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アウトブレインはお客様の個人データを大切に保護します。このプライバシー	ポリシーは（以下「プライバシー	ポリシー」といいま
す。）、アウトブレインが収集する全ての個人データも含めた情報の利用方法を定めるものです。個人データは、お客様に関わる情
報であって、個人を特定できる情報です。アウトブレインは、お客様の個人データを利用に際しては、適用されるすべての法令を遵
守します。プライバシーチャンピオンチームのもと信頼と透明性というアウトブレインの価値を守ります

+	＋全てを広げる

１．私たちについて、私たちのミッション、及びアウトブレイン・アウトブ

レインのDPO・又は関係部署へのお問い合わせ方法
+

アウトブレインについて

私たちは、米国のデラウェア州で設立された株式会社及びその関連子会社（以下合わせて「アウトブレイン」又は「私たち」とい

います。）であり、本社はニューヨークにあります。アウトブレインは、12	個のグローバルオフィスを有し、世界中のパブリッ
シャー及びマーケッターと提携関係を組んでいます。

アウトブレインのミッション

アウトブレインのミッションは、ユーザーの関心に基づいて、ユーザーの興味関心に基づいてレコメンデーションを提供すること

です。そのミッションのため、次のようなパートナーと提携しています。

読者に価値があるコンテンツを勧めたいオンラインパブリッシャ及びパートナー（こちらの契約をOutbrain	Engageといい
ます。）

コンテンツを読者に配信することを希望するアドバタイザー（こちらの契約を	Outbrain	Amplifyといいます。）

アウトブレインへのお問い合わせ

アウトブレインはプライバシーポリシーを遵守していることを定期的に確認しております。プライバシーポリシーに関するご質

問、コメント、又は他のお問い合わせは次の連絡先までお願いします。

PrivacyQuestions@outbrain.com	又は
Attn:	Privacy	Questions
Outbrain	Inc.
39	West	13th	Street,	3rd	floor
New	York,	NY	10011

また上記のお問い合わせ以外にもご質問がございましたら、次の連絡先までご連絡下さい。

外部のData	Protection	Officer	（以下「DPO」と言う）：ePrivacy	GmbH
担当者：クリストフ・バウワー博士

ePrivacy	GmbHには	privacy@eprivacy.eu	宛てご連絡ください。

欧州内のアウトブレインの担当部署である	Information	Commissioner’s	Officer

自主規制機関

https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/
mailto:privacy@eprivacy.edu
https://ico.org.uk/concerns/


アウトブレインは、Digital	Advertising	Alliance	（以下「DAA」という）及び	European	Interactive	Digital	Advertising	Alliance（以
下「EDAA	」という）において自主規制の原則を遵守します。アウトブレインは、責任あるデータの収集とデジタル広告における
データの使用を定める社団Network	Advertising	Initiative	(NAI)の優良メンバーであり、そのウェブとモバイルのための行動規範を
遵守します。アウトブレインは、オンライン行動アドバタイジング(OAB)	に関するInteractive	Advertising	Bureau	(IAB)の自主規制
原則及びIAB	の欧州OBA原則を遵守します。

２．アウトブレインのユーザータイプ（オプトアウトも含む）) +

このプライバシーポリシーにおいては、様々な場面ごとに、お客さまのユーザータイプに応じて、どの情

報を収集し、なぜ収集するのか、なぜ、どのクッキーを使うのか、またどのような類似の技術を用いるの

か、私たちがどのようにその情報を共有するのか、またお客様にはどのような権利があるのかということ

をご説明します。

ウェブサイトの訪問者：お客様はアウトブレインのOutbrain.com	（又は国によるアドレス、例え

ばOutbrain.co.uk、	Outbrain.fr	、Outbrain.de	、など）及び	MyOutbrain.com	のウェブサイト、ウェブ

ページ、相互作用機能（以下すべて合わせて「アウトブレインのサイト」という）を訪問、及び相互作

用する場合、サイトの訪問者になります。	詳しくは	こちらへ。

ア）収集する情報及びその理由

アウトブレインは、アウトブレインのサイトにおいてお客様がどのコンテンツに興味を持つかを理解し、且つお客様がアウト

ブレインのサイトを訪問しない時にもアウトブレインが提供するサービスを認識していただきたいと考えています。このため

に、お客様から（１）IP	アドレス、（２）ユーザーエージェントデータ、あるいはデバイスの種類（例えばiPhone	など）、
ブラウザの種類（例えばGoogle	Chromeなど）、オペレーティングシステム（例えばiOS	など）、（３）アウトブレインのサ
イト	のどのページを閲覧したか	（例えば、「アウトブレインについて」のページ）、（４）閲覧した時間（対応する時
差）、（５）URL	のリファーラル及びHTTP	リクエストにおいて通常に通信される情報（例えば、この情報でお客様がアウト
ブレインのサイトにどの経由でいらしたのかを知ることができます）の情報を収集します。

