SONY PICTURES
プライバシー& COOKIE ポリシー
発効日：本プライバシー& Cookie ポリシーは 27 July, 2022 に発効します。
本プライバシー& Cookie ポリシーは、適用法を条件とし、本プライバシー& Cookie ポリシー（以下「ポ
リシー」といいます）にリンクする Sony Pictures Entertainment Inc.のウェブサイト、アプリケーショ
ン、オンライン機能（以下「コンテンツ」といいます）に適用されます。
本ポリシーでは、お客様に関する個人特定情報（以下「個人データ」といいます）の処理の責任を担い、
お客様の個人データの「管理者」である Sony Pictures Entertainment Inc.および/または特定の子会社の
総称として、
「SPE」または「弊社」を用いています。お客様の個人データの処理の責任を担う SPE 事業
体は通常、お客様が従事する特定のコンテンツまたは活動を提供する会社です。お客様の司法管轄区域
の現地 SPE 事業体を知るには、こちらをクリックしてください。該当する SPE 事業体がなおも不明な場
合、または本ポリシーに関する更なる質問については、こちらに説明する選択肢を用いて弊社までご連
絡ください。Sony Pictures Entertainment Inc.の本社は 10202 West Washington Boulevard, Culver City,
California 90232 USA に所在します。
弊社は、弊社が事業を営む現地の適用法に準じて本ポリシーに従います。一部の司法管轄区域において
は、当該区域における製品または地域に特定的な追加のプライバシー通知および/または Cookie 通知を
提供する可能性があります。
主要ポイント
これらの主要ポイントの各々に関する詳細情報については、下記の本ポリシーの全文言を参照してくだ
さい。
お客様から提供される情報

弊社はお客様から弊社に提供される特定分類の個人データを収
集します

サードパーティにより収集され

弊社はさらに、お客様に関する特定の個人データを、サードパー

る情報

ティアプリケーションプロバイダーやサードパーティデータプ
ロバイダーなどのサードパーティから受け取ります。

お客様の情報を処理する目的お

弊社は、お客様によるコンテンツの機能の利用を可能にし、お客

よび法的根拠

様の登録またはサブスクリプションを処理し、お客様のコンテ
ンツの利用方法を分析し、お客様に弊社の映画、テレビ番組、お
よびその他のオファリングに関連する希望コンテンツを提供す
るために、個人データを利用します。法的に要求される場合に
は、弊社は、お客様の個人データの処理において、当該処理が契
約の履行に必要とされる場合、弊社またはサードパーティの合
法的な利益における場合、お客様の同意による場合、または弊社
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の法的義務の遵守のために必要とされる場合などを含め、多数
の法的根拠に依拠します。
Cookie および類似技術

弊社は、Cookie および他のトラッキングテクノロジーを利用し
て、コンテンツおよび広告をパーソナライズし、コンテンツの機
能を改善します。適用法により要求される場合には、弊社はお客
様の同意を得たうえでのみ、これらを行います。

お客様の情報の共有

弊社は、お客様が弊社のサイトまたはアプリを通じてユーザー
生成コンテンツを投稿する際に、お客様の個人データを公開し
ます。弊社は、適用法に従い、個人データを弊社のビジネスパー
トナーまたは他のソニーグループ企業に開示することがありま
す。弊社はさらに、弊社に代わりデータ処理を行うために雇用す
るサードパーティと、または法律によりデータの共有が要求さ
れる場合、または他の特定の状況において、データを共有しま
す。

国際転送

弊社は、お客様の個人データを、弊社または弊社のサービスプロ
バイダーが所在する米国またはその他の司法管轄区域に転送し
ます。必要とされる場合には、弊社は当該転送（欧州経済領域
（EEA）外または英国外への転送を含みます）を網羅する適切な
防護を配備します。

