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ウェブサイトのプライバシーポリシー | Forter 

 

最終更新日: 2020 年 11 月 3 日 

 

Forter, Ltd. およびその関連会社（以下、総称して「当社」といいます）は、お客様のプライバシーの保護に努

めています。本プライバシーポリシーでは、お客様が www.forter.com（以下「本ウェブサイト」といいます）を

ご利用になる際、またはその他の方法で当社との連絡を行う際に、当社がお客様から収集する個人データ

（以下に定義します）の内容、当社によるお客様の個人データの使用方法、当社による個人データの共有

先、個人データに関するお客様の権利、当社のプライバシー慣行に関するお問い合わせ先についてご説明

しています。 

 

EU における一般データ保護規則へ適用するため、Forter Ltd およびその各関連会社は、お客様から収集

する個人データのデータ管理者となる場合があります。カルフォルニア州消費者プライバシー法（以下

「CCPA」といいます）の目的上、Forter およびその関連会社は、お客様の個人データに関して「事業者」

（CCPA で定義されています）として行動する場合があります。対象となる事業者の詳細については、本プラ

イバシーポリシーの最後に記載しています。 

 

概要 

 

このセクションでは、当社のプライバシーポリシーに記載されている情報の概要をご説明しております。

全文は以下でご確認いただけます。プライバシーポリシー（全文）では、当社のプライバシー慣行に関

するより詳細な情報をご確認いただけます。 

 

当社のプライバシーポリシーまたは当社のプライバシー慣行についてご質問またはご懸念がある場合

は、privacy@forter.com までご連絡ください。 

 

当社が収集する情報について 

 

当社は、お客様が当社のウェブサイトにアクセスした際や、お客様がその他の方法で当社とやりとりす

る際、例えば、お客様が当社に情報や連絡を送信したり、当社のホワイトペーパーや当社が主催する

ウェブセミナー、その他のイベントに登録したり、当社のニュースレターやその他のマーケティング資料

の購読を申し込んだ際に、お客様から個人データおよび匿名データを収集します。また、当社は、

https://www.forter.com/privacy-policy/
http://www.forter.com/
mailto:privacy@forter.com


Cookie を使用することにより、個人データおよび匿名データを収集します。当社の Cookie の使用に関

する詳細については、当社の Cookie に関するポリシーをご覧ください。 

 

“個人データ”とは、お客様の氏名、電話番号、電子メールアドレス、IP アドレス等、お客様を識別でき

る情報および、これらの情報に関連するお客様に関する情報を意味します。 

 

"匿名データ"とは、お客様の個人データに関連付けられない、またはリンクされていないデータを意味

します。匿名データは、お客様または他の個人を識別することはできません。 

 

当社は、お客様に関するいかなる「特別なカテゴリー」の個人データ（お客様の人種または民族、宗教

や哲学的信条、性生活、性的指向、政治的意見、労働組合への加入、またはお客様の健康に関する

情報、遺伝子または生体認証データに関する詳細など）を収集することはありません。 

 

情報収集の方法 

 

当社は、本プライバシーポリシーで詳述している通り、当社ウェブサイトおよび当社事業の管理、当社

ウェブサイト、製品およびサービスの改善、お客様からのお問い合わせへの対応、お客様と当社との

関係の管理、コンプライアンスの目的、およびお客様に関連するウェブサイトのコンテンツや広告を配

信する目的で、お客様の個人データを収集および使用しています。 

 

当社は、当社の正当な利益、契約上の必要性、適用法の要求など、適用されるデータ保護法に基づく

様々な法的根拠に基づき、お客様の個人データを適切に管理しています。 

 

情報の共有先 

 

当社は、信頼できる外部のサービスプロバイダが当社へサービスを提供する際そして、適用法または

政府機関の要請を遵守する目的、特定の企業取引に関連する目的、および本プライバシーポリシーで

詳述している訴訟やコンプライアンスの監視に関連する目的を除き、お客様の個人データを第三者に

貸与、販売、または共有することはありません。 

 

お客様の情報の保護 

 

Forter は、お客様の個人データの保護に努めています。当社は、お客様の個人データの安全性と機密

性を確保し、お客様の個人データを不正アクセスや不正利用から保護するため、業界のベストプラクテ

ィスを採用し、定期的に第三者による監査や認証を依頼しています。 
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ウェブサイトのプライバシーポリシー（全文） 

