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株式会社グローバルステージ（以下「当社」といいます）は、お客様の個⼈情報がどのよ

うに収集され、どのように共有されるかを理解することが、お客様にとって⾮常に重要で

あることを理解しています。このプライバシーポリシー（以下「本ポリシー」といいま

す）は、当社とその関連会社が、お客様とお客様の学⽣等の個⼈情報をどのように収集、

使⽤、開⽰するかを説明します。

本ポリシーは、www.interedgs.com�で利⽤可能なInterEd関連のウェブサイトおよび

InterEd関連のモバイル・アプリケーション、および本ポリシーを掲載する当社の他のウェ

ブサイトまたはアプリケーション（それぞれ「本サイト」または「本アプリ」といいま

す）、ならびに本サイトまたは本アプリを通じて提供される当社のすべてのサービス（以

下総称して「本サービス」といいます）に適⽤されます。本サービス上でユーザーアカウ

ントを持つユーザーの場合、「お客様の」および「お客様の学⽣」とは、両⽅とも本サー

ビスのユーザーを意味するものとします。

本サービスを通じて個⼈情報を送信することにより、お客様は、本ポリシーに従って、お

客様およびお客様の学⽣の個⼈情報が⽶国および⽇本で処理されることに明⽰的に同意す

るものとします。

１ 学校を経由した利⽤者への注意事項

お客様が所属する学校から本サービスへのアクセスを与えられたユーザー（またはユーザ

ーの保護者）の場合、本ポリシーは、お客様の学校が学⽣の情報をどのように収集、使

⽤、または開⽰するかを管理するものではありません。学校のプライバシー慣⾏の詳細に

ついては、学校にお問い合わせください。さらに、学⽣の情報は、所属する学校や学区と

共有されることがあります。お客様が所属する学校は、学⽣の情報を管理者や教師と共有

することを選択することができ、また、学校の要求に応じて、私たちは学⽣の情報を共有

することがあります。私たちは、学校によるお客様の個⼈情報の収集、使⽤、開⽰、また

は学校の要求で共有された情報については責任を負いません。お客様が所属する学校のプ

ライバシー慣⾏を知りたい場合は、学校にご連絡ください。

２ 学⽣データの保護

当社が、学⽣、教師、学校に本サービスを提供する場合、個⼈を特定できる情報を含む学

⽣データの収集、使⽤、開⽰は、当社の利⽤規約、学校または学区との契約、個⼈情報保

護法および学⽣の個⼈情報の収集と使⽤に関連する可能性のあるその他の適⽤法の規定に

準拠し、これを遵守します。当社の学⽣データの収集および使⽤についてご質問がある場

合は、「お問い合わせ先」記載のアドレスに電⼦メールを送信することによりご連絡くだ

さい。学校を通じて本サービスにアクセスする学⽣の個⼈情報の確認、修正、削除につい

てご質問がある場合は、直接学校にお問い合わせください。
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３ 収集する情報