お客様の権利

適用法を条件として、お客様は、お客様の個人データに関してア
クセス、修正、削除の要請、特定の処理（ダイレクトマーケティ
ングを含みます）に異議を唱える権利、同意を撤回する権利、も
しくはその他の行動など、特定の権利を有することがあります。

データセキュリティ

弊社は、個人データを紛失、誤用、改ざん、不慮の破壊から保護
する技術的および組織的な対策を維持します。

契約の下に要求される情報

お客様は、弊社に個人データを提供する法的義務を負わないも
のの、弊社に特定の個人データが提供されない場合には、弊社
は、本ポリシーに伴い掲載される利用規約の下での弊社のお客
様との契約の全条件を履行することができません。

自動化された意志決定およびプ

弊社は、お客様に法的効果または同様に重要な効果を及ぼす完

ロファイリング

全に自動化された意志決定やプロファイリングを実行すること
はありません。

保持

弊社は、お客様の個人データをその処理目的において必要とさ
れる期間を超えて保持することはありません。

本ポリシーの変更

弊社は、例えば法律の変更、弊社の個人データ収集・利用慣行、
コンテンツの機能、技術の進歩を反映させるために、本プライバ
シー& Cookie ポリシーを修正することがあります。

お問い合わせ

ご質問、ご懸念、ご意見につきましては、弊社までこちらにご連
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絡ください。
お客様から提供される情報
弊社は、お客様がコンテンツを利用する際に弊社に提供する以下の分類の個人データを収集することが
あります。
・身元識別データ： お客様を他の個人から区別することを可能にする情報。これには、姓名、生年月日、
性別、郵送住所、ユーザー名、パスワード、アカウントのセキュリティ質問の回答など、人口統計情報
が含まれます。
・連絡先情報： お客様と接触を保つことを可能にする情報。これには、E メールアドレスや電話番号が
含まれます。
・支払情報： 弊社またはサードパーティプロバイダーが、お客様に弊社のコンテンツ、それに関連する
購入またはサブスクリプションステータス、支払履歴へのアクセスを承認する際に必要とされる支払
の処理を可能にする情報。
・お客様の入力またはコメント： お客様が弊社のコンテスト、抽選、サーベイ、もしくは消費者調査に
参加する際に提供する情報。
・お客様からの問い合わせ： お客様が顧客サポートを求めて弊社に連絡する際に提供する情報。
・ユーザー生成コンテンツ： 弊社は、お客様にユーザー生成コンテンツをアップロードまたは共有する
機会を提供する際に、写真、動画の画像、またはお客様がアップロードするその他のコンテンツなど、
お客様から弊社のコンテンツを通じて弊社に提供される情報を収集します。
・使用情報： 弊社および Google Analytics および/または Adobe Analytics などの弊社のサードパーティ
パートナーおよびサードパーティサービスプロバイダーは、コンテンツがどのようにアクセスされ利
用されたかに関する情報を収集し提供する多種多様の技術を利用する場合があります。使用情報は、お
客様のインターネットブラウザーのタイプとバージョン、オペレーティングシステム、サービスプロバ
イダー、お客様が閲覧したウェブページ、動画、およびアプリ、その閲覧の時刻と継続時間、ゲーミン
グまたは動画の履歴、スキルレベル、お客様に関する人口統計情報（入手可能な場合、お客様の年齢、
性別、言語、居住地、関心分野など）
、タイムゾーン、言語、弊社のコンテンツにアクセスする前に閲
覧したものなどから構成される可能性があります。当該情報の一部の収集に関する詳細情報について
は、
「Cookie および類似トラッキングテクノロジー」のセクションも参照してください。
・デバイス識別子： 弊社はさらに、お客様がコンテンツにアクセスする際に用いるコンピューター、モ
バイルデバイス、技術、もしくはその他のデバイスに関するお客様の IP アドレスまたは他の固有識別
子を、自動的に収集することがあります。固有識別子とは、お客様がウェブサイトまたはそのサービス
にアクセスした際に、お客様のデバイスに自動的に割り当てられる番号のことであり、弊社のコンピュ
