6. 個人情報の開示 

 

マイクロンは、当社との適用対

象となる関係の活動を支援す

るためあなたの個人情報を開

示します。 

 

マイクロンは、あなたの同意な

しに、サードパーティの商業的

使用のために、あなたの個人

情報をサードパーティに販売ま

たは提供することはありませ

ん。 
 

当社は、あなたの個人情報をいかなるサードパーティにも販売しませ

ん。 
 

当社は、本通知に説明されている個人情報を、関連会社、子会

社、その他のマイクロン会社のほか、当社事業の支援のため当社が

使用するサードパーティのサービスプロバイダーに対して、開示すること

があります。 
 

当社は、サービスプロバイダーとの契約を介して、サービスプロバイダー

が当社により提供された個人情報を当社が開示する目的のみに使

用するよう義務付けることに尽力します。当社が情報を提供するサー

ビスプロバイダーのカテゴリーおよびサービスプロバイダーが提供するサー

ビスは以下のとおりです。 
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• 給与支払いサービスプロバイダー 給与、福利厚生、および他

の報酬の計算、処理、分配において当社を支援する。 

• 監査会社および会計会社 当社の財務およびビジネス記録

の作成、維持、監査について当社を支援する。 

• 専門サービスコンサルタント アナリティクスの実行、ビジネスの

改善支援、法的サービスの提供、またはプロジェクトベースの

リソースと支援の提供。 

• ベンダー 採用応募と雇用プロセスを支援する。応募者資格

の評価、応募者が応募を送信するプラットフォームの提供、

身元確認の実施、雇用に関するマイクロンの方針と適用法

の遵守確認を含む。 

• データ分析サービス 社内および社外情報源のデータを分析

し、様々なデータトレンドで従業員および顧客関係と顧客体

験の向上を支援する。 

• セキュリティベンダー セキュリティインシデントの確認と対応、サ

ービス通知、および不正防止を支援する。 

• IT ベンダー システムデザイン、アーキテクチャー、実装、ホスティ

ングとメンテナンス、データとソフトウェアストレージ、ネットワーク

運用を支援する。 
 

また、当社は法律により要求される場合、またはマイクロンあるいは他

の人を保護するために、本通知に説明されているように、他の外部関

係者に個人情報を開示する場合があります。 

 

当社は個人情報を、合併、分割、再編、再組織、解散、売却、ま

たは他のマイクロン資産の一部または全部の譲渡が発生する際に、

買い主または他の承継者へと開示することがあります。このような場

合、マイクロンが保有する従業員および採用応募者に関する個人情

報は譲渡資産の中に含まれます。 
  

当社は制約なしに匿名情報を開示することがあります。 
 

7. データセキュリティ 

 

当社は、適用対象となる関係

活動中に処理される個人情

報についてセキュリティ対策を

提供します。 

 

当社は、あなたの個人情報を、不慮の喪失および不正なアクセス、

使用、変更、開示から守るため対策を講じるよう尽力します。当社は

これらの目的で、物理的な、管理上の、また技術的な予防策を設け

ます。当社の Trust Center は、当社が実践しているデータ予防策に

関する詳細情報を提供します。データおよびシステムにもよりますが、

これらにはデータ最小化、データ集約、匿名化、サイバーおよびロジス

ティクスセキュリティ、暗号化、物理的セキュリティ、ビジネス継続性、

障害回復、リスク管理システムとプロセスが含まれる場合があります。 
 

https://www.micron.com/customer-trust-center
https://www.micron.com/customer-trust-center
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8. データ保持とデータ管理 
 

あなたは、自身の個人情報に

ついて、削除、修正、アクセス

を要求する権利を含め、一定

のデータ保護権を行使する権

利を有する場合があります。 

 

