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マイクロン プライバシー通知

Micron Technology, Inc.とそのグループ会社（総称して「マイクロン」または「当社」）は、比類
なき健全性とプロ意識のもとに事業を進めています。その一環として、利用者のプライバシー
を尊重し、個人情報を保護します。
このマイクロン プライバシー通知（「本通知」）では、弊社による個人情報の処理方法について、
およびデータプライバシーに関する適用規制によって利用者に付与される、弊社による個人
情報の使用を管理する選択権について説明しています。ここで言う「処理」とは、個人情報の
収集、使用、共有、移転、および保存を意味します。
私たちは、Micron Technology, Inc.およびその関連会社と子会社を通じ、世界規模で事業を
展開しています。弊社の関連会社と子会社の一覧はこちらから確認できます。また、弊社のブ
ランド製品には、マイクロン、Crucial、および Ballistix ブランドの製品が含まれます。
ご質問や懸念点がございましたら、弊社までお問い合わせください（下記の「お問い合わせ方
法」を参照）。
最終更新日：2021 年 9 月 15 日

1. 本通知
の適用範
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イトやアプ
リケーショ
ンの利用
者、弊社
施設への
訪問者、
および弊
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本通知は、マイクロンのプライバシーや情報に関する世界共通の慣行につ
いて定めており、弊社のウェブサイト、アプリケーション、物理的な施設、お
よび関連サービスに適用されます。なお、弊社製品やサービスのご利用に
は、利用規約も併せて適用される場合がありますのでご注意ください。
マイクロンは、顧客、パートナー、ベンダー、訪問者など、マイクロンのビジ
ネス相手やマイクロンとのビジネスを希望する者（「個人」）の個人情報を処
理することがあります。本通知は、マイクロンとのやり取りが継続している
間、居住地にかかわらず、これらの個人に適用されます。採用活動や雇用
関係の一環として行われる個人情報の処理については、応募者に関するプ
ライバシー通知と雇用に関するプライバシー通知に定められています。
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者に適用
されます。
2. 利用者
の権利と
選択
マイクロン
は、利用
者がプラ
イバシー
権を行使
し、マイク
ロンによ
る利用者
の情報の
使用方法
を管理す
ることを認
めます。

3. マイク
ロンが収
集する情
報の種類
マイクロン
では、利
用者およ
び利用者
と弊社と
のやり取
りに関連
する情報
を収集し
ます。

世界各国や地域におけるプライバシーおよびデータ保護に関する法令で
は、個人情報に関する一定の権利が個人に認められています。弊社では、
このマイクロン プライバシー通知および弊社と利用者とのやり取りが行わ
れる国や地域の関連法に従ってプライバシーに関する活動を行います。ご
自身のプライバシー権や弊社による個人情報の収集や使用の詳細につい
ては、弊社にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトで提供されている
セルフヘルプツールをご利用ください。

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で定義される
「個人データ」を含みます。なお、集計情報、非特定情報または匿名情報な
どの利用者との関連付けができないデータ（「匿名情報」）は個人情報に含
まれません。
A. 利用者が提供する個人情報
•

•

利用者が弊社とやり取りをする際、弊社は、利用者の氏名、性別、
生年月日、政府の識別番号、発送先/請求先住所、メールアドレス、
電話番号、デバイス ID、ユーザー名、パスワードなど、利用者の識
別に使用できる情報を収集することがあります
利用者は、弊社とのやり取りにあたり、いくつかの個人情報の提供
を求められる場合があります。また、弊社とのやり取りをパーソナラ
イズするため、個人情報の追加提供についてご連絡する場合があり
ます

B. サードパーティからの個人情報
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•

•

•

サードパーティを通じてマイクロンとやり取りされる場合や、サードパ
ーティから弊社製品をご購入いただいた場合、マイクロンは当該サ
ードパーティから利用者の個人情報を取得することがあります
弊社は、弊社が保有する個人情報の正確性の補完、検証、または
向上のために、サードパーティのサービスを使用することがありま
す。たとえば、弊社では、製品の提供を効率化するため、サードパー
ティに委託して利用者の郵送先住所を検証します
利用者がサードパーティに提供した個人情報はマイクロンの管理対
象外であり、マイクロンのプライバシー通知は適用されません。サー
ドパーティが利用者から取得した個人情報の使用や他者との共有に
ついては、当該サードパーティの方針やプライバシー設定をご確認く
ださい

C. 自動収集情報。弊社は、利用者と弊社とのやり取りにおいて、いくつか
の利用情報を自動的に収集します。たとえば、弊社のクッキーポリシーに従
い、クッキーおよびその他の追跡技術を使用して、URL、クッキーデータ、IP
アドレス、デバイスタイプ、固有のデバイス ID、デバイス属性、ネットワーク
接続タイプ（WiFi、3G、LTE、Bluetooth など）、プロバイダー/ネットワーク/
デバイスのパフォーマンス、ブラウザの種類、言語、オペレーティングシステ
ム、製品・サービス情報などの技術情報を自動的に収集します。
D. 派生情報。マイクロンは、保有する利用者情報を使用して推論を行い、
利用者の好みをより深く理解するためにその推論データを使用することが
あります。弊社では、利用者の好みに関するデータを使用して、利用者が希
望すると思われる選択肢の提案、提案の実施、利用者が関心を持つと思わ
れる製品やサービスについてお知らせします。
E. 子供の個人情報。16 歳未満の方は、個人情報を弊社に提供されないよ
うお願いいたします。16 歳未満の方が、マイクロンの製品の購入、サービス
の利用、または教育や慈善に関する活動への参加を希望される場合は、ご
自身の親または保護者にこれらの行為を依頼してください。マイクロン財団
（アイダホ州 501（c）（3）非営利団体）のウェブページや教育プログラムに関
連して行われる同財団による個人情報の収集や使用については、こちらを
クリックしてください。