 

イントロダクション 

本プライバシーポリシーは、お客様が当社のウェブサイトをご利用になる際、またはその他の方法で当

社と連絡を行う際に、Forter がお客様から収集する個人データの内容、当社によるお客様の個人デー

タの使用方法、共有先、お客様の個人データの保護方法、お客様がご自身の個人データに関して有す

る権利、および当社のプライバシー慣行に関するお問い合わせ方法についてご説明します。 

 

このプライバシーポリシーを注意深くお読みいただきますようお願いいたします。 

 

当社が収集する情報 

 

当社は、お客様が本ウェブサイトをご利用になる際、またはその他の方法で当社と連絡を行う際に、以

下の通りお客様から特定の情報を収集します。また、Cookie およびその他の技術を使用し、お客様に

関する一定の情報を収集します。この情報には、お客様の個人データと匿名データの両方が含まれま

す。 

 

1. お客様が当社に提供する個人データ 

 

当社は、お客様が当社のウェブサイトにアクセスした際や、お客様がその他の方法で当社と連絡を行

う際、例えば、お客様が当社に何らかの情報や連絡内容を送信したり、当社のホワイトペーパーや当

社主催のウェブセミナーやその他のイベントへ登録したり、当社のニュースレターやその他のマーケテ

ィング資料の購読をお申込みいただいた際に、お客様から個人データおよび匿名データを収集しま

す。この情報には、お客様の姓名、電話番号、電子メールおよび郵送先住所、職業上の肩書き、会社

名などが含まれることがあります。お客様が当社のウェブサイト上でフィードバックを提供したり、当社

へ連絡したり、当社のウェブサイトに掲載されている採用情報へ応募をする際、当社はお客様の氏名

や電子メールアドレス、およびお客様との電子メールまたはその他の通信に含まれる情報を収集しま

す。 

 

2. Cookie やその他の技術により収集する個人データ 

 

お客様がどのように本ウェブサイトにアクセスし、どのように利用しているか（例：ブラウザの種類、アク

セス時間、インターネットプロトコル（IP）アドレス）、およびお客様のハードウェアとソフトウェアに関する

情報は、Cookie（お客様のハードドライブに置かれる小さなテキストファイル）またはその他の技術やツ

ールを使用して自動的に収集されます。これらの情報は、当社のウェブサイトの改善のため、当社の

製品やサービスをお客様にとってより有益なものにするため、およびその他のビジネス上の目的のた



めに使用されます。Cookie の使用に関する詳細については、当社の Cookie に関するポリシーをご覧く

ださい。 

 

情報を収集する目的 

 

当社は、お客様が当社ウェブサイトをご利用になる際、またはその他当社とのやり取りの中で収集した

お客様の個人データを、以下の目的で使用します。 また、こうした目的でお客様の個人データを使用

するために当社が依拠する法的根拠も、以下でご説明いたします。 

 

“連絡先”は、お客様の氏名、電話番号、電子メールアドレス、住所、職業上の肩書き、会社名などを指

します。 

 

“利用データ”は、当社ウェブサイトでの滞在時間、訪問したページ、クリックしたリンク、言語設定、およ

び当社ウェブサイトへの流入経路などに関する情報などを指します。 

 

“ブラウザおよびデバイスデータ”は、お客様の IP アドレス、デバイスタイプ、ブラウザタイプ、地理的な

場所、およびお客様のオペレーティングシステムと言語設定に関する情報などを指します。 

 

“マーケティング情報”は、お客様の連絡先情報および当社からのマーケティング情報の受領や受領方

法に関するご希望などを指します。 

 

目的/行うこと データの種類 法的根拠 

当社事業および当社ウェブサイトの管理・保

護のため（トラブルシューティング、データ分

析、テスト、システムメンテナンス、サポート、

レポート、データのホスティングなど） 

 

連絡先情報 

 

ブラウザとデバイスの

情報 

お客様との契約の遂行のため 

当社の正当な利益のため 

法的義務への準拠のため 

お客様と当社との関係を管理するため 

連絡先情報 

マーケティング情報 

お客様との契約の遂行のため  

法的義務への準拠のため  

当社の正当な利益のため 
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当社の製品およびサービスの提供、維持お