当社は、本サービスを使⽤する学⽣が当社に提供する情報、学校が当社に提供する情報、

テクノロジーを通じて⾃動的に収集された情報、クッキー、固有の識別⼦、その他の追跡

ツールを使⽤して収集された情報、第三者の分析技術を使⽤して収集された情報など、さ

まざまな⽅法でお客様とその学⽣に関する情報を収集しています。当社は、お客様、お客

様の学⽣の教師や学校または第三者から収集した情報を、該当する場合には、お客様また

はお客様の学⽣から直接収集した情報と組み合わせることがあります。

(1)�教師や保護者からの情報

私たちは、お客様の個⼈情報を収集します。お客様は、学⽣に関する個⼈情報を当社に提

供することにより、それらの情報を当社に提供するために必要なすべての権限または同意

を持っていることを当社に表明するものとします。例えば、本サービスの利⽤に関連し

て、名前、国、郵便番号、電⼦メールアドレス、ユーザー名、パスワード、および⼈⼝統

計学的情報やクラス、学校、およびお客様の学⽣に関する情報を含むその他の情報を当社

に提供します。また、当社は、教師が本サービスを利⽤して学⽣に提供する注釈、フィー

ドバック、課題プロンプト等を含む教師による書き込みも収集します。お客様が当社サー

ビスまたは製品を注⽂された場合、当社は、お客様のお名前、クレジットカード情報、請

求書情報、配送情報（該当する場合）など、取引を完了するために必要なすべての情報を

収集します。この取引関連情報は、お客様の取引の処理と履⾏を⽀援する第三者と共有さ

れる場合があります。当社は、これらの第三者がお客様の取引を処理し、履⾏する⽬的の

ためにのみ、お客様の取引関連情報を使⽤することを義務付けており、それ以外の⽬的で

は使⽤しません。お客様の個⼈情報がどのように共有されるかについての詳細は、以下の

「個⼈情報の共有」及び「共同利⽤」というタイトルの本ポリシーのセクションを参照し

てください。

(2)�学⽣の情報

当社は、学⽣の名前、所属するクラス、ユーザー名、パスワードなど、学⽣がサービスの

利⽤を通じて当社に直接提供した個⼈情報を収集します。当社はまた、学⽣が使ったコー

スやレッスン、学⽣が興味を⽰したコースやレッスンの種類、アサインメントやテスト関

連情報、教師のアサインメントやプロンプトに対する学⽣の回答、学⽣がコースやレッス

ンを実施するのに費やした時間、およびその他のパフォーマンス関連情報など、学⽣が本

サービスをどのように利⽤したかに関する情報を収集します。また、学⽣が書いた⽂章に

ついては、アサインメントやプロンプトに対する回答など、さまざまな形式で収集します

が、これらに限定されません。また、学校から提供された学⽣に関する情報を収集するこ

ともあります。

(3)�学校が提供する学⽣に関する情報

当社は、お客様の学⽣に関する個⼈情報を、学校、学区、および/またはそれらの管理者

が、直接、または第三者のサービスプロバイダーを通じて、当社に提供し、共有すること

を選択した場合に収集します。
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(4)�お客様およびお客様の学⽣から⾃動的に収集された情報