4. 個人情
報の使用
方法
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特段の記述がない限り、弊社は収集した利用者の個人情報を、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利用者は理解するものとします。
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弊社は、
製品やサ
ービスの
開発およ
び提供、
利用者と
のやり取
りのパー
ソナライ
ズ、向上、
およびプ
ロモーショ
ン、事業
経営、な
らびに適
用法の遵
守の徹底
のために
利用者の
個人情報
を使用し
ます。

A. アカウントの登録とサービスの提供
•
•

•

利用者アカウントの作成、維持、補足、サービス提供、変更、削除の
ために利用者の個人情報を使用する場合があります
利用者が弊社の顧客アカウントをお持ちの場合、そのアカウントへ
のアクセスが正当なものであることを確認するためのセキュリティ目
的で特定の個人情報を収集することがあります
弊社の製品やサービスのカスタマーサービスに関する質問を解決
し、ユーザー体験をフォローアップするために、個人情報を使用する
ことがあります

B. 利用者とのコミュニケーション
•

弊社の製品およびサービスについてのお知らせ、または利用者に有
益と思われるサードパーティの製品やサービスのご提案のために利
用者の個人情報を使用する場合があります

C. 新しい製品やサービスの改善・開発
•
•
•
•

利用者とのやり取りや体験をパーソナライズするために利用者の個
人情報を使用する場合があります
新しい製品やサービスの品質向上および開発のために利用者の個
人情報を使用する場合があります
アンケートなどのフィードバックの形式で、利用者から提供された情
報を使用することがあります
利用者の情報を他の利用者の情報と組み合わせて、弊社の製品や
サービスについて、またその改善方法についての理解の向上を図る
場合があります

D. 弊社の製品・サービスの提供と事業運営
•

•
•
•
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利用者からのリクエストへの対応、テクニカルサポートやカスタマー
サポートの提供、法的要件の遵守など、事業運営のために利用者
の情報を使用する場合があります
不正行為の阻止や情報の保護など、製品、サービス、従業員、およ
び顧客を保護するために利用者の情報を使用する場合があります
一部の法域では、ダイバーシティやインクルージョンに関するプログ
ラムのために、民族などの人口統計データを使用します
調査を行うために、利用者の情報を単独で、または他の利用者の情
報と組み合わせて使用する場合があります
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•

5. 個人情
報の共有
方法
弊社は、
本通知に
記載され
ている場
合に限
り、利用
者の情報
を共有し
ます。

個人情報を使用して集計データや匿名データを作成します。当該デ
ータは、任意の目的で使用や開示が行われます

A. サード パーティ サービス プロバイダー。弊社は、利用者からのリクエス
トへの対応、テクニカルサポートやカスタマーサポートの提供、製品やサー
ビスの保護、不正行為の阻止、利用者情報の保護、マイクロンのポリシー
や適用法の遵守状況の検証、広告やマーケティングコンテンツの作成や配
信、コンテンツサービスの提供、広告のパーソナライズ、広告キャンペーン
の有効性の調査、弊社のオンライン資産に関するやり取りの状況の把握や
測定など、製品やサービスの提供や事業運営のために、弊社が契約を締
結しているサード パーティ サービス プロバイダーとの間で利用者情報（個
人情報を含む）を共有する場合があります。
B. マイクロン事業体間での情報共有。本通知は、地域を問わず、利用者に
よるマイクロンとのあらゆるやり取りに適用されるものです。法令、規制、ま
たは契約上の義務で禁止される場合を除き、利用者の情報は、本通知に記
載する目的のために、マイクロン事業体（関連会社や子会社を含む）間で共
有されます。マイクロン事業体間での情報共有は、該当事業体間の契約を
通じた保護措置（該当する情報移転の場合は、欧州委員会が承認した標準
的契約条項を含む）など、技術的および組織的な保護措置を講じた上で行
われます。標準契約条項の詳細をご希望の方は、弊社までお問い合わせく
ださい。
C. 法令の遵守やマイクロンの保護。弊社は、裁判所、法執行機関、または
規制当局との間で、また適用法、規制、または法的手続によって情報の共
有が要求または容認されると弊社が誠実に判断したその他の政府機関と
の間で、利用者の情報を共有する場合があります。また、弊社の利用規約
やその他の契約の履行を強制したり、マイクロンの権利、財産、安全、製
品、サービス、または労働者を保護したり、その他の保護やサポートを行っ
たりすることが適切と思われる場合にも、利用者の情報を開示することがあ
ります。
D. 信用情報。弊社は、信用調査所、消費者報告機関、およびクレジットカー
ド協会との間で利用者の信用度に関する情報を共有する場合があります。
信用報告や消費者報告には、支払遅延、不払、または利用者の取引にお
けるその他の不履行が記載されます。弊社はまた、不正行為、信用取引、
または債権回収に関する問題に関連して、その他の企業、弁護士、信用調
査所、政府職員、政府機関、およびクレジットカード協会との間で利用者情
報を共有する場合があります。
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E. 事業の売却。弊社は、弊社事業の一部の売却、合併、または譲渡を行う
場合、その取引の一環として、利用者に関する情報の共有、売却、または
移転を行う可能性があります。また、弊社は、現在や将来の親会社、子会
社、または関連会社との間で利用者の個人情報を共有する可能性がありま
す。
F. 匿名データや集計データ。弊社は、利用者の情報を単独で、または他の
個人の情報と組み合わせて匿名化または集計し、当該情報を自由に共有
できるものとします。
G. 利用者から同意を得た共有。上記以外にも、弊社は、利用者の同意ま
たは利用者の指示に応じて、その他の目的のために利用者の情報を共有
する場合があります。