マイクロンは、あなたがプライバ

シー権利を行使することにした

場合、あなたを差別しません。 
 

あなたの個人情報は、マイクロンとの適用対象とされる関係が継続す

る期間、またかかる関係が終了した後の妥当な期間、および本通知

で開示されているビジネス目的の履行に必要な期間、保持されま

す。具体的な保持期間がどのくらいであるかは、記録の種類、マイク

ロンとの関係、所在地などの多くの要素によって異なります。 あなたが

所在する国や地域ごとに権利は異なり、グローバルプライバシー通知

および以下の第 9 項と第 10 項で、より細かく説明しています。当社

のグローバルプライバシー通知には、適用されるデータ保護法に準拠

してあなたがデータ保護権を行使した場合、どのように当社が対応す

るかについての詳しい情報が記されています。 
 

マクロンとの適用対象となる関係活動については、あなたを雇用また

は指名するマクロンの関連会社が、適用されるデータプライバシー規

制における個人情報の「コントローラー」とみなされます。また、適用対

象の関係活動の期間中に当社が仕事をする他の事業体も、あなた

の個人情報のコントローラーとしての働きをする場合があり、こうした事

業体によるあなたの個人情報の使用方法について質問がある場合

は、それらの事業体にお問い合わせください。 
 

9. 国際データ移転 
 

マイクロンはグローバル会社で

あり、かつ適用対象となる関

係に関連した機能は、多くの

場合、異なる国または地域に

所在しています。当社は従業

員および採用応募者の情報

をマイクロンの所在地間で移

転します。 
 

当社は、施設、ビジネス運営、関連会社、子会社がある国や地域に

おいて、または私たちがサービスプロバイダーを採用する国や地域にお

いて、あなたの個人情報を処理する場合があり、当社ではあなたの

個人情報をこうした国や地域や事業体間で移転する場合がありま

す。国によっては自国の法律とは異なるデータ保護法を設けていると

ころもあります。 
 

マイクロンは、当社がどのようにプライバシーシールドフレームワークに準

拠しているのか追加情報を提供するプライバシーシールドポリシーに

記載のとおり、自己認証法人として、EU-米国間およびスイス-米国

間におけるプライバシーシールドフレームワークに準拠しています。ただ

し、欧州連合（「EU」）、欧州経済領域（「EEA」）、英国（「UK」）また

はスイス（「CH」）から、十分な保護レベルを提供する法整備がなされ

ていると認められていない管轄区域への個人情報のマイクロン独自の

移転については、そうしたフレームワークにもはや依拠する必要がなく

なっています。代わりにかかる移転に関して、マイクロンは欧州委員会

が承認する標準契約条項のような法的メカニズム、あるいはあなた

（情報主体）の同意（限定的な状況において）に依拠します。当条項

のコピーにつきましては、下記のように、当社までご連絡頂けますよう

お願いいたします。 

 

https://www.micron.com/privacy
https://www.micron.com/privacy
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あなたの所在する司法管轄区域の雇用慣行について具体的な質

問がある場合は、第 10項に掲載されている司法管轄区域の問い合

わせ先情報を参照してください。 
 

10. 国または地域におけるその

他のプライバシー考慮事項 
 

居住する場所によって、追加

または異なる雇用権利および

プライバシー権があなたに適用

される場合があります。 

マイクロンは、個人の所在地に関係なく、強力なプライバシー権を提

供する意図をもって、プライバシーに関するグローバルな見解を採用し

ていることから、本通知における用語の使用は、そのような意図を反

映するよう解釈されなくてはなりません。特定の国または地域に関連

する追加のプライバシー用語を以下でご覧いただけます。マイクロンへ

のお問い合わせの他にも、プライバシー権に関する質問または懸念に

ついて、現地のデータ保護当局にお問い合わせいただけます。 
 

日本 

 

準拠法： 

日本の住民として、当社との間に適用対象となる関係のやり取りが

存在する期間においては、個人情報の処理は本通知の条項に基づ

いて発生します。これは個人情報の保護に関する法律を含め、適用

されるプライバシー規則の取り組みを意図した日本のプライバシー条

項により、変更または補足されます。 
 

日本におけるマイクロンの人事部へのお問い合わせ： 

マイクロン、その関連会社、および許可を得ているサードパーティは、

従業員および採用応募者情報に関するデータコントローラーです。サ

ードパーティへのお問い合わせは直接行ってください。マイクロンおよび

その関連会社に対しては、「当社へのお問い合わせ方法」の項に従っ

て、グローバルにお問い合わせになるか、または以下に所在する地域

の日本事業までお問い合わせください。 
 

マイクロンジャパン（Micron Japan, Limited）:  グローバル人事

サービス 

東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号、郵便番号 108-0075 
 

マイクロンメモリージャパン（Micron Memory Japan, G.K.）  

気付： グローバル人事サービス        

東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号、郵便番号 108-0075 
 

または https://www.micron.com/forms/contact-usにある「人事リクエス

ト」タブからお問い合わせ 

 
 

https://www.micron.com/forms/contact-us
https://www.micron.com/forms/contact-us
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11. 通知への変更 

当社は通知、グローバルプライ

バシー通知、または付随のプラ

イバシー手順を随時変更する

ことができます。 

当社は折に触れて、本通知、グローバルプライバシー通知、または

付随のプライバシー手順を変更することがあります。当社はあなた

への事前通知なしに、いつでもそのような変更を行う権利を留保し

ます。   

当社が適用対象となる関係において個人情報の処理方法を大

幅に変更する場合には、本通知、グローバルプライバシー通知、

あるいはウェブサイトへの掲載、メールによる送付などの会社通信

チャンネルを介して、またはビジネス行動と倫理規範またはグローバ

ルチームメンバーハンドブックに公開するなどにより、あなたに提供さ

れる付随のプライバシー手順（かかる手順が通常マイクロンにより

公に提供されている範囲内で）を最新バージョンにすることにより通

知いたします。当社が行う変更を注意してご確認ください。 

本通知への変更はすべて発表時に即時に効力を持ち、当社との

適用対象となる関係活動を継続されることで、あなたはすべての

変更内容に同意したものとみなされます。 

 

12. 当社へのとお問い合わせ方法 本通知、グローバルプライバシー通知、またはプライバシー問題一

般についてご質問やご意見がある場合は、当社までお問い合わせください。当社ではご意見・ご感想

を歓迎しています。 

A. メール。メールでのお問い合わせは privacy@micron.com に送信してください。 

B. 電話。また+1-800-336-8915 にお電話でお問い合わせいただけます。  

C. 郵送。以下宛てに郵送でお問い合わせいただけます。 

Micron Technology, Inc. 
Attn:  Legal-Privacy 
8000 South Federal Way  
Post Office Box 6  
Boise, Idaho 83707-0006, USA 
 

D. マイクロンの人事部宛て： また所属管轄区域の一般的な雇用ポリシーおよび慣行に関する詳細

情報については、上記の第 10 項に記されている現地の人事部担当者にお問い合わせいただけま

す。 
 

個人情報に関するリクエストをされる場合、当社がリクエストに十分対応できるよう、一定の認証情報

および確認情報をご提供いただく必要があります。 

https://www.micron.com/privacy
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