当社および当社のサードパーティーサービスプロバイダは、お客様またはお客様の学⽣が

当社のサイトにアクセスしたとき、または本アプリにアクセスしたときに、以下に詳述す

る特定の技術（以下、総称して「トラッキングツール」といいます）を使⽤することを含

め、お客様およびお客様の学⽣のコンピュータまたはモバイルデバイスに関する情報を⾃

動的に収集することがあります。ユーザーが本サービスを利⽤する際に収集される可能性

のある情報としては、例えば、コンピュータまたはデバイスのオペレーティングシステム

の種類、IPアドレス、ブラウザの種類、ブラウザの⾔語、モバイルデバイスID、デバイス

のハードウェアの種類、本サービスにアクセスする前後に訪問または利⽤したウェブサイ

トまたはアプリケーション、本サービスにアクセスした部分、ページまたは機能の利⽤時

間、ウェブページまたは機能のアクセス時間、性別や年齢層などの⼈⼝統計学的情報など

があります。これらのトラッキングツールは、当社がユーザーの⼈⼝統計学やインターネ

ット上での⾏動など、ユーザーに関する情報をより深く知ることができるようにし、サー

ビスの改善に役⽴てています。

登録ユーザーであるか否かに関わらず、本サービスにアクセスまたは利⽤することによ

り、お客様は、お客様のデバイスや当社がお客様に送信する電⼦メールにクッキーを含む

トラッキングツールを設定してアクセスし、本ポリシーに基づき、これらのトラッキング

ツールを通じてお客様の活動や本サービスの利⽤状況を追跡することについて、お客様が

当社に同意していることを認め、理解し、ここに同意するものとします。明確にするため

に、当社のサードパーティービジネスパートナーは、当社が設定したトラッキング・ツー

ルまたは本サービス上で設定したトラッキング・ツールには、サービスへのサービス提供

に必要な範囲を除き、アクセスすることはできません。

以下は、当社またはそのサードパーティーサービス提供者がサービスに関連して使⽤する

トラッキングツールです。

�Cookie（クッキー）

"Cookie（クッキー）"を使⽤して⾃動的に情報を収集することがあります。クッキーと

は、ウェブサイトがお客様のハードドライブに保存する⼩さなデータファイルのことで

す。とりわけ、クッキーは、本サービスとお客様の体験をより良くするのに役⽴ちます。

例えば、当社はクッキーを使⽤して、本サービスのどの部分や機能に関して、どの部分が

⼈気があるかを確認したり、本サービスへの訪問回数をカウントしたり、サービスや当社

の広告を改善したり、ユーザーにより関連性の⾼いものにするために調整したりします。

クッキーの詳細については、http://www.allaboutcookies.org�をご覧ください。

�UNIQUE�IDENTIFIERS

当社は、特定のページでの滞在時間の⻑さや、特定のログイン期間に閲覧されたページな

ど、本サービス上での個々の利⽤⾏動を追跡するために、⼀意の識別⼦を使⽤することが

あります。固有の識別⼦は、ユーザーの本サービスの利⽤に関する情報を個別に収集しま
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す。当社は、⼀意の識別⼦を通じて収集した情報を、本サービスおよびそのコンテンツの

評価および改善のために使⽤します。これには、本サービス上の特定の資料の有効性の改

善および評価、および本サービスを使⽤している間の学⽣および教師の体験を含みます

が、これに限定されません。

�WEB�BEACONS

ウェブビーコン、またはクリアGIFやピクセルタグは、ウェブページや電⼦メールに埋め

込むことができる⼩さなグラフィック画像ファイルで、ユーザーの当社サービスの利⽤状

況や当社がユーザーに送信する通信に関する情報を収集するために使⽤されます。ウェブ

ビーコンによって収集された情報により、当社は、どのように、どのくらいの⼈がサービ

スを利⽤しているのか、またはユーザーが当社の電⼦メールを開いたときにどのような情

報を収集しているのかを分析することができます。ウェブビーコンはまた、私たちの⾏動

ターゲティング広告を強化することができます。

�分析およびその他の技術

当社は、ユーザーの本サービスの利⽤⽅法を分析するために、他の技術や分析サービス

（Google�Analyticsを含む）を使⽤しています。これらの分析では、クッキーやウェブビ

ーコンと呼ばれるデジタル画像、その他の技術的⼿法を使⽤して、ユーザーが本サービス

にアクセスする頻度、どのような機能を使⽤したか、どのようなページを訪問したか、ど

のような電⼦メールを開いたか、本サービスにアクセスする前と後にどのような他のサイ

トやアプリケーションを使⽤したかなどの情報を収集し、保存します。当社は、アナリテ

ィクスサービスから得た情報を、本サービスを改善するために利⽤しています。Google

アナリティクスの詳細と、オプトアウトを選択した場合のオプトアウトについては、以下

のリンクを参照してください：�http://www.google.com/policies/privacy/partners/�お

よび�https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

�モバイルデバイス識別⼦

モバイルデバイス識別⼦とは、お客様のモバイルデバイスに保存されている識別⼦で、お

客様のモバイルデバイス、モバイルデバイス上またはモバイルデバイスを介して発⽣した

データやアクティビティ、およびモバイルデバイスにインストールされているアプリケー

ションを追跡することができます。モバイル・デバイス識別⼦を使⽤することで、個⼈情

報（メディア・アクセス・コントロールなど）だけでなく、個⼈を特定できない情報（使

⽤状況やトラフィック・データなど）も収集することができます。他のトラッキングツー

ルと同様に、モバイルデバイス識別⼦は、当社がユーザーの⼈⼝統計やインターネット上

での⾏動をより深く知り、サービスを運営し改善するのに役⽴ちます。

�サードパーティーアカウントの接続

お客様またはお客様の学⽣が本サービスにログオンするか、または別のサードパーティの

アカウント（例えば、Google�アカウント）と本サービスを関連付けることを選択した場

合、お客様またはお客様の学⽣が本サービス上でアカウントを作成し、関連するコンテン
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ツを表⽰するのを容易にするために、当社はそのサードパーティのサイトから情報を受け