6. データ
移転およ
びプライ
バシーシ
ールド
弊社は、
利用者の
居住国や
地域と異
なる国で
個人情報
の移転、
処理、ま
たは保存
を行うこと
がありま
す。
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適用法で容認される場合、弊社は、弊社の施設所在地、事業展開地、また
は受託業者の所在地にあたる国や地域、また本通知に記載する個人情報
のその他の受領者が所在する国や地域で、利用者の個人情報の移転、処
理、または保存を行うことがあります。利用者は、弊社サイトの利用や弊社
とのその他のやり取りを行うことにより、自身の居住地や情報の収集地と異
なる国に個人情報を移転することや、当該国での個人情報の処理や保存を
行うことについて了解したものとみなされます。
国によっては、制定されているデータ保護法が利用者の居住国の法令と異
なる場合があります。ただし、マイクロンは、データの移転、処理、保管に際
して利用者の個人情報の保護を維持するために必要とされる適切な保護
措置を講じています。
マイクロンは、弊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、現在、マイク
ロンが自ら行う欧州連合（「EU」）、欧州経済領域（「EEA」）、英国（「UK」）、
またはスイス（「CH」）から米国への個人情報の移転については、そうしたフ
レームワークに依拠していません。その代わり、かかる移転や適切な保護
水準の法整備がなされていると認定されていない法域へのその他の移転
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、あるいは利用者（情報主体）の同意（限定的な状況において）に
依拠しています。当条項のコピーについては、下記のとおり当社までご連絡
いただきますようお願いいたします。
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データ移転に関するご自身の権利について詳しく知りたい方や、ご自身の
個人情報へのアクセスリクエスト、使用制限、または開示制限を希望される
方は、弊社にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトで提供されている
セルフヘルプツールをご利用ください。個人情報に関するリクエストにあたっ
ては、弊社がリクエストに応じるために一定の認証情報や照会情報をご提
供いただく必要があります。

7. サード
パーティと
の連携
マイクロン
は、ユー
ザー体験
の向上の
ためにサ
ードパー
ティと協
力するこ
とがあり
ます。

8. プライ
バシーの
管理
利用者
は、自身
を識別す
る情報、
弊社から
配信され
るマーケ
ティングコ
ミュニケー
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利用者と弊社とのやり取りにおいて、利用者からのリクエストの識別や認証
に必要な個人情報の提供など、サードパーティとの間で利用者の情報を同
期し、関連付け、または連携することが必要になる場合があります。場合に
よっては、こうしたやり取りのために、利用者が弊社、サードパーティ、また
はその両方から同意を求められることがあります。ご自身の個人情報をい
ずれかのサードパーティに提供される場合は、当該サードパーティのプライ
バシー慣行をご確認ください。弊社では、こうしたサードパーティのプライバ
シー慣行について責任を負いかねます。
shop.crucial.com での活動
shop.crucial.com は Digital River が運営するウェブサイトであり、マイクロ
ンは運営に携わっておりません。同ウェブサイトで収集される個人情報の管
理者は Digital River です。Digital River は同ウェブサイトを通じて収集した
情報を自身のポリシーと慣行に従って処理することを約束します。Digital
River が利用者の情報をマイクロンと共有する場合、弊社は、マイクロンプ
ライバシー通知に従ってその情報を処理します。

A. 弊社によるマーケティングコミュニケーションの管理。弊社は、マーケティ
ングコミュニケーションの配信について利用者の希望を尊重します。配信を
希望しないマーケティングコミュニケーションを受け取った場合、次の手順で
停止することができます。
•

•
•

弊社へお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトで提供しているセ
ルフヘルプツールを使用して、利用者のデータを管理し、利用者の
個人情報や弊社とのやり取りに関するデータの管理や設定の調整
を行う
受信したメールまたはニュースレターの「配信停止」リンクをクリック
する
マイクロンのアカウント設定で設定を変更する
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ション、お
よび弊社
によるクッ
キーやそ
の他の追
跡テクノロ
ジーの使
用につい
て、選択
権を有し
ていま
す。

アカウント
設定で情
報を確認
および変
更したり、
アカウント
を無効に
したりする
ことがで
きます
が、一部
の情報は
保持され
る場合が
あります。
利用者に
はプロモ
ーションメ
ッセージ
を受信す
るかどう
かを選択
する権利
がありま
すが、そ
の他のプ
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•
•

•

（SMS メッセージの場合）「STOP」と返信するか、メッセージまたは
設定の指示に従って配信を停止する
弊社から送られるモバイルデバイスへのプッシュ通知のような種類
の通信を今後受信したくない場合は、デバイスでオフにすることがで
きます
弊社からのマーケティング情報を受け取らないことを選択した場合で
も、必須のサービスや取引に関する情報は引き続きお知らせしま
す。

B. 個人情報の更新。利用者は、弊社のウェブサイト上のセルフヘルプツー
ルの利用、マイクロンアカウントの設定変更、またはマイクロンのカスタマー
サポートへのお問い合わせにより、個人情報のアクセス、更新、変更、修
正、削除請求を行うことができます。
C. クッキーおよび類似の追跡テクノロジー。弊社は、利用者に関する情報
を収集するためにクッキー、ウェブビーコン、ピクセル、ローカル共有オブジ
ェクト、デバイス識別子、その他の類似技術（「クッキー」）を使用したり、他
者にこれらの使用を許可したりする場合があります。利用者は、弊社がクッ
キーを通じて収集する一部のデータや弊社によるそのようなデータの使用
方法を管理することができます。各テクノロジーに関する詳細や弊社が収
集、使用、または共有を行う情報（テクノロジーの適用の管理や無効化を行
う方法など）については、弊社のクッキーポリシーや、マイクロン ウェブサイ
トの下隅に表示されている「個人データの管理」ボタンをご確認ください。関
心に基づく広告のクッキーを無効にすると、クッキーに基づく利用者の関心
に合わせた広告は表示されなくなりますが、それ以外の広告が表示される
場合がありますのでご注意ください。また、クッキーを受け入れた場合でも、
後からクッキーを削除した場合や、異なるブラウザやコンピューターを使用
した場合は、再設定が必要になる場合があります。
D. Do Not Track。他の多くの企業と同様に、弊社は、現時点では正式な
「Do Not Track」規格を採用していないため、ブラウザの「Do Not Track」信
号に対応していません。「Do Not Track」の詳細については、弊社のクッキ
ーポリシーをご確認ください。
E. ソーシャルメディア機能。マイクロンやその委託先サードパーティは、ソー
シャルメディア機能を使用して、利用者に関する特定の情報を収集する場
合があります。この機能を用いて、IP アドレスやウェブページの閲覧ログを
収集したり、当該機能を正常に動作させるためクッキーを設定する場合が
あります。こうしたソーシャルメディア機能の動作については、提供会社のプ
ライバシーポリシーや慣行に定められています。