ーターはお客様のデバイスをこの番号で識別します。一部のモバイルサービスプロバイダーも、コンテ
ンツへのアクセスに使用されたデバイスの物理的位置情報を弊社に提供することがあります。当該情
報の一部の収集に関する詳細情報については、「Cookie および類似トラッキングテクノロジー」のセ
クションも参照してください。
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弊社のサイトおよびアプリケーションは、弊社が所有または管理しない他のサイトへのリンクが含まれ
ることがあります。お客様が弊社のサイトまたはプラットフォームを離れる際には、お客様の情報がサ
ードパーティにより、サードパーティのプライバシー通知および Cookie 通知に従い収集される可能性が
あります。
サードパーティにより収集される情報
コンテンツには、サードパーティにより運用されるコンテンツ、プラグイン、ウェブサイト、ロケーショ
ン、プラットフォーム、アプリケーション、もしくはその他のサービス（以下「サードパーティサービス」
といいます）に伴うハイパーリンクが含まれることがあります。これらのサードパーティサービスは、お
客様に関する情報を独自に収集する各自の Cookie、ウェブビーコン、およびその他のトラッキングテク
ノロジーを利用することがあり、お客様からの個人データを勧誘する可能性もあります。かかる場合に
おいては、本ポリシーではなく、各社のプライバシー・ポリシーが適用されます。
コンテンツの特定の機能は、コンテンツと特定サードパーティソーシャルネットワークなどの特定のサ
ードパーティサービスの間で、お客様が率先するインタラクションを許可します（以下「ソーシャル機
能」といいます）
。ソーシャル機能の例には、お客様によるコンテンツとサードパーティサービスの間の
コンタクトや写真などのコンテンツの送信を可能にすること、SPE のコンテンツの「いいね」または「シ
ェア」を表示すること、お客様のサードパーティサービスのアカウントを用いてコンテンツにログイン
すること（例えば、Facebook Connect を用いたサービスへのサインイン）、それ以外にコンテンツをサー
ドパーティサービスに接続すること（例えば、情報のコンテンツからのプル、またはコンテンツへのプッ
シュ）が含まれます。お客様がソーシャル機能および潜在的にその他のサードパーティサービスを利用
する場合、お客様が投稿した情報、またはアクセスを提供した情報は、コンテンツ上で、またはお客様が
利用するサードパーティサービスにより、公開されることがあります。同様に、お客様が（例えば、Tweet
またはステータスアップデートで SPE またはソニーグループ企業に関連するハッシュタグを使用するこ
とにより）コンテンツを参照する情報をサードパーティサービスに投稿した場合には、お客様の投稿は
コンテンツ上で、またはコンテンツに関連して、またはそれ以外にも SPE およびソニーグループ企業に
より、利用されることがあります。さらに、SPE とサードパーティは共に、お客様ならびにお客様によ
るコンテンツおよびサードパーティサービスの利用に関する特定情報にアクセスを有する場合がありま
す。特定の状況においては、サードパーティサービスが SPE に、身元識別データ、連絡先情報、お客様
のコメントおよびユーザー生成コンテンツ、使用情報、お客様に関する推論、およびデバイス識別子など
の特定の個人データを提供することがあります。適用法の下に該当する範囲において弊社が個人データ
をサードパーティと共同管理する場合には、弊社は、収集時点に、または Cookie 同意ツールを通じて、
当該関係に関する情報をお客様に提供します。
お客様の情報を処理する目的および法的根拠
弊社は、上記に概説する分類の個人データを、以下の目的において利用し、また、法的根拠を要求される
場合には、以下の法的根拠に依拠します。
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◆契約を履行するため、または契約に連結する方策を講じるため。
・サイトまたはアプリへの登録、または競争、懸賞、コンテストへのエントリーを処理するため。
・弊社の規約またはポリシーの変更およびその他の取引関連メッセージに関する情報をお客様に送信す