取ることがあります。これらのサードパーティのアカウントから収集する情報は、あなた

またはあなたの学⽣がそのサードパーティと設定しているプライバシー設定に依存する場

合があります。

４ 個⼈情報の利⽤

当社は、本サービスを通じて収集した情報、または本サイトや本アプリ上で、または本サ

ービスに関連してお客様から開⽰された情報を、本ポリシーに記載されている⽬的のため

に使⽤します。例えば、当社は、以下の⽬的のために、お客様とお客様の学⽣の情報を使

⽤することがあります。

・他の⼈と⽐較して学⽣のパフォーマンスを理解し、学⽣のパフォーマンスについてのイ

ンサイトを学⽣に提供するため。

・お客様と学⽣の嗜好を理解し、本サービスを利⽤してお客様と学⽣の経験と学習好奇⼼

を向上させるため。

・本サービスの運営、維持、改善。

・コメントや質問への対応、カスタマーサービスの提供。

・確認、請求書、技術的な通知、更新、セキュリティ警告、サポートおよび管理上のメッ

セージを含む関連情報を送信すること。

・学⽣の興味や能⼒を反映した教師や管理者向けの広告を作成し、当社が提供するサービ

スに関するプロモーションやその他のニュースを連絡すること。（注：当社は、児童を対

象とした広告を指⽰することはありません。後述の「インタレストベースまたはオンライ

ン⾏動ターゲティング広告」を参照）。)

・本サービスに関する広告をカスタマイズし、プロモーションやその他のニュースを伝達

すること。

・詐欺的⾏為、不正⾏為、または違法⾏為の保護、調査、抑⽌。

・お客様のニーズを理解し、より良いサービスを提供するために、お客様の関連する学校

などのサードパーティーから取得した他の個⼈情報とリンクしたり、組み合わせたりする

こと。

・お客様からご要望のあった商品やサービスを提供し、お届けするため。

当社は、お客様の個⼈情報を、本ポリシーに記載されている場合またはお客様の同意を得

た場合以外には使⽤しません。

５ 個⼈情報の共有

以下の場合を除き、個⼈情報を共有することはありません。

・学校または学区からの要請があった場合。

・当社のためにサービスを提供するサードパーティーのサービスプロバイダー、コンサル

タント、その他のサービスプロバイダーで、本ポリシーに沿った業務を⾏うためにあなた

や学⽣の情報へのアクセスを必要とするもの（例えば、当社のウェブホスティングプロバ

イダー、サードパーティーの分析サービスプロバイダー、広告サービスプロバイダー、購
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⼊処理業者など）と共有します。�注：当社が児童を対象とした広告を出すことはありませ