マイクロン社外秘

ロモーショ
ン以外の
メッセージ
は引き続
き弊社か
ら送られ
る場合が
あります。
9. データ
保持とデ
ータ主体
の権利

利用者
は、自己
情報の削
除、修
正、開示
を要求す
る権利な
どの特定
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。
こうした権
利は、利
用者の居
住地によ
って異な
ります。
利用者
は、利用
者の情報
の使用に
ついて、

マイクロン社外秘

A. データの保持。マイクロンが利用者の情報を保持および使用する際に
は、適用される法律および規制に従います。
•

•

•
•

弊社は、利用者にサービスを提供するため、有効になっている利用
者のアカウントを維持するため、またはその他弊社の事業を運営す
るために必要な場合に限り、利用者の情報を保持します
利用者がアカウントを終了した場合、弊社からのマーケティングコミ
ュニケーションを受け取らない選択をしない限り、弊社の製品やサー
ビスについてのお知らせ、利用者に影響する可能性がある重要な業
務上の最新情報、利用者が関心を持つ可能性のある製品やサービ
スについての引き続きお知らせする場合があります
弊社は、利用者の情報の一部を引き続き業務上の目的で使用し、
弊社の製品やサービスの改善に役立てる場合があります
弊社は、法的義務および報告義務の遵守、紛争の解決、契約の履
行、未処理の取引の完了、および詐欺行為の発見・防止のために、
適用される規制およびマイクロンの記録・情報管理ポリシーに必要
な情報を保持し、使用します

B. マイクロンによる対応。データ保護に関する権利の行使について個人か
らリクエストを受けた場合、弊社は、適用されるデータ保護法に従ってすべ
てのリクエストに対応します。データ保護に関する権利は、利用者の居住国
や地域によって異なります。多くの場所では、次のような権利が認められて
います。
•
•
•
•
•

利用者の情報の開示、修正、更新、削除請求
利用者の情報の処理に対する異議申し立てまたは制限のリクエスト
情報ポータビリティに関する権利行使のリクエスト
弊社からのマーケティングコミュニケーションを受けるかどうかの選
択
利用者の情報の収集または処理に対する同意の随時撤回（撤回に
よって利用者の撤回前に行った処理の合法性に影響はなく、それ以
外の合法的な処理にも影響しません）

マイクロン社外秘

いつでも
地域のデ
ータ保護
当局に連
絡するこ
とができ
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マイクロン
がプライ
バシー権
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ることは
ありませ
ん。
10. 利用
者の情報
のセキュ
リティ

特定の居住国や地域に関連するその他のプライバシー条項については、
本通知の第 11 項をご確認ください。
C. データ管理者。マイクロンは、EU 一般データ保護規則（2016/679 規則。
「GDPR」）や同種のデータプライバシー規制により、利用者に関する情報の
「管理者」とみなされます。また、利用者に関する情報について、その他の
事業体が管理者となる場合があります。マイクロン以外の事業体による情
報の使用方法についてご質問がありましたら、当該事業体にお問い合わせ
ください。

弊社は個人情報を安全に保つことを重視しています。マイクロンでは、
•
•

弊社は、
個人情報
を保護す
るための
セキュリ
ティ対策
を講じて
います。
11. 国/地
域に関す
るその他
の考慮事
項
弊社は、
多くの国
と地域で
製品とサ
ービスを

マイクロン社外秘

•
•

利用者の個人情報を保護するためのセキュリティ対策を定期的に更
新し、セキュリティ手順を慎重に見直しています
適用法やセキュリティ基準を遵守しています
該当する従業員や請負業者にデータのプライバシーについてのトレ
ーニング受講をお願いし、データの保護を義務付けます
ペイメントカード業界データセキュリティ基準を遵守します（適用され
る場合）

マイクロンは、顧客の居住地にかかわらず、強力なプライバシー権を顧客に
認めるという意図とともに、プライバシーに関する国際的な視野を有してい
ます。弊社は、プライバシー権の遵守に関する高い基準をグローバルな規
模で認識し、実施しようと試みており、本通知での用語の使用はその意図を
反映して解釈されるものとします。
特定の国または地域に関連するプライバシー条項は以下のとおりです。
• 中国
• 欧州連合、英国、スイス、および欧州経済領域

マイクロン社外秘

提供して
います。
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• インド

12. プライ
バシー通
知の変更

弊社は、随時、本通知の変更や更新を行うことができます。弊社は、利用者
への事前の通知なしに、いつでも変更や更新を行う権利を留保します。

弊社は、
プライバ
シー通知
や付随の
プライバ
シー手順
を随時変

マイクロン社外秘

• シンガポール
• 米国 – カリフォルニア州

利用者の個人情報の処理方法に重大な変更を加える場合は、弊社のウェ
ブサイトに本通知の最新バージョンを掲載することによって周知します。ま
た、弊社の製品やサービスに関する情報を通じて、またはその他のコミュニ
ケーションチャネル（メール、ニュースレター、コミュニティ投稿など）を通じて
変更を通知する場合があります。変更が行われた場合は、十分にご確認く
ださい。