イ）利用するクッキー、又は使用する技術

お客様がアウトブレインのサイトを訪問する際に使用されるクッキー（及びその有効期間）に関する詳細については、こちら

の	クッキーテーブル	のウェッブサイト訪問者の部分をご参照ください。

ウ）情報の共有

アウトブレインのサイトにおいて収集したお客様の情報の共有

原則として、アウトブレインはお客様の個人データを第三者に対しそのマーケティング活動のために共有することはいたしま

せん。しかし、アウトブレインがお客様に対してマーケティング及び広告配信ができるように第三者のサービス（こちらの

クッキーテーブル	に表示されます）を利用することがあります。例えば、アウトブレインのサイトにおいて、アウトブレイ
ンがお客様にマーケティング及び広告配信を行うために使用するクッキーの一部は、第三者のクッキーです。アウトブレイン

はこれら第三者に対して、共有された情報を機密情報として取り扱わせるとともに、これらの情報をアウトブレインに対する

義務の履行のためにのみ使用させるものとします。私たちは、私たちのために個人データを処理するあらゆる第三者との間

で、個人データを私たちの指示及び適用されるデータ保護に関するあらゆる法令を遵守して処理することを義務付ける契約を

締結しております。又、お客様がアウトブレインのブログにコメントする場合、そのコメント及び情報は開示されます。コメ

ントを削除するためには、	support@outbrain.comまでご連絡ください。

http://digitaladvertisingalliance.org/
https://www.edaa.eu/
https://www.outbrain.com/legal/privacy#cookies
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アウトブレインのサイトにおける第三者のサービスの利用

アウトブレインのサイト上には、アウトブレインが所有又は管理しないウェブサイトへのリンクがあります。アウトブレイン

は、他の第三者のウェブサイトのコンテンツ、商品、サービス、プライバシーポリシー、又はデータ処理方法を管理又は保証

することができません。例えば、アウトブレインのサイトにおいて、アウトブレインのFacebook	のページ、又はLinkedin	の
ページへのクリックできるアイコンがあります。お客様がこのリンクをクリックする際にFacebook	及びLinkedin	がお客様の
デバイスに自らのクッキーを送信し、個別に個人データを収集する可能性があります。従って、お客様にはFacebook	や
Linkedin	のプライバシーポリシーもご確認いただきますようお願いいたします。

エ）お客様の権利

アウトブレインのサイトの利用は、アウトブレインのサイトの	利用条件	にしたがうこととされ、お客様にも適用されます。
お客様は、アウトブレインのサイトを利用することをいつでもやめることができます。お客様は利用することをやめる場合

に、お客様のデバイスに送信されたクッキーを削除することもできます。お客様はアウトブレインのサイトを利用する際にお

客様のメールアドレスを提供している場合、アウトブレインから送信されるメールの「配信停止」のオプションを利用するこ

ともできます。

アウトブレインは、	欧州	からのサイト訪問者のために、お客様がアウトブレインのサイトで使用されるクッキー又は他の技
術に同意・不同意を表明することを可能にする同意管理プラットフォーム（「	One	Trust」を使用する）をアウトブレインの
サイトおいて実施します。アウトブレインはお客様が同意しない限りクッキーを送信しません。したがって、アウトブレイン