ん。詳細は下記の「インタレストベースまたはオンライン⾏動ターゲティング広告」を参

照してください)。

・当社、当社の代理⼈、利⽤者、その他の者の権利と財産を保護するため、当社の契約、

⽅針、利⽤規約を執⾏するため。

・利⽤者または個⼈の安全を保護するための緊急時、合併、融資、買収、破産、解散、取

引、交渉中、当社の事業や資産の全部または⼀部の売却、譲渡、分割、他社への開⽰を含

む取引や⼿続きに関連して、または交渉中、この場合、個⼈情報を受け取る企業は、本ポ

リシーに従う義務があります。

さらに、当社は、本サービスを使⽤している学校内の他の教師と学⽣や教師の個⼈情報を

共有することがあります。

当社は、当社独⾃の⽬的のために、匿名化されたデータおよび/または集計されたデータを

作成して使⽤する場合があります。当社が匿名化されたデータおよび/または集計されたデ

ータを作成し、使⽤する⽬的には、分析を⾏うこと、本サービスの使⽤に関する統計を作

成することが含まれますが、これらに限定されません。

当社は、本ポリシーに記載されているように、教師、保護者/法定後⾒⼈または学校から指

⽰された場合、またはお客様の同意を得た場合を除き、お客様またはお客様の学⽣の個⼈

情報をいかなる⽅法でも共有することはありません。

当社は、当社が要求したサービスを提供する以外の⽬的で、お客様またはお客様の学⽣の

個⼈情報を使⽤しないよう、当社のサードパーティーサービスプロバイダに要求します。

当社は、サードパーティーのマーケティング⽬的のために、お客様やお客様の学⽣の個⼈

情報を第三者に開⽰することはありません。さらに、当社は、そのような学⽣への広告の

⾏動ターゲティングのために、学⽣情報（個⼈情報であるかどうかにかかわらず）を故意

に使⽤または開⽰することはありません。当社は、学⽣の個⼈情報を販売することはあり

ません。明確にするために、当社は、本サービス内または本サービスを通じて、本サービ

ス上の機能、ツール、およびコンテンツを、学⽣の⼈⼝統計学的情報または当社サービス

上の活動に基づいて学⽣に推奨する場合があります。例えば、学⽣が過去に類似のコース

を選択したことに基づいて、あるいは学⽣の年齢や学年に基づいて、学⽣にコースやレッ

スンを提案することがあります。

インタレストベースまたはオンラインの⾏動広告

当社は、インタレストベース広告やオンライン⾏動ターゲティング広告（以下「⾏動ター

ゲティング広告」といいます）として知られる⼀種の広告を使⽤して、教師や管理者に広

告を出すことがあります。⾏動ターゲティング広告とは、当社または当社の広告サービス

プロバイダ（以下に定義）がトラッキングツールを使⽤して、ユーザーのサービス利⽤に

関する情報やユーザーの興味（ユーザーのオンライン活動から推測される）に基づいて、

他のウェブサイトやサービスに当社の広告を表⽰することをいいます。当社の⾏動ターゲ

ティング広告は、教師や管理者を対象としており、学⽣ユーザーを対象としたサイトで
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は、学⽣ユーザーを対象とした⾏動ターゲティング広告は表⽰していません。

当社は、デジタル広告アライアンスのオンライン⾏動ターゲティング広告の⾃主規制原則

（以下「OBA原則」といいます）を遵守しています。OBA原則の詳細については、

http://digitaladvertisingalliance.org/blog-terms/daa-principles�を参照してください。

広告サービスプロバイダ

当社は、トラッキングツールを使⽤するサードパーティーと協⼒して、お客様および当社

に⾏動ターゲティング広告および関連サービスを提供するために、お客様の本サービスお

よび提携していないウェブサイトやアプリケーションへのアクセスおよび利⽤に関する情

報を収集して使⽤することがあります（例えば、広告のターゲティングを促進し、本サー

ビス上の広告効果およびトラフィックを測定および分析することにより、「広告サービス

プロバイダ」）（以下、総称して「ターゲティングサービス」といいます）。広告サービ

スプロバイダには、広告ネットワーク、データエクスチェンジ、トラフィック測定サービ

スプロバイダ、マーケティング分析サービスプロバイダ、およびその他のサードパーティ

ーのサービスプロバイダが含まれます。ターゲティングサービスを利⽤することで、当社

のコンテンツ、製品、サービスなど、お客様が閲覧したサービスや他のウェブサイトまた

はアプリケーションの利⽤状況に基づいて広告を表⽰することができます。また、ターゲ

ティングサービスを利⽤することで、お客様が繰り返し広告を表⽰するのを防ぎ、特定の

広告の有⽤性を調査することができます。当社の広告サービスプロバイダは、当社へのサ

ービス提供に必要な範囲を除き、当社または本サービス上で設定されたトラッキングツー

ルにアクセスすることはできません。

６ ⾏動ターゲティング広告のオプトアウト

お客様は、以下のいずれかの⽅法で、特定の⾏動ターゲティング広告の配信を停⽌するこ

とができます。これらのオプトアウト機能（拒否機能）の適⽤を希望するブラウザやデバ

イスごとにオプトアウトが必要となりますのでご注意ください。

・サービスプロバイダのオプトアウト

お客様は、当社が利⽤する⼀部の広告サービスプロバイダのオプトアウトツールを利⽤す

ることで、当社が利⽤する⼀部の広告サービスプロバイダによる⾏動ターゲティング広告

のための情報の利⽤をオプトアウトすることができます。これらの広告配信事業者の⼀部

およびオプトアウトツールへのリンクは以下の通りです。

Adobe:�http://www.donottarget.com/

広告ロール：�https://app.adroll.com/optout/safari

ダブルクリック：�https://google.com/settings/ads

Facebook:�https://www.facebook.com/settings?tab=ads

・業界のオプトアウトツール

⼀部の広告配信事業者は、Network�Advertising�Initiative（NAI）のオプトアウトツール
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（http://www.networkadvertising.org/choices/）および∕またはDigital�Advertising