マイクロン社外秘

更するこ
とができ
ます

変更内容に同意できない場合や、弊社の製品やサービスのそれ以上の利
用を希望されない場合は、ご自身のアカウントを停止し、製品やサービスの
ご利用等を中止してください。プライバシー通知のすべての変更は掲載が
行われた時点で直ちに有効になり、法令で禁止されている場合を除き、利
用者は、プライバシー通知の更新後に弊社とのやり取りを継続することによ
り、すべての変更を承諾したものとみなされます。

13. お問
い合わせ
方法
本通知に
ついての
ご質問や
ご意見
は、メー
ル、電
話、また
は郵便で
お寄せく
ださい。

A. メール：privacy@micron.com

マイクロン社外秘

B. 電話：1-800-336-8915
C. 郵便：
Micron Technology, Inc.
Attention: Legal - Privacy
8000 South Federal Way
Boise, Idaho 83707-0006, 米国
特定の地域や国のお問い合わせ方法については、第 11 項をご参照くださ
い。

マイクロン社外秘

プライバシーに関する追加の考慮事項 - 中国

マイクロンによる中国居住者の個人情報の処理には、マイクロンプライバシー通知の規定に
加えて、プライバシーやデータ保護に関する以下の措置が適用されます。
準拠法：
弊社との関係の継続中、弊社のプライバシー通知の規定に従って個人情報の収集や処理が
行われます。この追加規定は、マイクロンによる中国に居住する特定の個人や識別可能な個
人に関する個人情報の処理に適用されます。
個人情報の処理を行うマイクロン事業体は、利用者が弊社とやり取りをする個々の状況や、
中華人民共和国の個人情報保護法をはじめとする適用されるデータ保護法によって異なりま
す。マイクロンは、適用される法的要件が遵守され、適切なテクノロジーを用いて敬意と注意を
払って個人情報が処理されるようにするため、内部方針を採用し、措置を講じています。
利用者データの管理：
•

マイクロンは、記録された個人情報が正確であること、および収集された目的のために
必要なものであることを保証します。

•

利用者は、弊社が処理する利用者の個人情報にアクセスする権利と、当該個人情報
の修正や削除を要求する権利を有しています。ただし、マイクロンが当該情報を保持
する法的義務を負う場合にはこの限りではありません。さらに、利用者は、自身の個人
情報に関する処理への制限や処理への反対を行う権利、データポータビリティに関す
る権利、およびプライバシーポリシーの説明を受ける権利を有しています。有効かつ適
切な要求に対し、弊社は遅滞なく対応いたします。

•

個人情報の処理について弊社から同意を求められた場合、利用者は弊社に連絡する
か、弊社ウェブサイトで提供しているセルフヘルプツールを使用して、いつでもそのよう
な同意を撤回または変更することができます。

中国（CN）のお問い合わせ先：
データ管理、またはプライバシーに関する質問や懸念事項について弊社にご連絡いただく場
合、メールが最も迅速で望ましい方法です。この場合、privacy@micron.com 宛てにお願いい
たします。
また、下記宛てに直接郵便でお問い合わせいただくこともできます。
Micron Semiconductor, (Shanghai) Co., Ltd
Attention: Legal-Privacy
18F, Building 1

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

1535 Hong Mei Road
Xuhui District, Shanghai, 中華人民共和国
Micron Semiconductor, (Xi’an) Co., Ltd
Attention: Legal-Privacy
No.28-2, Xi‘an Guan Zhong Comprehensive Bonded Zone
Xinxi Avenue, Xi’an Hi-Tech Zone
個人情報のプライバシーに関する法律に対するマイクロンのコンプライアンスに懸念がある場
合は、お住まいの地域のプライバシーデータ保護当局に連絡することもできます。

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

プライバシーに関する追加の考慮事項 - 欧州連合（EU）、英国（UK）、スイス（CH）、欧州経
済領域（EEA）

マイクロンによる EU、UK、CH、および EEA 居住者の個人情報（本項では「個人データ」）の
処理には、マイクロンプライバシー通知の規定に加えて、プライバシーやデータ保護に関する
追加措置が適用されます。
準拠法：

弊社とのやり取りに際して、利用者の個人データの収集および処理は、マイクロンプライバシ
ー通知の条件に従って行われ、これらの追加条項によって変更または補足されます。
個人データの処理を行うマイクロン事業体は、利用者が弊社とやり取りをする個々の状況や、
EU 一般データ保護規則（2016/679 規則。「GDPR」）などの適用されるプライバシー規則によ
って異なります。マイクロンは、適用される法的要件が遵守され、適切なテクノロジーを用いて
敬意と注意を払って個人データが処理されるようにするため、内部方針を採用し、措置を講じ
ています。
法的根拠：

適用法とポリシーは、個人データの処理について「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。多くの場合、弊社は、利用者とのやり取りにあたり、本通知で説明されるよ
うに個人データの処理に関する法的根拠についてお知らせします。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。GDPR や同
種の法令が適用される場合、弊社は、通常、「同意」、「契約の履行」、または「正当な利益」を
主な法的根拠として個人データを処理します。以下の表には、弊社による各処理活動の詳細
とそれに対応する法的根拠が記載されています。
マイクロンによる処理活動

個人データを処理する法的根拠

利用者とのやり取り、弊社製品やサービスの提
供

(a) 利用者との契約の履行に必要なため
(b) 利用者との関係の管理、弊社製品やサービ
スの利用状況の把握など、当社の正当な利
益のために必要なため
(a) 利用者との契約の履行に必要なため
(b) 事業を運営し、記録を最新の状態に保つな
ど、当社の正当な利益のために必要なため
(a) 利用者とのビジネスにおける当社の正当な
利益に必要なため