が個人データを処理するための法的根拠は、「同意」となります。お客様はいつでも同意を撤回することができます。

ユーザー：お客様は	、アウトブレインのウィジェットがインストールされるアウトブレインのパート

ナーのウェブサイトのページ（以下「パートナーサイト」といいます。）を訪問者をユーザーといいま

す。例えば、お客様はhttps://news.sky.com/uk	、www.spiegel.de、又は	www.cnn.com	を訪問する場

合、そのウェブサイトにおいてアウトブレインのウィジェットが表示されます。アウトブレインのウィ

ジェットにおいて、アウトブレインに言及するテキスト（例えばレコメンデーションの近くに「アウト

ブレインのおすすめ」や「アウトブレインからの」といったテキスト）があります。お客様がアウトブ

レインに言及するリンクをクリックする場合、アウトブレインがレコメンデーションにおいて利用する

データカテゴリーを提供する	アウトブレインのInterest	プロファイルへリンクする通知	が表示されま

す。お客様はプロファイルにおいてパーソナルレコメンデーションからオプトアウトすることもできま

す。詳しくは	こちらへ.

アウトブレインのウィジェットの例

https://www.outbrain.com/legal/#terms-of-use
https://www.outbrain.com/legal/amplify-terms
https://onetrust.com/products/cookies/
https://news.sky.com/uk
http://www.spiegel.de/
http://www.cnn.com/
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
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ア）収集する情報及びその理由

アウトブレインは、価値があるレコメンデーションを提供するために、UUID、IPアドレス、及び他の
情報を利用します。アウトブレインのレコメンデーションは、費用を払う広告社から新しいサイトへリ

ンクするもの、又は同じパブリッシャのページへリンクするものです。

UUID

お客様は最初にパートナーサイト（例えば、CNN.com）を訪問する際に、アウトブレインがUUID（一
意なユーザー識別子）を割り当てることができるよう、お客様のデバイスにクッキーが送信されます。

アウトブレインは、お客様がパートナーサイトにおいて表示又は閲覧するコンテンツをカテゴライズ

し、分析します。アウトブレインのレコメンデーションは、（１）ブラウザの履歴、（２）他のユー

ザーの類似ブラウジングパータン、（３）アウトブレインのユーザーにおけるその時に人気のコンテン

ツ、（４）ランダム、及び（５）Amplifyの顧客が提供する又は求めるターゲット条件に基づいて提供
されます。例えば、アウトブレインは、UUID123（例えばiPhoneXにおいてChromeのブラウザを使用
してガーディアン新聞を訪問するお客様）が遠い外国の旅行先について読むことが好きだということ、

且つ遠い外国の旅行先について読むことが好きな人は面白い外国の食べ物についても読むことが好きだ

ということを知っている可能性があります。

UUIDは数字又は文字の配列です。UUIDはお客様のデバイスに対応し、ブラウザによって変更されま
す。言い換えれば、アウトブレインは、お客様がパートナーサイトを訪問する毎に、お客様のデバイス

又はブラウザごとに個別のUUIDを保存します。例えば、お客様がモバイルデバイスにおいてサファリ
というブラウザを使用してパートナーサイトを訪問する場合にあるひとつのUUIDが割り当てら
れ、iPadにおいてサファリというブラウザを使用してパートナーサイトを訪問する場合にまた別
のUUIDが割り当てられます。アウトブレインは、モバイルデバイス（携帯端末かタブレット）上のブ

ラウザのUUIDが同じデバイスにおいてアプリにアクセスする（逆も含む）場合、そのUUIDを結合しま
す。

アウトブレインは、デバイス又はブラウザにUUIDを割り当てることにより、お客様に対してお客様の
関心に基づくレコメンデーションを提供することができるため、そのUUIDと訪問されたページ及びア
ウトブレインのレコメンデーションのクリックを対応させることができます。

IPアドレス及び他の使用情報

アウトブレインは、上記のようにUUIDを収集し、また、（１）IPアドレス、（２）ユーザーエージェ
ントデータ；デバイスの種類（例えば携帯電話）、ブラウザの種類（例えばChrome）、オペレーティ
ングシステム（例えばiOS）、（３）訪問したページ、（４）訪問時間、及び（５）リファラURL及
びHTTP要求において通常に通信される情報を収集します。