るため。
・お客様の支払いを処理し、お客様の購入した注文またはサブスクリプションサービスを履行するため。
・お客様のオンラインアカウントまたはサブスクリプションの作成または管理を行うため。
◆弊社またはサードパーティの正当な利益の目的（以下を含みます）において必要とされる場合。
・お客様にサイト内およびアプリ内のコンテンツと機能へのアクセスを提供するため。
・お客様から要請された情報をお客様に送信するため。
・不正または悪意の活動の防止を試みることにより、弊社のサイトおよびアプリのセキュリティを徹底
するため。
・本ポリシーおよびその他のポリシーに関連して掲載される利用規約の遵守を強制執行するため。
・他の組織（著作権所有者など）による権利の強制執行に助力するため。
・お客様のおおよその位置を判断したうえで弊社のコンテンツを適応させるため（例：言語、通貨、領域
制限）
。
・お客様向けのコンテンツをカスタマイズするため（弊社のストリーミングサービスの観点からパーソ
ナライズしたコンテンツをお客様に提供することを含みます）。
・コンテンツがどのように利用されているか（頻度および閲覧時間を含みます）を分析するため。
・弊社のサービスを改善するため（サーベイまたは消費者調査を通して提供されたお客様のフィードバ
ックやコメントを分析することを含みます）
。
・適用法により許可される場合、お客様向けの広告およびオファリングをカスタマイズするため。
・お客様に顧客サポートを提供するため。
◆お客様が弊社に同意を与える場合。
・お客様が、弊社に対し、弊社がお客様の同意を必要とするメディアを通じてマーケティング情報の送信
を要請する場合（例：E メールマーケティング）
。
・適用法の下に同意が要求される場合、お客様向けの広告およびオファリングをカスタマイズする場合。
・適用法により要求される場合、Cookie の配置および類似する技術の利用に同意する場合。当該情報の
一部の収集に関する詳細情報については、
「Cookie および類似トラッキングテクノロジー」のセクショ
ンも参照してください。
・弊社がその時点に説明する目的においてお客様に同意を要請するその他の機会。
・弊社が子どもにオンラインサービスを提供し、該当する処理に同意が必要とされる場合、法律により要
求される範囲で（例えば、子どもが該当する年齢制限未達の場合）弊社が親権者または法定後見人の同
意書を必要とする場合。
◆弊社が弊社の法的義務を遵守するために必要となる場合。
・調査を実施する政府、規制当局、司法当局、または法執行機関による要請に対応する場合。
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・税規則または会計規則または適用法の下での他の法的義務を遵守する場合。
COOKIE および類似トラッキングテクノロジー
SPE およびサードパーティ（他のソニーグループ企業を含みます）は、お客様のブラウジングおよび購
買行動に関する情報を含め、お客様のコンテンツとのインタラクションまたは SPE がお客様に送信する
E メール通信に関する情報を収集するために、Cookie、ウェブビーコン（「トラッキングピクシー」とし
ても知られています）
、および他のトラッキングテクノロジーを利用することがあります。
弊社はトラッキングテクノロジーを以下の目的において利用します。
・お客様から要請されるサービスおよび設定を提供するため： 例えば、お客様によるページ間の効率的
なナビゲーションを可能にするため、お客様の閲覧中のログイン状態を維持するため、コンテンツ内の
バグやグリッチをチェックするため、適用法を遵守するため、コンテンツのセキュリティを徹底するた
めなどが挙げられます。弊社は、当該目的において、通常、ユーザー名およびパスワードなどのアカウ
ント情報、デバイス識別子、使用情報（グリッチ、バグ、もしくはコンテンツのセキュリティ問題に関
連するため）
、およびお客様の志向を、収集します。
・お客様の関心事に関連性のより高い広告および推奨コンテンツを表示するため： 例えば、弊社は、お
客様の関心を引いたコンテンツを記憶し、コンテンツの推奨やコンテンツのカスタマイゼーションを
行い、次にこれを利用して、お客様が別のサイトを訪れる時など、お客様により関連性ある広告を提供