弊社アカウントの作成、維持、運用

弊社のプラットフォーム、機能、またはウェブサ
イトを通じた、またはサードパーティのビデオ会
議プラットフォームやその他の提携プラットフォ
ームを通じた、利用者とのビジネスの実施

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

特定のダイレクトマーケティングコミュニケーショ (a) 同意（法的な例外が適用される場合を除く）
ンの送付や、利用者のリクエストに応じた特定
(b) 同意が不要な場合は、事業の促進や成長、
のマーケティング、プロモーション、または広告
潜在的なセールスリードの生成、利用者の
コンテンツの提供
関心事項の把握など、当社の正当な利益の
ために必要なために、こうしたコミュニケー
ションを送付します
特定の法域におけるマーケティング、アナリティ (a) ウェブサイトのクッキーツールを通じて得た
クス、またはその他の必要な目的でのクッキー
同意
の使用
カスタマーサービスへのお問い合わせの解決
(a) 利用者との契約の履行に必要なため
や、弊社ポリシーの変更に関する通知など、利 (b) 事業の運営や、顧客による製品やサービス
用者との関係の管理
の利用状況の把握など、当社の正当な利益
のために必要なため
診断、トラブルシューティング、修復、セキュリテ (a) 安全な事業運営、弊社の製品、サービス、
ィ、不正行為の防止、およびその他の監視やセ
および顧客の保護、管理サービスや IT サ
キュリティに関する活動の実施
ービスの提供、ネットワークセキュリティ、不
正行為の防止など、当社の正当な利益のた
めに必要なため
(b) 弊社の規約、条件、およびポリシーの履行
の強制など、利用者との契約の実現に必要
なため
ビジネスプランニング、事業予測、および事業
(a) 効果的な事業運営や事業発展など、当社の
報告の実施
正当な利益に必要なため
(b) 企業財務に関する要件など、法的義務の遵
守に必要なため
弊社との経験や弊社製品やサービスの改善や (a) 同意
パーソナライズの試み
(b) ウェブサイトや製品の利用状況の把握や、
事業のさらなる発展など、当社の正当な利
益のために必要なため
製品やサービスを改善するためのデータ解析
(a) ウェブサイトや製品の利用状況の把握や、
の実施
事業のさらなる発展など、当社の正当な利
益のために必要なため
(b) 同意（利用者のデバイスに対する情報の保
存や読み取りを伴う処理に関する同意）
製品やサービスに関する特定の研究の実施、
(a) 研究、調査、またはフィードバックフォーム
アンケートやその他の方式によるフィードバック
への協力の同意
のリクエスト
(b) 新製品やサービスの開発、事業の成長な
ど、当社の正当な利益のために必要なため
セキュリティや安全衛生の取り組みに関する特
定データの収集と追跡

マイクロン社外秘

(a) 同意（または、特別な種類の個人データの
場合は、明確な同意）

マイクロン社外秘

利用者による支払いの処理や管理
法的義務および特定の法の執行要求の遵守、
契約に関する法的要求のサポート

(b) 安全衛生や均等法など、法的義務の遵守
に必要なため
(c) 機密データ、IT インフラ、施設のセキュリテ
ィ保護に関する、当社の正当な利益に必要
なため
(a) 取引の処理や未払金の回収など、利用者と
の契約の実現に必要なため
(a) 裁判所の命令やその他の政府機関から要
求された場合や、規制要件で義務付けられ
る場合など、法的義務の遵守に必要なため
(b) 利用者との契約の履行に必要なため

利用者データの管理：
•

•

•

個人データの処理について弊社から同意を求められた場合、利用者は弊社に連絡す
るか、弊社ウェブサイトで提供しているセルフヘルプツールを使用して、いつでも当該
同意を撤回または変更することができます
利用者は、弊社が処理した個人データの開示を請求する権利を有し、マイクロンが法
的に保存を要求されている場合を除き、データの修正または削除を請求することがで
きます。利用者はまた、自身の個人データの処理を制限したり、そうした処理に反対し
たりする権利を有しています
適切に提出・確認された請求には 30 日以内に対応いたします

EU や UK のお問い合わせ先：
データ管理、またはプライバシーに関する質問や懸念事項について弊社にご連絡いただく場
合、メールが最も迅速で望ましい方法です。この場合、privacy@micron.com 宛てにお願いい
たします。
また、下記宛てに直接郵便でお問い合わせいただくこともできます。
フランス（個人）：
Micron Semiconductor France, SAS
Attention: Legal-Privacy
23, avenue Carnot
91300 Massy
フランス 91300
ドイツ（個人）：

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

Micron (Deutschland) GmbH
Attention: Legal-Privacy
Leopoldstrasse 250B
Munich, D-80807
イタリア（個人）：
Micron Semiconductor Italia S.r.l.
Attention: Legal-Privacy
Via Trento, 26
Vimercate, MB 20871, イタリア
英国（個人）：
Micron Europe Limited
Attention: Legal-Privacy
Greenwood House
London Road
Bracknell, Berkshire, RG12 2AA, 英国
他の EEA 諸国や CH の居住者は、以下の宛先にお問い合わせください。

Micron (Deutschland) GmbH
Attention: Legal-Privacy
Leopoldstrasse 250B
Munich, D-80807
Email: privacy@micron.com
EU 個人データのプライバシーに関する法律に対するマイクロンのコンプライアンスに懸念が
ある場合は、お住まいの地域のプライバシーデータ保護当局に連絡することもできます。