Alliance（DAA）の消費者選択ページ（http://www.aboutads.info/choices/）に参加し

ている場合がありますので、ここに記載されているリンクをクリックすることで、それら

の広告配信事業者（およびその他のNAIやDAAのメンバー企業）による特定のサービスを

オプトアウトすることができます。これらのツールへのリンクをクリックして、お客様の

選択肢の詳細をご確認ください。

・ウェブブラウザのコントロール

ウェブブラウザのコントロールを使⽤することで、デバイスごとに特定のトラッキングツ

ールの使⽤を防ぐことができます。これらのコントロールは、お使いのブラウザの「ツー

ル」>「インターネットオプション」メニューにあります。ウェブブラウザでは、以下の

ことが可能です。

○既存のトラッキングツールの削除

○将来のトラッキングツールを無効にする

○クッキーや特定のトラッキングツールが設定されるたびに警告を表⽰するように設定し

てください。

・モバイルオプトアウト

お客様のモバイル端末では、⾏動ターゲティング広告のためのモバイルアプリ情報の収

集、使⽤、または転送に関する選択を可能にする設定が提供されている場合があります。

また、DAAのAppChoiceアプリをモバイル端末にインストールすることで、モバイル端末

上の特定のトラッキングツールをオプトアウトすることができます（iTunesの場合は

https://itunes.apple.com/us/app/appchoices/id894822870?mt=8、Androidの場合は

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DAA.appchoices&hl=en）。詳細

については、http://support.apple.com/kb/HT4228、

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en�および

http://www.applicationprivacy.org/expressing-your-behavioral-advertising-choices-

on-a-mobile-device�をご覧ください。

⾏動ターゲティング広告のオプトアウトについては、以下の点にご注意ください。

・オプトアウト機能の中には、クッキーを利⽤したものがあります。これは、オプトアウ

ト機能を利⽤すると、特定の企業からの⾏動ターゲティング広告の配信を希望しないこと

を⽰す「オプトアウト」クッキーがお客様のコンピュータ、タブレット、またはモバイル

デバイスに置かれることを意味します。お客様がクッキーを削除した場合、別のブラウザ

を使⽤した場合、別のデバイスを使⽤した場合、または新しいコンピュータやモバイルデ

バイスを購⼊した場合は、オプトアウトの選択を更新する必要があります。

・トラッキングツールのオプトアウト、削除、拒否、無効化、またはオフにしても、オン

ライン広告を受信できなくなるわけではありません。⾏動ターゲティング広告をオプトア
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ウトすることは、そのような広告がお客様の特定の閲覧習慣や興味に合わせて表⽰されな