するうえで役立てるために、トラッキングテクノロジーを利用します。トラッキングテクノロジーはさ
らに、一つの広告を見る回数の制限、広告キャンペーンの効果の測定、弊社および他者による広告の適
切な表示の追跡調査にも、有用です。弊社は、当該目的において、通常、連絡先情報、デバイス識別子
（IP アドレスなど）
、使用情報（お客様の広告インタラクション、ブラウジング履歴、閲覧履歴など）
を、収集します。
弊社はまた、他の組織が各自の広告目的においてトラッキングテクノロジーを利用することも許可し
ています。さらに、弊社は、サードパーティのプラットフォームやウェブサイト（ソーシャルネットワ
ーキングプラットフォームなど）と協力し、これらのプラットフォーム上やウェブサイト上でお客様ま
たは他者にターゲティング広告を表示することがあり、また、適合目的のためにお客様の E メールア
ドレス、電話番号、もしくはその他の情報を固有値に転換し、当該サードパーティプラットフォームに
提供することがあります。かかるサードパーティのプラットフォームやウェブサイトに関する情報は、
Cookie 同意ツールに記載されています。
法律により要求される場合、弊社は、Cookie を設定する前にお客様の同意を要請します。上記に説明す
るサードパーティがインタレストベース広告用に利用する特定 Cookie（クロスデバイストラッキングに
よるものを含みます）に関する詳細情報、および Cookie に関する特定の選択権の行使については、Digital
Advertising Alliance、Network Advertising Initiative、Digital Advertising Alliance-Canada、European
Interactive Digital Advertising Alliance、またはお客様のデバイスの設定をご覧ください。
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・ブラウジング体験を分析し改善するため： 弊社は、最高人気のコンテンツ、最多閲覧コンテンツ、最
少閲覧コンテンツを分析し、また、コンテンツのユーザーに関する一般情報（年齢、性別、関心分野など）
を提供されます。弊社はさらに、お客様の過去の選択（お客様の言語や地域など）を記憶し、お客様体験
を強化、パーソナライズします。弊社はさらに、お客様がコンテンツの閲覧箇所に再び戻れるように、お
客様が閲覧を中断したコンテンツの箇所を記憶します。弊社は、当該目的において、通常、デバイス識別
子（IP アドレスなど）
、使用情報（ブラウジング履歴、デバイスおよびブラウザーのタイプ、オペレーテ
ィングシステムなど）を収集します。弊社は、本項で概説するお客様のブラウジング体験の分析および改
善に役立てるため、Adobe、Google、その他により提供されるアナリティクスサービスを利用します。
Adobe の Cookie ポリシーについてはこちら、Google の Cookie ポリシーについてはこちらのリンクから
閲覧することができます。法律により要求される場合、弊社はこれらの Cookie を設定する前にお客様の
同意を要請します。同意の撤回を望むお客様、または弊社がお客様の閲覧に関する情報をこのような方
法で利用することを望まないお客様は、Adobe についてはこちら 、Google についてはこちらをクリッ
クし、サービスをオプトアウトしてください。他のアナリティクスサービスについては、下記の指示に従
ってください。
トラッキングテクノロジーの管理方法
弊社は、Cookie から収集した情報を法律により許可される最長期間にわたり保持します。
法律により要求される場合、
弊社は、
必須でない Cookie
（すなわち、
上記の分類 (2) および (3) の Cookie）
を設定する前、およびお客様に送信する E メール内でピクセルタグを使用する前に、
（ダイレクトマーケ
ティングに関するお客様の志向について要請すると同時に）お客様の同意を要請し、本ポリシーへのリ
ンクを提供します。お客様は、当該同意を下記に説明する方法を用いて随時撤回することができます。
お客様がブラウザーを通じて弊社のコンテンツを利用し、Cookie が導入された場合には、お客様は、