この統計情報は、アウトブレインのウィジェットがインストールされるパートナーサイトのページに何

人が訪問しているのかということに関する情報、そのページの訪問時間、ユーザーにクリックされたコ



ンテンツ、及び一般的な訪問方法に関する情報をアウトブレインに提供するものです。この情報

は、UUIDと対応しないため、個人データには該当しません。

イ）利用するクッキー、又は使用する技術

アウトブレインの技術が実施されるパートナーサイトを利用する際に使用するクッキーについては、こ

ちらのクッキーテーブルの「ユーザー」の部分をご参照くだい。

お客様がアウトブレインがレコメンドしたコンテンツのリンクをクリックする場合、そのレコメンデー

ションの遷移先ページが表示される前に、又は遷移先ページが表示された際に、レコメンデーションの

スポンサーをするAmplifyのアドバタイザーからリダイレクトを使用してお客様のデバイスにクッキー
が送信される可能性があります。その場合、アドバタイザーのプライバシーポリシーが適用されます。

アウトブレインのアドバタイザーは	、	表示されるアウトブレインのウィジェットに加えて	アウトブレイン

ピクセルを使用する可能性があります。アウトブレインピクセルは、ピクセルが実施されるページを訪問するユーザーに対応

するアウトブレイン	UUIDが存在するかどうか判断します。アウトブレインはエンドユーザーに対応するアウトブレインUUID
が存在する場合、アドバタイザーがその	UUIDをリターゲットすることができる機能やページを訪問する合計の	UUID	を提供し
ます。アウトブレインピクセルは、ページへの訪問者がアウトブレイン	UUID	を保持しない場合にはユーザーの情報を収集し
ません。

アウトブレインは、アドバタイザーが自らのウェブサイトにおいてアウトブレインピクセルが実施されている旨を開示するよ

う推奨しています。アウトブレインはピクセルから収集した情報とUUIDのプロフィールを結合しません。

各UUIDに対応するページの閲覧、及びクリック数のようなデータポイントは	13ヶ月間保存されます。例えば、UUID123が
2017年12月	31日に記事を閲覧したという場合、その記事は2018年	2月1日にその	UUIDのプロフィールから削除されます。

ウ）情報の共有

アウトブレインはいかなる第三者に対してもユーザーのプロフィールを共有しません。しかし、アウト

ブレインはクッキーの突合又は技術的に必要となる範囲で第三者にUUID	を共有する可能性がありま

す。

詳しくはこのプライバシーポリシーのデータ共有の	部分もご参照ください。

エ）お客様の権利

アウトブレインのオプトアウト

お客様は、いつでもアウトブレインのパーソナルレコメンデーションからオプトアウトすることができます。お客様の個人

データ及びその個人データに基づいてお客様にレコメンデーションをすることに関しては、アウトブレインのinterest	プロ
ファイル	をご参照ください。お客様は、興味プロフィールからパーソナルレコメンデーションをオプトアウトすることもで

きます。ブラウザ上で行うオプトアウトはアウトブレインのinterest	プロファイル	上で行われるものであり、アプリ上で

のパーソナルレコメンデーションのオプトアウトはお客様のデバイスの設定を通して行われるものであることにご注意くださ

い（interest	プロファイル	にオプトアウトの際のステップの例があります）。

ご注意ください	アウトブレインからオプトアウトしても：

お客様に対してまだアウトブレインのレコメンデーションが表示されます。	アウトブレインのパーソ
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ナルトラッキングからオプトアウトをしてもアウトブレインからのレコメンデーションが表示されなくなるわけでは

ありません。以降表示されるレコメンデーションはお客様に特化していないだけのものとなります。レコメンデー

ションは、そのページに関するレコメンデーションを提供するために、お客様が閲覧している文書に関する情報を利

用します。

オプトアウトはクッキーベースであって、デバイス及びブラウザに特有される	ものです。お客様が複数のデバイス又
はブラウザからウェブサイトを訪問する場合、お客様のすべてのデバイス又はブラウザにおいてパーソナルトラッキ

ングがなされないようにするため、お客様ご自身ですべてのデバイス又はブラウザにおいてオプトアウトをしていた

だく必要があります。また、お客様は新しいデバイスを買い、ブラウザを変更し、又はオプトアウトのクッキーを削

除する場合、再度オプトアウトしなければなりません。また、パーソナルトラッキングからオプトアウトすること

と、クッキー自体をブロックすることとは異なりますのでご注意ください。

お客様は、お客様のUUID	と対応するプロフィールの削除を保証するために、最低２１日間の間

はアウトブレインをオプトインしないようにご注意ください。	お客様のアウトブレインのパーソナルレ

コメンデーションからのオプトアウトは直ちに実施されます。しかし、お客様のブラウザがローカル保存をする設定

となっており、オプトアウトから２１日以内にアウトブレインのパーソナルレコメンデーションにオプトインする場

合、お客様のUUID	にお客様の従前のプロフィールが再接続される可能性があります。お客様が２１日間以内にオプト
インしない場合、お客様のプロフィールは削除され、回復することができなくなります。