くなることを意味しますが、本サービス上および本サービスに関する広告は引き続き表⽰

される可能性があります。

７ 情報の選択と変更

以下に、本サービスに関連して、お客様および/またはお客様の学⽣の情報の収集と使⽤を

制御することができる⽅法をいくつか紹介します。当社およびその他の会社は、本ポリシ

ーに記載されている選択肢を提供していますが、ウェブブラウザのシグナルやその他の類

似のメカニズムによってトラッキングを無効にする選択肢を⽰す⽅法は数多くあり、当社

はすべてのメカニズムを認識しているわけではなく、また、すべてのメカニズムを尊重し

ているわけではありません。

(1)�プロモーションメール

お客様は、当社のプロモーションメールの受信を「オプトアウト」することができます。

お客様がオプトアウトした場合でも、当社はお客様にマーケティング以外の電⼦メールを

送信することがあります。⾮マーケティング電⼦メールには、お客様のアカウントとお客

様との取引に関する電⼦メールが含まれます。

(2)�サービス内の情報

お客様は、本サービス上の指⽰に従うことにより、本サービスに保存されているお客様ま

たは学⽣の個⼈情報の⼀部を変更することができます。お客様は、お客様またはお客様の

学⽣の連絡先設定の変更、お客様またはお客様の学⽣の個⼈情報の更新または修正の要求

を含む、お客様またはお客様の学⽣の個⼈情報に関する要求を、「お問い合わせ先」記載

のアドレスに電⼦メールを送信することによりでできます。場合によっては、学⽣の個⼈

情報に関する変更は、学⽣の学校または教師によって実⾏されなければならない場合があ

り、そのような場合は、お客様と学校または教師のサポートをします。

(3)�⾏動ターゲティング広告とトラッキングツール

お客様は、本ポリシーの「インタレストベースおよび⾏動ターゲティング広告」のセクシ

ョンで上記に記載されているオプションのうちの1つ以上を使⽤して、ウェブサイト全体

でのお客様のオンライン活動の追跡を含む追跡のための特定のメカニズムをオプトアウト

することができます。

(4)�ディスクロージャー

お客様は、「お問い合わせ先」記載のアドレスに電⼦メールを送信し、事前にオプトアウ

トすることにより、当社がお客様またはお客様の学⽣の個⼈情報を第三者に開⽰すること

を禁⽌することができます。お客様またはお客様の学⽣の個⼈情報をお客様またはお客様

の学⽣の学校または当社のサードパーティーのサービスプロバイダと共有することを当社

が禁⽌した場合、当社はお客様またはお客様の学⽣にサービスを提供できない場合があり

ます。さらに、お客様は、本サービスを含む当社または他者の権利や財産を守るために合
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理的に必要な場合、または関連する法律を遵守するために合理的に必要な場合、または法

的要請に応じるために合理的に必要な場合には、当社がお客様またはお客様の学⽣の個⼈

情報を共有することを禁⽌することはできません。

(5)�レビュー

お客様は、お客様または学⽣のアカウントにログインするか、以下のアドレスに電⼦メー

ルまたは郵便を送信することで、お客様またはお客様の学⽣の個⼈情報を確認することが

できます。

(6)�保持

当社は、お客様またはお客様の学⽣の個⼈情報を、お客様またはお客様の学⽣が本サービ

スを利⽤した学期終了後も含め、情報を収集した⽬的を達成するために合理的に必要な期

間のみ保持します。通常、当社は、ユーザーから別段の合意がない限り、本サービスにか

かる契約が終了後、遅滞なくユーザーの個⼈情報を削除します。

(7)�削除

お客様は、「お問い合わせ先」記載のアドレスに電⼦メールを送信することにより、お客

様またはお客様の学⽣の個⼈情報の削除を要求することができます。この場合、当社は、

該当するユーザーにサービスを使⽤することを許可しません。当社は、削除に関連して、

情報への不正アクセスまたは情報の使⽤から保護するための合理的な⼿段を⽤いて、あな

たまたはあなたの学⽣の情報を削除します。当社がユーザーの個⼈情報を削除した場合、

当社のアクティブなデータベースから削除されますが、法律で要求された場合、または正

当な業務⽬的のために、当該ユーザーの記録のアーカイブ・コピーを保持することがあり

ます。

(8)�さらなる収集・使⽤の拒否

お客様はいつでも、お客様またはお客様の学⽣のアカウントを終了し、お客様またはお客

様の学⽣の個⼈情報を削除するよう当社に指⽰することにより、当社によるお客様または

お客様の学⽣の個⼈情報の更なる使⽤または将来のオンライン収集を許可することを拒否

することができます。いずれの場合も、当社は、該当するユーザーにサービスを使⽤する

ことを許可しません。当社は、アカウントの終了または関連するお客様またはお客様の学

⽣の個⼈情報の削除については、いかなる責任も負いません。終了後、終了したユーザー

は、アカウントを使⽤することができなくなります。

(9)�教師や保護者の指⽰への依存

当社は、学⽣に関連して教師、親または法定後⾒⼈から与えられたと当社が合理的に信じ

る指⽰に依拠することがあり、お客様はこれを当社に許可するものとします。例えば、あ

る⼈物が当社のカスタマーサポート番号に電話をかけてきて、当社が要求されたアカウン

ト情報を提供した場合、当社は、電話をかけてきた⼈物が以下の学⽣の教師、親、または

法定後⾒⼈であると仮定することがあります。
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そのような学⽣の情報を開⽰することができます。当社は、誠意をもって、合理的な⼿続