Cookie 同意ツールを用いることにより、Cookie 環境設定の変更または同意の撤回を随時行えます。お客
様は、弊社のコンテンツを利用するために Cookie を有効化する必要はありませんが、Cookie を無効化す
ると弊社のサイトおよびアプリでのお客様体験が影響を受ける可能性があります。
さらに、大半のブラウザーのメニューバーにあるヘルプメニューは、ブラウザーが新しい Cookie を受諾
することを防止する方法、旧い Cookie を削除する方法、ブラウザーに新しい Cookie の受信を通知させ
る方法、Cookie を全部無効化する方法を示します。
位置認識テクノロジー
該当する法律を条件とし、弊社は、お客様の位置の検証、お客様の位置に基づくコンテンツおよび広告の
配信または制限（例えば、領域制限）などの目的において、お客様の位置を（時おり正確に）特定するた
めに、GPS（グローバルポジショニングシステム）ソフトウェア、ジオフィルタリングテクノロジー、お
よびその他の位置認識技術を利用することがあります。お客様は、お客様のデバイス上および/または弊
社のコンテンツ（利用可能な場合）でのロケーション設定を通じて、正確な位置情報トラッキングを無効
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化することができます。
PlayStation、Apple iOS、Android デバイス、その他の接続デバイス
お客様は、これらのデバイスから特定のアプリケーションにアクセスする際には、ログイン状態を維持
する目的ならびにペアレンタルコントロール PIN、および適用法により許可されるその他の目的におい
て、Cookie およびその他のトラッキングテクノロジーがお客様のデバイスに自動的に保管されることに
同意します。これらの Cookie は、アプリケーションの運用に必須です。お客様は、お客様の使用デバイ
ス次第では、設定を通じて、またはアプリケーションもしくはお客様のアカウントを削除することによ
り、これらの Cookie をデバイスからオプトアウトまたは除去することができる場合があります。
お客様の個人データの共有方法および共有先
弊社は、以下の状況において、お客様の個人データを共有することがあります。
・お客様の同意（マーケティングおよびプロモーションを含む）。弊社は、サードパーティのマーケティ
ング目的においてお客様の個人データをサードパーティと共有することについてお客様の同意を求め
ます。お客様が同意を与えた場合には、弊社は、適用法に従いお客様の個人データを共有します。例え
ば弊社は、マーケティング/プロモーションパートナー、ソーシャルメディアプラットフォーム、なら
びにビジネスパートナーとお客様の個人データを共有することがあります。弊社は、お客様の個人デー
タを共有するサードパーティの詳細情報を、お客様の同意の取得時点にお客様に付与します。お客様は
時おり、インタラクティブ機能、ウィジェット、もしくはアプリケーションの利用を通して、弊社がお
客様の個人データをサードパーティと共有することを要請することができ、弊社はこうした状況にお
いては適用法に従い然るべく共有します。さらに、お客様が競争、懸賞、コンテストなどのプロモーシ
ョンへの登録を選択した場合、お客様の個人データは、かかるプロモーションの管理の目的において、
かかるプロモーションの条件に従い、サードパーティに開示されることがあります。このことはまた、
お客様の個人データが当選者リストまたは上位成績者リストに含まれ得ることも、意味します。お客様
がユーザー生成コンテンツをサイトまたはアプリに提出する場合、そのコンテンツは公開されます。
・弊社に代わりサービスを提供するサードパーティ。弊社は、弊社のビジネスパートナー、ならびに弊社
のサイトおよびアプリのホスティングまたは運用、E メールの送信、マーケティング/広告サービスの
実施、データ分析の実施などの機能を弊社に代わり遂行するサードパーティと、データを共有します。
お客様が弊社のサイトまたはアプリの一つで何かを購入した場合、弊社は、お客様のカードでの支払い
を処理し、お客様の注文品を受け渡すために、お客様の個人データをサードパーティと共有します。