よび改善のため 

連絡先情報 

  

ブラウザとデバイスの

情報 

  

利用データ 

お客様との契約の遂行のため  

当社の正当な利益のため 

お客様に関連するウェブサイトコンテンツおよ

び広告を配信し、お客様に配信する広告の

効果を測定・把握するため 

連絡先情報 

  

ブラウザとデバイスの

情報 

  

利用データ 

  

マーケティング情報 

当社の正当な利益のため 

本ウェブサイトの利用傾向、利用状況、活動

を監視、分析し、本ウェブサイト、製品、サー

ビス、カスタマー対応やカスタマー体験を改

善するため 

 

連絡先情報 

  

ブラウザとデバイスの

情報 

  

使用状況に関する情報 

当社の正当な利益のため 



お客様に有益と思われる製品・サービスを提

案・推奨するため 

連絡先情報 

  

ブラウザとデバイスの

情報 

  

利用データ 

当社の正当な利益のため  

必要な場合は、お客様の明示

的な同意を求めます 

法執行機関およびその他の政府機関からの

要請への対応、訴訟管理、内部監査および

調査の実施など、コンプライアンス目的のた

め 

連絡先情報 

当社の正当な利益のため  

法的義務への準拠のため 

実際の企業間取引または将来の企業間取引

に関連するデューディリジェンス活動のため 
連絡先情報 当社の正当な利益のため 

 

マーケティング 

 

当社は、お客様が関心をお持ちの可能性のある当社の製品およびサービスについてお知らせするた

め、お客様と直接的なマーケティングコミュニケーションを行うことがあります。適用法の下で許容され

ている範囲で、当社は、お客様から事前の同意を得ている場合、または当社がお客様と既に関係性が

あり、お客様が関心をお持ちであろう類似の製品やサービスに関するお客様への連絡をご希望の場

合、当社の正当な業務上の利益に基づいて、こうした連絡を行います。お客様は、当社のウェブサイト

に表示されているマーケティングコミュニケーションに関する希望欄にチェックを入れることにより、当社

からのマーケティング資料の送付を希望することができます。 

 

お客様が当社からマーケティング・コミュニケーションを受け取る場合、お客様は当社から受け取る電

子メールに記載されている購読中止の方法に沿ってお手続きいただくか、こちらからご連絡いただくこ

とで購読を中止することができます。 

 

匿名データの作成 

 

当社は、お客様の個人データから、お客様を個人的に識別できる情報（お客様の氏名など）を除外し

て、匿名データを作成することがあります。当社はこの匿名データを、リクエストおよび使用パターンを

https://l.forter.com/hs/manage-preferences/unsubscribe-simple


分析することで、当社のウェブサイトおよび当社の製品・サービスを改善のために使用します。当社

は、当社の裁量で匿名データを使用し、第三者に開示する権利を留保します。 

 

情報の共有 

 

当社は、本プライバシーポリシーに記載されている場合を除き、お客様の個人データを第三者に貸与、

販売、共有することはありません。 

 

当社の事業およびウェブサイトを管理し、お客様に当社の製品およびサービスを提供するため、当社

はお客様の個人データを当社の関連会社間で共有することがあります。また、当社の事業運営を支援

するために当社が契約した信頼できる外部のサービスプロバイダ（データホスティングプロバイダなど）

に対しても、当該外部サービスプロバイダが当社にサービスを提供するために必要な場合、お客様の

個人データを共有することがあります。当社は、お客様の個人データを外部のサービスプロバイダと共

有する前に、当該外部サービスプロバイダがお客様の個人データのセキュリティと機密性を保護するこ

とを確約することを確認しています。 

 

また、当社は、次のようなケースでお客様の個人データの開示が必要であると判断した場合、お客様

の個人データを開示することがあります。(i) 適用法または裁判所、規制当局、その他の政府機関から

の要請に従う場合、(ii) 契約上の権利および当社ポリシーを執行する場合（これらの違反の可能性に

関する調査に関連する場合を含みます）、(iii) 不正行為の疑いまたはセキュリティ問題を含む、違法行

為またはその他の不正行為に関する調査、検出、防止、措置をとる場合、 (iv) 法的請求から保護す

るために当社の権利を確立または行使する場合、 (v) 当社、当社のウェブサイトのユーザーまたはそ

の他の第三者の権利、プライバシー、財産または安全を守る場合、および (vi) 当社の知的財産また

はその他の法的権利を行使する場合 

 