アウトブレインのオプトアウト機能はクッキーに基づくものであり、ユーザーの希望を遵守するように作成されま

す。しかし、iOS11の	Intelligent	Tracking	Preventionという機能は、２４時間の範囲を超える場合にウェブサイトの
クッキーに影響を与える可能性があります。アウトブレインは、お客様が他の会社のオプトアウト方法に依存しなく

てもいいように、他のブラウザを使用し、又はブラウザから第三者のクッキーをすべてブロックすることをお勧めし

ます。

オプトアウトの追加のオプション

お客様は、NAI又はDAA	のページ（DAA：http://www.aboutads.info/choices	、	DAAC：

www.youradchoices.ca/choices、及び／又は	EDAA	www.youronlinechoices.eu）のような業界のツールを通して
アウトブレイン又は他のアドバタイザーからのパーソナルアドバタイジングをオプトアウトすることもできます。お客様は、

NAI	、DAA、	DAAC、又は	EDAAのページを訪問することにより、参加するメンバーのサービスから全体的、又は部分的にオ
プトアウトすることができます。こちらにもオプトアウトすることで、アウトブレインのオプトアウトと同じように、お客様

に広告が表示されないようになるという意味ではなく、ただお客様にパーソナルな広告が表示されないという意味になりま

す。お客様が訪問するウェブサイトに基づく広告（例えば、内容に基づく広告）はまだお客様に対して表示されます。また、

お客様は、	DAA、DAAC、又は	EDAAコンスマーチョイスのウェブサイトを訪問する際にブラウザがクッキーを却下するよう
に設定される場合、お客様のオプトアウトが実施されない可能性があります。

法的根拠：	ユーザーの個人データを処理することに関する法的根拠は、アウトブレインの各パートナーサイトの法

的根拠に基づくものです。各パートナーサイトは、「同意」又は「正当な利益」に基づく法的根拠があります。各

パートナーサイトの法的根拠の詳細については、各パートナーサイトのプライバシーポリシーをご参照ください。ア

ウトブレインは、パートナーが「同意」という法的根拠を採用している場合、パートナーサイトにおいてお客様が同

意しない限りクッキーを送信しません。

ビジネスパートナー：	お客様は、会社の役割としてアウトブレインの	Amplify又はEngage	のサービス

を利用できるようにに登録する（又はアウトブレインとメールのやり取りを行う）場合、ビジネスパー

トナーとなります。詳しくは	こちらへ.

http://www.aboutads.info/choices
http://www.youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/


ア）収集する情報及びその理由

お客様は、Amplify又はEngage	のサービスに登録又はアウトブレインとのやり取りを行う際に個人データ（例えばメールアド
レスなど）をアウトブレインに提供する可能性があります。お客様がビジネスパートナーとなることを希望される際には、ア

