
 

プライバシー（2020年） 
 

2020年3月30日更新 

ShareThisは、プライバシーを重視しています。本プライバシー通知には、当社が収集するデー

タの種類、その収集方法および処理の理由、共有する可能性のある当事者、また当社が収集す

るデータが個人情報である場合は、そのような個人情報に関するお客様の権利について記載さ

れています。ShareThisは本ページの更新により、本通知を変更する場合があります。本ページ

を時折チェックし、必ず最新の変更内容を確認するようにしてください。        

ShareThisは、適用法（該当する場合、欧州一般データ保護規則 (「GDPR」を含む）およびカリ

フォルニア州消費者プライバシー法（「CCPA」）に従って、本プライバシー通知に記載された

方法で情報を処理することをお約束します。ShareThisがGDPRおよびEEAデータ主体としてのお

客様の権利をどのように遵守しているかに関する具体的な情報については、 こちらをクリック

してください。ShareThisがCCPAにどのように準拠しているかについてはこちらをクリックし

てください。 

パブリッシャーの情報にアクセスするには、こちらのパブリッシャー情報ページをご覧くださ

い。 

 

 

 

ShareThisおよびそのツールについて 

ShareThisは、ウェブサイト運営者（「パブリッシャー」）が簡単にオンラインコンテンツを共

有できる、カスタマイズ可能なソーシャル共有ツールを提供します。ウェブサイトのユーザー

は誰でも、Facebook、Twitter、Eメール、Digg、Redditなどのソーシャルサイト上で、そのウ

ェブサイト上のツール(「ShareThisアイコン」)を使って、ウェブサイト上の対象物を友人と簡

単に共有することができます。 

ShareThisはまた、インターネットユーザーおよびそれらのユーザーがコンテンツ、ウェブサイ

ト、広告へのインタラクション方法に関するデータを収集し、ShareThisおよび当社のパブリッ

シャー、広告主、顧客、データパートナーが、これらのグループに関連性のあるターゲット広

告をオンラインで配信することを容易にします。当社はさらに、インターネットユーザーの行

動を理解し、オンラインコンテンツと広告の効果を向上させるために、そのような閲覧、共有

、およびそのグループのプロフィールと見なされるものに基づいて分析を行い、洞察を提供し

ます。     

［データ収集からオプトアウトする］ 

 
 

https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#ccpa
https://www.sharethis.com/publisher/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/


 

当社は、Cookieやピクセル（顧客向けのピクセルとクッキーを含む）（「ShareThisパブリッ

シャーアプリケーション」）などの技術を使用して、当社のShareThisアイコンを使用するウェ

ブサイトおよび当社の技術がインストールされているその他のウェブサイトの両方で、インタ

ーネットユーザーの閲覧および共有アクティビティに関する情報を収集します。当社はまた、

データ分析および広告業界の他社からもデータを受け取ります。収集したデータを分析および

集計し、定義された基準に基づいてデータのグループ（オーディエンスセグメントと呼ばれる

）を作成します。例えば、その特徴、興味、ニーズ、行動パターンが類似していると考えられ

るインターネットユーザーをグループごとに分類します。複数のブラウザまたはデバイスが同

じユーザーまたは世帯であると推測できる場合は、オーディエンスセグメントを強化するため

にその情報を使用する場合があります。 

ターゲット広告は、ユーザーの最近の閲覧や共有アクティビティ、ウェブサイトや広告へのイ

ンタラクションの分析に基づいて、インターネットユーザーが興味を持つ可能性が高い広告を

表示することを目的としています。それらはインタレストベース広告またはオンライン行動タ

ーゲティング広告とも呼ばれます。このような種類の広告についてさらに詳しくお知りになり

たい場合は、こちらをクリックしてください。 

 

データ収集およびその使用について 

当社は、当社の製品およびサービスを提供するために、当社または第三者によるパーソナライ

ズされた広告の表示、分析の提供、およびソーシャル共有に基づくデータモデリングを目的と

して、お客様が訪問したウェブサイトに関するデータを収集し、使用します。このデータは、

ShareThisが実際の個人を識別するために直接使用することができないという点において匿名の

ものです。このデータにより、当社のシステムがお客様のコンピュータ、デバイス、および/ま

たはブラウザを経時的に認識することが可能になります。 

このデータは多くの場合、特定される、または特定可能な自然人に関連したものであるため、

個人情報とみなされます。 

当社は、お客様の氏名、住所、電話番号、住所、クレジットカード情報など、当社または当社

のお客様が当社の製品およびサービスの一部としてお客様に直接連絡が可能となる連絡先情報

を意図的に収集することはありません。お客様が当社のパブリッシャーである場合、または

ShareThis事業上の関係者である場合、当社はそのような情報を収集することがあります。 

 