さらに、当社は、合併、買収、分割、再編、資金調達または当社資産の売却など、Forter が関与する実

際のまたは予定されている企業取引に関連し、また、当社が関与する支払不能、破産または同様の手

続きに関連し、お客様の個人データを第三者と共有する場合があります。当社を買収した企業（全部ま

たは一部）は、本プライバシーポリシーに記載されているとおり、お客様の個人データを引き続き使用

することが許可されますが、お客様の個人データに関する当社の権利および義務を引き受けるものと

します。 

 

過去 12 ヶ月間、当社は、業務上の目的で、次のカテゴリーの個人データを開示しました： 

連絡先情報、ブラウザおよびデバイスデータ、利用データ、マーケティング情報 

 

お客様の情報の移転 



 

当社は、お客様の個人データをお客様の居住国以外に移転する場合があります。その場合、当社は、

かかる移転に関連する適用法令を遵守します。 

 

お客様の個人データが GDPR の対象となり、当社がお客様の個人データを欧州経済領域（EEA）外に

移転させる場合、当該移転は GDPR およびその他の適用される EU のプライバシー法に従ってのみ行

われます。 

 

お客様の個人データの当該移転に使用される保護措置および緩和措置に関する詳細については、

privacy@forter.com までお問い合わせください。 

 

お客様の情報の保護 

 

当社は、お客様からお預かりした情報の保護に努め、当社ウェブサイトのセキュリティの実施・維持お

よびお客様の個人データの保護に細心の注意を払っています。当社は、お客様の個人データの安全

性と機密性を確保し、不正アクセスや不適切な使用から保護するために、業界のベストプラクティスを

採用し、定期的に第三者の監査や認証を依頼しています。当社はお客様の個人データを保護するた

めに合理的な措置を講じていますが、残念ながら、インターネットを介した情報およびデータの送信は

完全に安全ではなく、当社は、当社ウェブサイトへ、または当社ウェブサイトを通じて送信されるいかな

る情報またはデータの安全性も保証することはできません。当社ウェブサイトへの、または当社ウェブ

サイトを通じたお客様の情報またはデータの送信は、お客様ご自身の責任で行っていただきますよう

お願いいたします。 

 

当社は、個人データ漏洩の疑いがある場合、それに対処するための手順を確立しております。また、

法的に要求される場合には、漏洩についてお客様および該当の規制当局に通知いたします。 

 

お客様の情報の保持期間 

 

当社は、適用される法律によってより長い保存期間が要求されない限り、個人データを収集した目的

のために必要な期間だけ保持します。当社がお客様の個人データを保存する期間についての詳細

は、privacy@forter.com までお問い合わせください。 

 

第三者によるウェブサイトでの情報収集 

 

当社のウェブサイトには、当社の管理下にはない、あるいは当社と提携関係にない第三者が提供する

他のウェブサイトへのリンクが含まれている場合があります。このプライバシーポリシーは、お客様が



当社のウェブサイトを通じて、またはその他の方法で当社との連絡を行う際に当社と共有する情報の

使用と開示にのみ適用され、第三者はお客様の個人データの取り扱いに関して異なる規則を有する場

合があることにご留意ください。 

 

当社は、当社のウェブサイトからリンクされている第三者のウェブサイトを含め、お客様が第三者に提

供するいかなる情報についても責任を負いません。 

 

お客様の情報に対するお客様の権利 

 

特定の国に居住する個人は、個人データに関して特定の法的権利を有しています。 

 

お客様が欧州経済領域（EEA）および英国、スイスにお住まいの場合、お客様は EU の一般データ保護

規則（Regulation (EU) 2016/679）（以下「GDPR」）に基づき、以下のような権利を有しています。 

 

 当社が保有するお客様に関する個人データへのアクセスを要求する権利 

 当社が保有する個人データのうち、不正確なものを訂正する権利 

 一定の制限のもとで、当社が保有するお客様の個人データを消去するよう要請する権利 

 特定の状況下において、当社がお客様の個人データを処理することを制限または反対する権利 

 当社が保有するお客様の個人データを他の組織に移行する権利（一定の条件付き） 

 以前は個人データの取扱いに同意していたが、今後は希望しない場合、個人データの取扱いに

対する同意を撤回する権利 

 

