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マイクロン プライバシー通知 

本通知の翻訳版は、以下をご覧ください。 

フランス語/ Français | ドイツ語/ Deutsch | イタリア語/ Italiano  | 日本語/ 日本語 | 韓国語 / 

코리언| マレー語/バハサ・マレーシア | 簡体字中国語/ 简化中文 | 繁体字中国語/ 傳統漢語 

 

Micron Technology, Inc.とそのグループ会社（総称して「マイクロン」または「弊社」）は、妥協のない健

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、利用

者の個人データを保護します。 
 

このマイクロン プライバシー通知（「本通知」）では、弊社による利用者の個人データの処理方法につ

いて、および弊社による利用者の個人データの使用を管理するためのデータプライバシーに関する適

用規制に基づき利用者が有する可能性のある選択肢について説明をしています。ここで言う「処理」

とは、利用者の個人データの収集、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」をご

参照ください）。 
 

最終更新日：2023年1月1日 

 

1. 本プライバシー通知の適用範囲 

本通知は、居住国や地域にかかわらず、マイクロンのウェブサイトやアプリケーションの利用者、弊社施
設への訪問者、および弊社サービスの利用者に適用されます。 
 

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」）の個人データ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利用者の個人データの処理については、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。 
 

2. 利用者の権利と選択 

マイクロンでは、利用者がご自身の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
法を管理することができます。 

https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_fr-fr.pdf?la=en&rev=f9562bf0c448486082a96009a06676ac
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_de-de.pdf?la=en&rev=0522bd06fe3645f88e6dded71b0094dd
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_it-it.pdf?la=en&rev=3ae2aa1c5bd344e99e302f92206ad076
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ja.pdf?la=en&rev=446a9ca573614bdd8be576fa8628c69e
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/applicantprivacynotice_korea.pdf?la=en&rev=8db2a0699888428ea52bd2ef220ed215
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/applicantprivacynotice_korea.pdf?la=en&rev=8db2a0699888428ea52bd2ef220ed215
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ms-my.pdf?la=en&rev=083ed223b5aa4c368af827c805cde8e1
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-cn.pdf?la=en&rev=dba125efc63a455c8849f872e00eb3ec
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-tw.pdf?la=en&rev=606d56c6f22a46a6b2782f2a8809694c
https://www.micron.com/privacy/micron-entities
https://www.micron.com/terms-of-use
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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、個人データに関する一定

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利用者の個人データ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。 
 

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。 
 

本通知では、「個人データ」とは、直接または間接に、個人（「データ主体」）を特定し、関係付けし、

説明し、合理的に関連付けることができ、または合理的に結び付けることのできるあらゆる情報を指

し、該当するデータ保護法で定義される「個人データ」または「個人情報」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

データに含まれません。マイクロンは、匿名情報を非識別化された状態で保管することを約束し、かか

るデータを再識別化することは行いません。 
 

A. 利用者が提供した個人データ。 

• 利用者が弊社とやり取りする際、弊社は弊社との関係（ベンダー、ホスト、雇用主など）に応じ

て情報を収集します。 利用者が弊社とやり取りするためには、一部の個人データの提供が必

要となる場合があります。 弊社とのやり取りをパーソナライズするために、追加の個人データの

提供をお願いする場合があります。   
 

B. サードパーティからの個人データ。 

• 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データを取得することが

あります。 

• マイクロンは、弊社が保有する利用者に関する個人データを補完し、検証し、またはその正確

性の向上のために、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、弊社の製品

をより効率的に提供する目的で、利用者の郵送先住所を確認するためにサードパーティを使

用します。 

• 利用者がサードパーティに提供した個人データ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。利用者がサードパーティと共有する個人データがどのよう

に使用され、他者と共有される可能性があるかを把握するために、当該サードパーティのポリ

シーおよびプライバシー設定を確認することをお薦めします。 
 

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テクノロジーを使用し

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

mailto:privacy@micron.com
mailto:privacy@micron.com
https://www.micron.com/cookie-policy
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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、利用者の嗜好をより正確に把握するために、利用者に関する情報を使

用して導き出した推論を利用する場合があります。 

弊社は、利用者に可能な選択肢を提供したり、推奨を行ったり、利用者に関心のありそうな製品や

サービスをお知らせするために、嗜好に関するデータを使用します。 
 

E. 子供の情報。マイクロンは、商業的な製品またはサービスを子供に販売することはありません。16歳

未満の方は、弊社に個人データを提供しないようにお願いいたします。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代行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）による、同財団が提供するウェブページや教育プログラムに関連して行われる個人データの収

集や使用に関する詳細については、こちらをクリックしてください。     
 

F. 個人データの収集、開示、保持に関するチャート。 
 

https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/k12/micronfoundation_privacy-policy.pdf?rev=91ef8b9f897a46dfb4f2c5c41c8808f9
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弊社が収集する個人データ