プライバシーに関する追加の考慮事項 - インド

マイクロンによるインド居住者の個人情報の処理には、マイクロンプライバシー通知の規定に
加えて、プライバシーとデータ保護に関する追加措置（「IN プライバシー条項」）が適用されま
す。この IN プライバシー条項は、マイクロンによるインドに居住する特定の個人や識別可能な
個人に関する機微な個人データや個人情報（IT 法や IT 規則の定義による）（「IN 個人デー
タ」）の処理に適用されます。
準拠法：

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

弊社との関係の継続中、弊社のプライバシー通知の規定に従って IN 個人データの収集や処
理が行われます。この追加規定は、マイクロンによるインドに居住する特定の個人や識別可
能な個人に関する個人情報に適用されます。
IN 個人データの処理を担当するマイクロンの組織は、2000 年情報技術法（「IT 法」）および
（合理的なセキュリティ慣行、手順、および機密性の高い個人データおよび情報に関する）
2011 年情報技術規則（「IT 規則」）を含め、利用者とのやり取りおよび適用されるプライバシ
ールールに関する固有の状況によって決まります。マイクロンは、適用される法的要件が遵守
され、適切なテクノロジーにより、敬意と注意をもって IN 個人データが処理されるようにするた
め、内部方針を採用し、措置を講じています。
利用者データの管理：
•
•

•

マイクロンは、収集目的に関連する正確な IN 個人データを使用するように努めていま
す
マイクロンは、請求を検証後、個人に対して弊社に提供した情報を確認することを認
め、IN 個人データが不正確または不十分であることが判明した場合には、適宜修正し
ます。ただし、マイクロンは、弊社やその受託先が個人から提供を受けた IN 個人デー
タの真正性について責任を負いません
IN 個人データの処理について弊社から同意を求められた場合、利用者は弊社に連絡
するか、弊社ウェブサイトで提供されているセルフヘルプツールを使用して、いつでもそ
のような同意を撤回または変更することができます

利用者データのセキュリティ確保：

マイクロンは、IN 個人データを、損失、不正使用、さらには不正または意図しないアクセス、開
示、改ざん、および破壊から保護するセキュリティ対策を講じています。これには、IN 個人デ
ータのセキュリティ確保や保護のためのポリシーや技術的、物理的、および組織的な対策を
含みます。ただし、セキュリティを完全に確保することはできず、情報が常に安全に保たれるこ
とについては保証いたしかねます。
インド（IN）のお問い合わせ先：

データ管理、またはプライバシーに関する質問や懸念事項について弊社にご連絡いただく場
合、メールが最も迅速で望ましい方法です。この場合、privacy@micron.com 宛てにお願いい
たします。
マイクロンの苦情処理責任者：
マイクロン苦情処理責任者のお問い合わせ先：
苦情処理責任者
ジェフリー・サルマン

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

グローバルデータプライバシーおよびデータセキュリティ担当法務ディレクター
メール：privacy_india@micron.com
また、下記宛てに直接郵便でお問い合わせいただくこともできます。
Micron Technology Operations India LLP
Attention: Legal-Privacy
The Skyview 20, 7th Floor, Sy. No. 83/1,
Raidurgam, Madhapur,
Hyderabad – 500 081, Telegana, インド
IN 個人データのプライバシーに関する法律に対するマイクロンのコンプライアンスに懸念があ
る場合は、お住まいの地域のプライバシーデータ保護当局に連絡することもできます。

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

プライバシーに関する追加の考慮事項 - シンガポール

シンガポールのお問い合わせ先

データ管理、またはプライバシーに関する質問や懸念事項について弊社にご連絡いただく場
合、メールが最も迅速で望ましい方法です。この場合、privacy_singapore@micron.com 宛
てにお願いいたします。
また、下記宛てに直接郵便でお問い合わせいただくこともできます。
Attention: Singapore Data Protection Officer
Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd.
1 North Coast Drive
シンガポール 757432
電話でのお問い合わせ：+65 6637 2988

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

プライバシーに関する追加の考慮事項 - 米国 - カリフォルニア州

マイクロンによるカリフォルニア州に居住する一定種別の個人や世帯に関する個人情報の処
理には、マイクロンプライバシー通知の規定に加えて、プライバシーやデータ保護に関する追
加措置（「カリフォルニアプライバシー条項」）が適用されます。
この追加情報は、2018 年カリフォルニア州消費者プライバシー法（「CCPA」）に準拠して掲載
したものであり、このセクションで使用されている用語は CCPA で定義された用語と同じ意味
を持ちます。カリフォルニアプライバシー条項は、CCPA で適用除外される個人情報には適用
されません。
利用者の個人情報の処理を担当するマイクロンの組織は、利用者とのやり取りに関する固有
の状況によって決まります。
カリフォルニア個人情報の収集、使用、および開示

プライバシー通知の発効日までの 12 か月間に、マイクロンは、カリフォルニア州居住者からプ
ライバシー通知の第 3 項に記載されるすべての情報を収集しました。この詳細については同
項をご覧ください。なお、個人識別情報については、一般に、以下の表に記載されている種別
の情報がこれに該当します。以下の表にはまた、本通知の発効日までの 12 か月間に弊社が
データを開示したサードパーティの種別が記載されています。
弊社が収集したカリフォルニア個人情報の
CCPA 上の分類と各情報の説明
識別子（氏名、メールアドレス、電話番号、そ
の他の連絡先情報など）

弊社が情報を開示したサードパーティの種
別
• 弊社の関連会社と子会社
• 決済業者、マーケティング業者、アナリテ
ィクス業者、テクニカルサービス業者（デ
ータストレージ、カスタマーサポート、
CRM システムの提供業者など）といった
弊社をサポートするサードパーティや、そ
の他の請負業者
• 紛争解決に関わる事業体（仲裁人や紛
争の相手方など）
• 予定中や実施された重大な企業取引や
イベントに関わる事業体
• 政府事業体