お客様がカリフォルニア州居住者である場合、お客様はカリフォルニア州消費者プライバシー法 2018

年（カリフォルニア州民法第 1798.100 条から 1798.199 条）（以下「CCPA」）に基づき、以下のような一

定の権利を有しています。 

 

 当社が保有する個人データのカテゴリー、当社が個人データを収集した事業または商業目的、お

よび当社が個人データを共有した第三者のカテゴリーを含む、当社が保有する個人データに関す

る特定の情報を要求する権利 

 一定の制限のもとで、当社が保有するお客様の個人データを削除するよう要求する権利 

 お客様の個人データの販売を拒否する権利（本プライバシーポリシーに記載されている場合を除

き、当社がお客様の個人データを貸与、販売または共有することはありません） 

 該当する場合には、当社の CCPA 違反によって生じた損害の賠償を請求する権利 

 CCPA の権利行使により差別されない権利 

 



これらの権利の行使を希望される場合は、privacy@forter.com までご連絡ください。当社は、適用法令

の下で要求される期間内に対応いたします。お客様のご要望に対応する際、お客様の身元を確認する

ために、お客様から追加の情報（個人データを含む場合があります）をお伺いすることがあります。これ

は、お客様の個人データが、それを受け取る権利のない人物に開示されないようにするためのセキュ

リティ対策のため必要となります。また、当社からの回答を迅速化するため、お客様のご要望に関して

詳細な情報をお伺いする目的でお客様にご連絡させていただくことがあります。追加情報をご提供い

ただけない場合、お客様のご要望を処理できないことがありますのでご了承ください。 

 

16 歳未満の方 

 

本ウェブサイトは 16 歳以上の個人を対象としています。当社は、16 歳未満の訪問者を故意に奨励ま

たは勧誘することはなく、16 歳未満の方から故意に個人データを収集することはありません。16 歳未

満の個人が当社と個人データを共有していることが判明した場合、当社は当該情報を速やかに削除し

ます。 

 

16 歳未満の個人が当社と個人データを共有していると判明した場合は、privacy@forter.com までご連

絡ください。 

 

苦情に関するご連絡先 

 

特定の国に居住する個人は、当社の個人データの処理方法に関して、現地のデータ保護監督当局に

苦情を申し立てる権利を有しています（英国では、英国個人データ保護監督機関がこれに該当し、

https://ico.org.uk/global/contact-us から指定された手段に従って連絡することができます）。 

 

お客様がカリフォルニア州にお住まいの場合、カリフォルニア州司法長官事務所に苦情を申し立てるこ

とができます。 

 

 

プライバシーポリシーの更新または修正 

 

当社は、独自の判断により、本プライバシーポリシーを随時変更する権利を有しています。当社が本プ

ライバシーポリシーを変更する場合、当社がどのような情報を収集し、どのように使用し、どのような状

況下でそれを開示するかについて、お客様に常にご承知いただけるよう、変更内容を掲載いたします。

本プライバシーポリシーの最新版は、常に当社のウェブサイト上に掲載されます。 

 

https://ico.org.uk/global/contact-us


お客様の個人データを収集した時点における本プライバシーポリシーでの記載内容と異なる方法で収

集または使用することを決定した場合、当社は該当する個人にその旨を通知いたします。当社は、情

報が収集された際のプライバシーポリシーに従ってのみ、お客様の個人データを使用しています。 

 

お問い合わせ方法 

 

本プライバシーポリシーまたは当社のプライバシー慣行に関してご質問やご懸念がある場合は、

privacy@forter.com までお問い合わせください。 

 

Forter Ltd. とその関連会社の詳細: 

 

Forter Ltd: Totseret ha-Arets St 7, Tel Aviv-Yafo, Israel 6789104 

 

Forter, Inc: 575 Fifth Ave., New York, NY 10017 

 

Forter Solutions UK Ltd: Tower Bridge House, St. Katherine’s Way, London, E1W 1DD (Companies 

House Registration No. 12136011) 

 

Forter Pte Ltd: 135 Cecil St. #10-01, MYP Plaza, Singapore (069536)  

 

mailto:privacy@forter.com