きを経て、当該個⼈からの学⽣情報の開⽰請求に応じて開⽰した場合でも、責任を負いま

せん。

８ サードパーティー会社

本サービスは、Epignosis�が提供するラーニングマネジメントシステムであるTalent�LMS

を利⽤して提供されます。お客様は、Talent�LMS�のプライバシーポリシー

（https://www.talentlms.com/privacy）を確認し、これに同意するものとします。

その他、サードパーティー会社による広告、プロモーション、インターネット上のその他

のウェブサイトに関連したお客様の情報の収集、使⽤、開⽰には、異なる規則が適⽤され

る場合があります。これらのサードパーティー会社によるこのような技術の使⽤、および

お客様の情報やそのサイトやサービスに関する⽅針や慣⾏は、そのサードパーティー会社

の管理下にあり、当社の管理下にはありません。これらのサードパーティー会社は、お客

様から収集した情報を、それぞれのプライバシーポリシーに沿って使⽤することがありま

す。

９ 個⼈情報の安全性について

私たちは、管理上、技術上、物理的な安全対策を⽤いて、個⼈情報のセキュリティ、プラ

イバシー、機密性、完全性をリスクから保護するように設計されたセキュリティ対策を⽤

いて、あなたとあなたの学⽣の個⼈情報の送信を暗号化します。また、当社は、そのよう

な情報の機密性、安全性、完全性を維持する能⼒があり、そのような⽅法で情報を維持す

ることを保証するサードパーティー会社にのみ、学⽣の個⼈情報を開⽰するための合理的

な措置を講じています。しかしながら、当社の努⼒にもかかわらず、サードパーティー会

社が本サービスに侵⼊し、データ通信を傍受する⽅法を⾒つける可能性があります。した

がって、当社は、セキュリティを第⼀に考え、お客様とお客様の学⽣のプライバシーを守

る努⼒をしていますが、当社は、あなたとあなたの学⽣の情報のセキュリティを保証する

ことはできません。

１０ 個⼈情報の共同利⽤

当社は、以下のとおり、会員情報を共同利⽤することがあります。

(1)�共同利⽤する者の範囲

当社、Global�Stage�USA�Inc.�

(2)�共同利⽤する情報項⽬

上記「収集する情報」と同じ

(3) 共同利⽤の⽬的

上記「個⼈情報の利⽤」及び「個⼈情報の共有」と同じ

(4) 共同利⽤の管理責任者

当社

https://www.talentlms.com/privacy
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１１ お問い合わせ先

当社の個⼈情報の取扱やこのポリシーに関するご意⾒やご質問は、下記までメールでお問

い合わせください。

株式会社グローバルステージ

�Mail�： info@gl-stage.com

１２ 個⼈情報保護⽅針の変更について

当社は、本ポリシーを随時変更することがあります。当社が本ポリシーに変更を加えた場

合、上記の最終改訂⽇を変更します。

本ポリシーに重⼤な変更を加えた場合は、アカウント所有者のためにファイルに登録され

ている電⼦メールアドレスに通知を送信します。データの使⽤または収集に関する重要な

変更については、ユーザーに最初に提供された条件と⽭盾する⽅法で使⽤される前に、そ

のようなデータの収集に関する選択肢と追加情報を提供します。

お客様は、常に最新の電⼦メールアドレスを当社に提供する責任があります。

本ポリシーに別段の定めがある場合を除き、本ポリシーの変更は、本サービスの新規ユー

ザーに対して直ちに有効となります。