商業的情報（利用者と弊社ブランドとの関係
など）
金融データ（支払情報、口座情報、クレジット
カード情報など）
地理位置情報

同上

マイクロン社外秘

同上
同上

マイクロン社外秘

インターネットやその他のネットワーク活動ま 同上
たはデバイスによる活動（IP アドレス、デバ
イス識別子、クッキーデータ、デバイス属性、
デバイス使用情報、ブラウジング情報、メタ
データ、プライバシー通知の第 3 項に記載
するその他の情報）
その他の個人識別情報や個人と合理的に
同上
関連付けられる情報
上記のいずれかに基づく推論
同上
本通知の発効日までの 12 か月間に、弊社は、CCPA において「識別子」（IP アドレスなど）、
「インターネットまたはその他の電子的なネットワーク活動の情報」（個人によるウェブサイトの
ブラウジング行動に関する情報など）、および「商業的情報」（弊社からの購入を検討している
利用者に向けたページへのブラウザによる訪問など）と称されている情報を、弊社をサポート
するサードパーティ（マーケティング業者やアナリティクス業者など）に「販売」（この用語の意味
は CCPA の定義によります）しました。これは現在でも継続しています。私たちが知る限り、弊
社は、16 歳未満の方の個人情報を「販売」していません。
個人情報の「販売」を拒否する CCPA 上の権利：

カリフォルニア州居住者は、特定の個人情報の「販売」（この用語の意味は CCPA の定義に
よります）をしないように求める権利を有しています。利用者は、以下の全手順に従うことで、
このリクエストを行うことができます。
1. Micron.com の左下隅にある「個人データの管理」ツールを使用し、「ご自身のデータに
関するリクエスト」項目をクリックして「私の情報を販売しない」ことをリクエストするか、
+1-800-336-8915 に電話でリクエストします
2. クッキーや関連テクノロジーを通じて行われる CCPA 上の「販売」をオプトアウトの対
象に含めることをリクエストする場合は、使用するマイクロンウェブサイトで以下の手順
を実施してください
a. ウェブサイトの左下隅にある「個人データの管理」ツールをクリックします
b. 「弊社が収集する情報」項目を選択します
c. すべての種類のクッキーをオフに切り替えます
d. 「設定を保存する」ボタンをクリックします
e. マイクロンウェブサイトのアクセスに用いるデバイスやブラウザごとにこの手順
を繰り返します
個人情報のアクセスや削除を行う CCPA 上の権利：

カリフォルニア州居住者の場合はまた、カリフォルニア州法により、次のリクエストを行うことが
認められています。

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

•

•
•

過去 12 か月間に弊社が収集や開示を行った個人情報の種別、その情報の取得先の
種別、個人情報の収集や販売のビジネス上の目的や商業上の目的、および弊社が個
人情報を共有したサードパーティの種別の提供
弊社が保有する利用者に関する特定情報へのアクセスやそうした情報の写しの提供
弊社が保有する利用者に関する特定情報の削除

一部の情報は、適用法に基づくこれらのリクエストの対象外となります。
これらの権利の行使を申請し、迅速な対応を受けるには、弊社の「個人データの管理」ツール
を使用して「ご自身のデータに関するリクエスト」項目をクリックするか、+1-800-336-8915 に
電話でお問い合わせください。セキュリティ上および法律上の理由のため、マイクロンでは、サ
ードパーティのウェブサイトやサービスへのアクセスを要するリクエストを受け付けていませ
ん。弊社は、リクエストに応じる前に、リクエスト申請者の身元の十分な確認を行うための措置
を講じる権利を留保します。この措置は、リクエストの種類、リクエスト対象のデータの機微
性、および利用者と弊社のやり取りの性質によって異なり、氏名の確認、弊社がリクエスト申
請者のメールアドレスに送信したメールに記載されるリンクのクリック要求、リクエスト申請者
が保有している弊社アカウントへのログインの要求、リクエスト申請者のみが知り得る弊社と
の関係に関する情報の提供の要求などがあります。
カリフォルニア州居住者はまた、CCPA に基づき、CCPA 上の権利行使によって不利益な扱
いを受けない権利を有しています。
代理人によるリクエスト：

コンシューマーに代わって代理人がリクエストする場合、弊社は、代理人がリクエストする正当
な権限を有していることを確認するための措置を講じる権利を留保します。この措置には、公
証済みの確認書や委任状といった証明書の提出のリクエストなどがあります。弊社はまた、身
元確認をコンシューマーに直接要求することがあります。クッキーや関連テクノロジーを通じて
行われる販売に関するオプトアウトリクエストの場合、弊社サービスへのアクセスに用いる各
ブラウザでリクエストする必要があるため、コンシューマー自身がオプトアウトを行うことが最も
簡単な方法です。ただし、代理人によるブラウザでのリクエストをコンシューマーが希望する場
合は、代理人がコンシューマーのブラウザを使ってそのリクエストを行うように取り決めても構
いません。コンシューマーが代理人とこうした取り決めやその他の取り決めを行った場合、弊
社では、その取り決めに伴うセキュリティ上のリスクについて責任を負いかねます。なお、この
内容は、ユーザーが自身のログイン認証情報を代理人やサードパーティと共有することを許
可するものではありません。このような共有は禁止されており、代理人によるプライバシー通
知に基づくリクエストには必要ありません。
米国カリフォルニア州のお問い合わせ先：

マイクロン社外秘

マイクロン社外秘

データ管理、またはプライバシーに関する質問や懸念事項について弊社にご連絡いただく場
合、メールが最も迅速で望ましい方法です。この場合、privacy@micron.com 宛てにお願いい
たします。
また、下記宛てに直接郵便でお問い合わせいただくこともできます。
Micron Technology, Inc.
Attention: Legal - Privacy
8000 South Federal Way
Boise, Idaho 83707-0006, 米国
電話でのお問い合わせ：1-800-336-8915

マイクロン社外秘