ドバタイザーの申込書、広告掲載申込書、又は他の申込書において追加の情報が要求される可能性があります。アウトブレイ

ンは、アウトブレインダッシュボードにおいて、お客様に対応するユーザーネームの行動に関する情報を自動的に収集しま

す。例えば、お客様がキャンペーンの	CPCを変更する場合、アウトブレインの監査証跡に全てのCPCの変更に対応する行動の
記録が残ります。

アウトブレインは、お客様とのビジネスパートナー（又はなり得るビジネスパートナー）としての契約条件を遵守するために

例えば下記のような目的のため上記のようなデータを収集し、処理します。

お客様からのご質問及びお問い合わせに対応すること

お客様にAmplify及び	Engageサービスが提供する機能へのアクセスを提供すること（例えばお客様のダッシュボード
アカウントを提供、管理すること）

お客様のアイデンティティーを確認すること

お客様にお客様のアカウント、アウトブレインのサービス、又はAmplify及び	Engageのサービスに関するプロモー
ションについてご連絡すること

イ）利用するクッキー、又は使用する技術

アウトブレインがビジネスパートナーに対して使用するクッキー（及びその有効期間）に関する詳細については、こちらの

クッキーテーブル	の「ビジネスパートナー」の部分をご参照ください。

ウ）情報の共有

アウトブレインは、ベンダー、コントラクター、又はアウトブレインのサービスをサポートする他の第

三者（例えば、クレジットカード処理）にビジネスパートナーの情報を開示する可能性があります。詳

しくはこのプライバシーポリシーの	データ共有	の部分をご参照ください。

エ）お客様の権利

お客様がビジネスパートナーとして、個人データを確認、修正、更新、又は削除を希望する場合、アウトブレインのダッシュ

ボードの「プロフィール設定」から行っていただくことができます。あるいは、support@outbrain.com	までご連絡くださ
い。お客様は、お客様にアウトブレインのメールが送信されている場合、そのメールに記載されているリンクを通して配信停

止をすることもできます。「配信停止」によっても、アウトブレインのサービスを提供するために必要な連絡又は通知にはオ

プトアウトの効果は生じません（例えば、請求書など）。

アウトブレインがビジネスパートナーの個人データを処理する法的根拠は「正当な利益」です。

３．アウトブレインの情報保持、欧州経済領域外への移転、共有及び保存 +

セキュリティー

アウトブレインには専門のセキュリティーチームがあります。アウトブレインは個人データの厳密な管理体制を整備し、その個人

データは、ファイアウォールが設けられた安全なサーバーに保存され、且つ、アクセス権が限定されます。詳しくはアウトブレイ

https://www.outbrain.com/legal/privacy#cookies


ンのセキュリティー規定	をご参照ください。

ビジネスパートナーは、Amply又はEngage	のサービスにおいてパスワードによって保護される機能に対するアクセス権が有しま
す。ビジネスパートナーはこのパスワードを秘密情報として扱う責任があります。お客様はインターネットを通じた情報通信は完

全に安全ではないということにご注意ください。「スプーフィング」又は「フィッシング」と呼ばれる詐欺行為もあります。「ス

プーフィング」又は「フィッシング」とは、信頼されている主体になりすまして個人データを求める電子メールです。アウトブレ

インが、クレジットカード、銀行情報、又は他の個人データを求めるメールを送信することはありません。もしお客様が、アウト

ブレインになりすました個人データを求めるメールを受信したような場合には、これに対し返事すること、又は表示されたリンク

をクリックすることのないようにご注意ください。アウトブレインがそのインターネットを通じた詐欺行為を確認できるように、

何かありましたら、	legal@outbrain.comまでにご連絡ください。

欧州／欧州経済領域外のデータ移転

アウトブレインは、欧州又は欧州経済領域から、欧州と同等のデータプライバシー保護がなされていない国にデータを移転する場

合、適切なデータプライバシー保護を提供できるような措置を実施します。つまり、お客様のデータはお客様の権利と一緒に移転

します。例えば、私たちは承認された契約条項（標準契約条項）の使用やその他の個人データの受領者がお客様のデータを保護す

るための措置を実施します。

共有

以上のユーザータイプ別の個人データの開示に加えて、次の方法で個人データが開示される可能性もあります。

ビジネス及び業務遂行を目的として、アウトブレインの関連子会社間における開示

アウトブレインが合併、買収、又は事業譲渡の対象となることにより、個人データも移転対象となることによる開示

法令、規則、管轄官庁の求めに応じた開示（例えば、法律の執行の又は他の訴訟手続きの協力を目的とする開示）

緊急事態下における開示

上記に加えて、アウトブレインは、傾向情報及び集合体のユーザー情報を第三者に共有できるようにお客様の個人データと他の

ユーザー情報を結合します。結合される情報は常に集合体及び匿名扱いの状態にあります。

データ保持

アウトブレインが使用するクッキー（自らのクッキー及び第三者のも含む）の有効期間はクッキーテーブル	に記載されま

す。

アウトブレインは、個人データが法律上及び取引上どの程度の期間必要とされるかという分析を踏まえて、データの保存期間を定

めるデータ保持ポリシーを整備します。

個人データの必要性がなくなった場合、アウトブレインは確実に個人情報を削除、又は消去します。デバイス、ブラウザ、又は個

人を特定しない集合体データは、報告又は分析のため、商業的な必要性がある限り保持されます。

４．未成年に対して +

アウトブレインは16歳未満の未成年を対象とするサービスを提供しません。また、アウトブレインは、	16
歳未満の未成年の個人データを意図的に収集することは行いません。データを取集する際にサイト訪問