・関係会社との共有。弊社は、お客様の個人データを、弊社が上記の目的においてデータを処理する際に
関与する他の SPE 事業体と共有します。弊社はさらに、お客様の個人データを、適用法に従い、アナ
リティクスおよびダイレクトマーケティングの目的において、他のソニーグループ企業と共有するこ
ともあります。本条に従い共有される個人データを管理する責任を担う事業体は、こちらに記載されて
います。
・事業再編。SPE またはその資産のいずれか（コンテンツを含みます）は売却される可能性があり、ま
た、お客様の個人データが取引の事業資産の一つとみなされ得る別の取引が発生する可能性がありま
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す。このような場合には、お客様の個人データは、法律により許可される範囲において、取引の一環と
して、またはデューデリジェンス過程中に、買い手または買い手候補に移管される可能性があります。
・強制開示および法的保護。弊社は、弊社が法律により要求されることを誠意をもって確信する場合、法
的義務を遵守するため、本ポリシーに関連して掲載される弊社の利用規約を検証または強制執行する
ため、または弊社またはサードパーティがその権利、財産、安全、セキュリティを保護するために必要
となる場合には、政府、法執行機関、および訴訟手続きに関与する、または訴訟手続きを意図している
他の当事者と、情報を共有することがあります。
お客様の個人データの国際転送
弊社のコンテンツは、米国およびその他の国々で弊社または弊社のサービスプロバイダーによってホス
ティングされ運用されます。したがって、お客様の個人データは、米国ならびにお客様の居住国と同一水
準の保護を提供しない可能性のあるその他の国々に転送され、処理されます。お客様の個人データが転
送される可能性のある国のリストについては、こちらをご覧ください。弊社は、国際データ転送に関する
法律により要求されるとおり、国際転送に適切な保護を提供します。英国または欧州経済領域（EEA）な
どの国または地域からの転送に関しては、十分性決定と十分性規則の対象とされる国への転送でない場
合には、弊社は、EEA 関連では欧州委員会が承認する標準契約条項、英国に関しては英国政府が承認す
る標準契約条項など、適用法により要求されるとおり適切なソリューションを実施し、クロスボーダー
転送に対処します。当該法律の下、お客様は、こちらに詳述するとおり弊社に連絡することにより、弊社
が備える適切なメカニズムの写し 1 部を要請することができます。個人データの国際転送について適用
法によりお客様の同意が必要とされる場合、お客様は、コンテンツを利用してお客様の個人データを弊
社に提供することにより、お客様の個人データの国際転送に同意します。
お客様の権利
適用法により要求される場合、お客様は、弊社がお客様に関連する特定の個人データを維持していると
の確認を取得する権利、その内容、出所、正確さを検証する権利、ならびに特定の個人データへのアクセ
ス、そのレビュー、ポート、削除、ブロック、反対、その処理への同意の撤回（撤回前の同意に基づく処
理の合法性に影響しない場合）を行う権利を有する可能性があります。とりわけ、弊社がダイレクトマー
ケティング目的のプロファイリング、またはお客様の同意に基づくその他の処理を実施する際には、お
客様は、弊社に対してお客様の個人データを利用しないよう要請することができます。
該当する権利行使要請を提出するには、または一般的なプライバシー関連質問のために弊社に連絡する
には、このページをご覧ください。弊社は、当人の個人データへのアクセスを求める個人の身元確認情報
を検証する目的において、特定情報を要請することがあります。
弊社は、その時点にアクティブで関連性ある弊社の消費者データベースにおいて要請された変更を可及
的実際的に速やかに実行するよう妥当な努力を尽くしますが、弊社のデータベースからお客様の情報ま
たは公のポスティングを変更、除去、または削除することは常に可能なことではなく、また、弊社の当該
データの保持が適用法の下でのお客様のデータ主体権利の履行の適用除外に該当する場合には、残余デ
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ータおよび/またはキャッシュデータがその後もアーカイブに留まる可能性があります。さらに、弊社は、