のカテゴリー 

個人データの事業上および

商業上の使用 

弊社が情報を開示するサー

ドパーティの種別 

個人データの保持 

個人を特定できる情報（氏

名、メールアドレス、電話番

号、 勤務先、その他連絡先

情報など） 

• アカウントの登録とサー

ビスの提供 

• 利用者とのコミュニケー

ション 

• 新しい製品やサービスの

改善・開発 

• 弊社の製品・サービスの

提供と事業運営 

• 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 

10年 

購入、取得、検討した製品

またはサービス、またはその他

の購入、消費履歴や傾向を

含む商業情報  

• 新しい製品やサービスの

改善・開発 

• 弊社の製品・サービスの

提供と事業運営 

同上 10年 

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） 

弊社の製品・サービスの提

供と事業運営 

同上 10年 

インターネットやその他のネッ

トワーク活動またはデバイス

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） 

• アカウントの登録とサー

ビスの提供 

• 利用者とのコミュニケー

ション 

• 新しい製品やサービスの

改善・開発 

• 弊社の製品・サービスの

提供と事業運営 

• 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 

10年 
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4. 利用者の情報の使用方法 

マイクロンは、弊社の製品およびサービスを開発し利用者に提供するため、利用者とのやり取りをパー
ソナライズ、改善および促進するため、弊社の事業を管理するため、および適用法の遵守を徹底する
ために、利用者の個人データを使用します。 
 

特段の記述がない限り、弊社は収集した利用者の個人データを、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。 

 

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、補完、サービス提供、変更、削除のために利用者の個人デ

ータ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データ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、利用者の個人データ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データ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データを使用する場合が

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データを使用する場合

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 

• 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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• 個人データを使用して集計データや匿名データを作成され、当該データは、任意の目的で使

用や開示が行われます。 
 

5. 利用者の情報の共有方法 

弊社は、本プライバシー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。 

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、利用者の情報の保護、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、弊社の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の情報（個人データを

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。 

 

E. 事業の売却。弊社は、弊社事業の一部の売却、合併、または譲渡する場合、その取引の一環と

して、利用者に関する情報を共有、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データを共有する場合がありま

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。 
 

https://www.micron.com/terms-of-use
https://www.micron.com/terms-of-use
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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、利用者が居住する国または地域とは異なる国または地域で、利用者の個人データの転送、
処理、または保存を行うことがあります。 
 

適用法で容認される場合、弊社は、弊社が施設を有する、事業展開を行い、またはサービス業者と

契約している国や地域、また本通知に記載する個人データのその他の受領者が所在する国や地域

で、利用者の個人データの移転、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

用や弊社とその他の方法でやり取りを行うことにより、ご自身の居住地や情報の収集地と異なる国に

ご自身の個人データを移転することや、こうした国においてご自身の個人データ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、マイクロンでは、データの移転、処理、保存に際して利用者の個人データ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、自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かについての追加情

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、現在では、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

ら米国への個人データの移転については、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、この

ような移転や、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

に関しては、マイクロンでは、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

利用者の同意（限定的な状況において）に依拠しています。当該条項のコピーについては、下記のと

おり弊社までご連絡をお願いいたします。 
 

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、ご自身の個人データへのアクセスリク

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。個人データ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。 
 

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データの提

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。ご自身の個人データ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。 

https://www.micron.com/privacy/privacy-shield
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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データの管理者は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社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。 
  

8. プライバシーの管理 

利用者は、ご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
利用者の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、その他のプロモーション以外のメッセージが引き続き弊社から送られる場合もあります。 
 

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。 

• 弊社に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、利用者の個人データを管理し、利用者の個人データや弊社とのやり取りに関するデータの

管理や設定の変更を行う。  

• 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。 

• （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. 利用者の個人データの更新。 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の変更、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、ご自身

の個人データにアクセスし、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、その他の類似テクノロジー（「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「利用者の個人データの管理」ボタンをご確認ください。関心に基づく広告のクッキー

mailto:mailto:privacy@micron.com
https://www.micron.com/cookie-policy


 

 

Micron Confidential 

マイクロン社外秘 

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たりす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。 
 

 9. データ保持 

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、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。 

• 個人データのカテゴリー別の保持については、セクション3の表を参照してください。 
 

10. 利用者の情報のセキュリティ 

弊社は、個人データを保護するためのセキュリティ対策を講じています。 

 

利用者の個人データを安全に保つことは、弊社にとって重要なことです。マイクロンでは、以下のことを

行っています。 

• 利用者の個人データ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、

利用者のデータの保護を義務付けます。 

https://www.micron.com/cookie-policy
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• 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）。 
 

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提供しています。弊社がグローバルに遵守するプライバシ
ーの原則と手順についてはプライバシー通知で定めていますが、利用者が所在する国や地域によって
は、特定の法律が適用される場合があります。 
 

マイクロンは、居住地にかかわらず、個人に強力なプライバシー保護を提供する目的で、プライバシー

に関するグローバルなアプローチを採用しています。 弊社は、グローバル規模でプライバシー権のコンプ

ライアンスに関する高い基準を認識し、実施しています。 
 

特定の国または地域に関連するその他のプライバシーに関する規定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 

• インド  

• シンガポール 

• 米国 - カリフォルニア  

• 米国 - バージニア州  

 

12. プライバシー通知の変更 

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更することができます。 
 

弊社は、随時、本通知を変更または更新することがあり、利用者に事前に通告することなく、いつで

も、変更または更新を行う権利を留保します。利用者の個人データ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プライバシー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）を通じて変更を周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。 

 

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 

本プライバシー通知についてご質問やご意見がある場合は、メール、電話、またはダイレクトメールにて
弊社までお問い合わせください。特定の地域や国における弊社への連絡方法の詳細については、第
11条をご覧ください。 

 

A. メール：privacy@micron.com 

B. 電話：1-800-336-8915 

https://www.micron.com/privacy/china-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/eu-and-uk-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/india-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/singapore-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/us-privacy-considerations
mailto:privacy@micron.com
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C. 郵便： 

Micron Technology, Inc. 

Attention: Legal - Privacy 

8000 South Federal Way 

Boise, Idaho 83707-0006, 米国 
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