者、ユーザー、又はビジネスパートナーが16	歳未満の未成年であることが判明した場合、その個人データ

が利用され、又は保存されることはありません。アウトブレインは、意図せず	16歳未満の未成年者の個人

https://www.outbrain.com/security/
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データを収集したことを知った場合、その個人データを削除するために必要となる合理的な対応を行いま

す。アウトブレインは、未成年者はアウトブレインを利用するよりも、外で遊ぶ方が望ましいと考えてい

ます。

５．欧州市民 +

欧州の市民には、欧州のプライバシーに関する法律、特に欧州の個人データ保護規則（General	Data	Protection	Regulation）（以
下「	GDPR」という）に基づいた個人データに関するアクセス、訂正、拒否、削除、ブロック、及び苦情申し立ての権利がありま
す。具体的には、

お客様の個人データが処理されているか否か、されているとすれば、どの情報についてであるのかについての情報を求め
る権利及び個人データの修正あるいは訂正を求める権利

状況により、自己の個人データの削除を求める権利

状況により、自己の個人データの処理の限定を求める権利

お客様の個人データの処理及び利用に対する同意の全部または一部を撤回する権利

一般的に、整理された、機械的に読み取ることができる方法で事故の個人データのコピーを取得する権利

アウトブレインのデータ保持及びお客様の個人データの処理に関する質問、コメント、要求、又は苦情がある場合に、ア

ウトブレインのData	Protection	Officerと連絡する権利

規則に違反した個人データの処理が行われていると信じる場合の監督機関に対する苦情申し立ての権利

上記に加えてこのプライバシーポリシーに欧州市民の権利が参照されます。GDPRに応じて、「欧州市民」とは、欧州経済領域及
びスイス連邦を意味します。このプライバシーポリシーにおいては、「欧州」とは、ブレグジット以降イギリスが欧州連合から脱

退した後でもイギリスを含むものとします。

上記の権利についてお問い合わせがある場合、PrivacyQuestions@outbrain.com	までご連絡ください。

６．カリフォルニア州のプライバシーポリシー +

カリフォルニア州住民は、カリフォルニア州の民法1798.83	及び1798.84号により、アウトブレインに、アウトブレインがダイレ
クトマーケティングできるように第三者又は関連会社と共有する個人データのカテゴリーが記載された通知書の発行を求める権利

があります。その通知書には共有される情報が特定され、また共有する第三者及び関連会社、その第三者及び関連会社の住所が含

まれます。お客様がカリフォルニア州住民の場合、この通知書を取得するためには	PrivacyQuestions@outbrain.comまでご連絡く
ださい。又は次の住所までご連絡ください。

Outbrain	Inc.
39	West	13th	Street,	3rd	floor
New	York,	NY	10011

応答のために30日間かかりますのでご了承ください。

mailto:PrivacyQuestions@outbrain.com
mailto:PrivacyQuestions@outbrain.com


７．「Do	Not	Track」の開示 +

ブラウザによって「Do	Not	Track」（以下「DNT	」という）の信号が通信されます。アウトブレイン

は、DNT信号に関して一般的な解読がないため、現在ブラウザからの	DNT	信号に対応していません。アウ

トブレインは、DNT	信号に関する業界活動を監視し、必要性に応じて	DNT	活動を更新します。	お客様

は、アウトブレインがユーザーのところにおいて	パーソナルレコメンデーションからオプトアウトすること	も含む

他の提供されるツールを利用してデータ収集及び利用を管理することができます。

８．プライバシーポリシーの更新 +

アウトブレインはこのプライバシーポリシーを随時更新します。アウトブレインはサイト訪問者又はビジ

ネスパートナーがこれを明確に知ることができるよう変更のお知らせをサイト上で表示しますが、ユー

ザーに対し個別に通知をする方法を有していません。アウトブレインは、お客様ご自身でプライバシーポ

リシーの更新を確認するため、このページを定期的に閲覧されるようお願いいたします。プライバシーポ

リシーの更新日付は、お客様にこのプライバシーポリシーがいつ更新されたのかをご確認いただけるよう

に、常にこのページの上において表示されます。