お客様の個人データを、(a) 適用法により許可されるとおり、(b) 適用法により要求されるとおり、およ
び (c) 適用法により禁止される場合を除き、データの保持目的を履行するうえで妥当に必要とされる限
り、保持する権利を有します。
お客様は、E メールニュースレターにおいて、お客様に提供されるオプトアウト指示に従うことにより、
このような E メールニュースレターの受信をオプトアウトすることができます。お客様は、SMS または
MMS のメッセージ受信をサインアップした場合、
「STOP」返信することにより、メッセージの受信のサ
ブスクリプションを解除することができます。マーケティング通信をオプトアウトした場合でも、取引
アカウントのメッセージは影響されません。
データセキュリティ
弊社は、個人データを紛失、誤用、改ざん、不慮の破壊から保護する技術的および組織的な対策を維持し
ます。弊社は、適用法により要求される標準に従いお客様の情報を保護しますが、テクノロジーが変化し
続けるなか、いかなるセキュリティ対策も完全または不可侵であると保証することはできないことに留
意してください。お客様と弊社のやり取りがもはや安全でなくなったと考えられる理由のあるお客様は、
下記の「お問い合わせ」ページに詳述されるとおり、弊社まで即刻連絡してください。
契約の下に要求される情報
お客様は、弊社のコンテンツを利用するため、または弊社とオフラインでやり取りするために、本プライ
バシー& Cookie ポリシーに特定される個人データをすべて提供する必要はありませんが、お客様から特
定の個人データを提供されない場合は、一定の機能は利用可能とされません。お客様が特定の個人デー
タをを提供しない場合、弊社は、お客様の要請への対応、お客様との取引の実行、お客様が価値あると考
えられるマーケティングの提供を、行えない可能性があります。
自動化された意志決定およびプロファイリング
弊社は、プロファイリングを含め、お客様に関して法的影響を生み出す、またはそれ以外にお客様に大幅
な影響を与える方法で、人間の介入なしに自動意思決定を利用することはありません。
保持
上述の目的において弊社が収集し処理する個人データについては、弊社は、本プライバシー& Cookie ポ
リシーに概説する目的の履行に必要とされる期間に限り、個人データを保持します。これには、税務、コ
ーポレート、コンプライアンス、訴訟、およびその他の法的義務と法的権利に対処するために、弊社から
お客様へのサービスの機関を越えて個人データを保持することが含まれ得ます。弊社は、適用法により
許可される期間にわたり（お客様が期間終了前の段階に同意を撤回しない限り）
、マーケティング活動関
連の個人データを保持し、要請があり次第、適用法に従い当該データを安全に削除します。
本ポリシーの変更
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弊社は、弊社のサービスおよびプライバシー慣行の変更に応じて、または法律により要求されるとおり、
本プライバシー& Cookie ポリシーを時おり更新します。弊社のプライバシー& Cookie ポリシーの発効日
は冒頭に記載するとおりです。お客様には、弊社のコンテンツを定期的に閲覧し、弊社のプライバシー慣
行に関する最新情報を取得することを、弊社から奨励します。弊社のプライバシー& Cookie ポリシーの
更新バージョンは弊社のコンテンツ上に掲載されます。お客様には、適用法により法的に要求される場
合には同意をお願いします。
お問い合わせ
本プライバシー& Cookie ポリシーまたは弊社のプライバシー慣行に関するご質問またはご意見につきま
しては、こちらのオプションの一つをクリックすることにより、またはこちらに記載される該当する事
業体の住所宛ての書面により、弊社までご連絡ください。
お客様はさらに、お客様の居住国、勤務国、またはデータ保護違反が発生したと考えられる国の監督当局
に、データ保護に関する申し立てを提出する権利を有する可能性もあります。
***
© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. 無断複写・転載を禁じます。

11