追加情報 

以下に、当社が処理するデータのカテゴリ、および各カテゴリを処理する理由について説明し

ます。 

1.利用状況データおよびプロファイル情報 

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


 

1.1利用状況データ 

当社は、当社のShareThisアイコン、ShareThisパブリッシャーアプリケーション、およびインタ

ーネット上の広告とのユーザーの対話を通じて、 インターネットユーザーによるインターネッ

ト閲覧、オンラインコンテンツおよび広告へのインタラクション状態に関する情報を収集しま

す。当社はこれを「利用状況データ」と呼びます。 

利用状況データには以下のものが含まれます：  

● ウェブブラウザに配置されたCookieの一意のID (例：37d387ca-f68a-11e5-b87d-

0e58954c72b1) 

● ユーザーが使用するブラウザとデバイスに関する情報 

● ユーザーエージェント文字列 

● 表示されたウェブページ（当該ページのURLアドレスと、検索語およびキーワードを含

む可能性のある検索パラメータを含む）と、そのユーザーが当該ウェブページを参照す

る前に表示されていたウェブページ  

● ウェブページが閲覧される時間 

● ユーザーがウェブページに誘導される検索クエリ 

● ページ間のナビゲーション 

● 各ウェブページに費やされた時間 

● クリックまたは選択された項目および強調表示またはコピーされた内容を含む、ウェブ

ページへのインタラクション 

● ユーザーに対して表示または表示される広告、およびユーザーとそれらの広告へのイン

タラクション 

● 共有されたコンテンツがどのようなものか、いつ共有されたかについての情報を含むコ

ンテンツ共有に関する情報–例として、関連するソーシャルメディアのサイト（例：

Twitter、Facebook） 

● 国、州、または郵便番号などの地理的情報 

● IPアドレス 

● デバイスID 

上記の使用状況データは、実際の個人を直接識別するためにShareThisで使用されるものではあ

りませんが、多くの場合個人情報とみなされるものです。 

1.2プロファイル情報 

当社は、類似した特性、興味、または行動パターンを持つユーザーのグループを推測し作成す

るため、お客様が訪問したウェブサイトのコンテンツに関する情報、およびそれらのウェブサ

イトのオーディエンスに関する情報を受け取ります。当社は、サードパーティの広告主、分析

ベンダー、およびデータパートナーから受け取ったデータと利用状況データとを組み合わせ、

よりパーソナライズされた広告体験を提供することを望む広告主にとって有用なデータのカテ

ゴリを作成します。例えば、ユーザーが定期的に車のショッピングに関するコンテンツを見た

り共有したりする場合、当社のシステムは、このユーザーが車の購入に関心を持っている可能



 

性について推測することがあります。この手法は、インタレストベース広告と呼ばれることが

あり、「車に興味がある」というタイトルがつけられたセグメントは、オーディエンスセグメ

ントまたは「プロファイル」と呼ばれることがあります。当社がこのデータをプロファイルに

分類する場合には、「プロファイル情報」として参照します。 

当社は、第三者から入手した情報を利用して、閲覧されたウェブサイトのユーザーおよびオー

ディエンスの想定されるコンテンツおよび特徴等から、本プロファイル情報（実際の名前では

なく、ブラウザの識別子を参照）を推測することができます。例えば、特定のウェブサイトの

ユーザーは車に興味を持っているかもしれず、通常は特定の年齢や収入の範囲内に分布してい

る可能性があります。こうした可能性に基づき、複数のブラウザまたはデバイスが同じユーザ

ーまたは世帯であると推測できる場合は、オーディエンスセグメントを強化するためにその情

報を使用する場合があります。 

当社がユーザーをグループに分類する際に使用する特徴は、年齢層、収入層、学歴、性別、民

族性、家族構成に関連しており、ユーザーが訪問するウェブサイトの典型的なオーディエンス

および閲覧されるコンテンツに基づいています。 

ShareThisで使用されているプロファイル情報の種類の一覧を表示する場合は、健全性または政

治的性質を持つプロファイル情報（米国のみ）も含め、こちらをクリックしてください。 

1.3当社が利用状況データおよびプロファイル情報を入手する方法 

当社が利用状況データを収集するのは以下の場合です：お客様のデバイスが当社のウェブサイ

トにアクセスしたとき、当社のサービス（ShareThisアイコンを使用したコンテンツの共有を含

む）を使用、またはインタラクションを実行したとき、お客様のデバイスがシェアを使用する

パブリッシャーのウェブサイトにアクセスしたとき、お客様のデバイスが当社のために提供ま

たは提供された広告を表示またはクリックしたとき。当社は、ブラウザに配置されたCookie、

ピクセルタグ、およびHTTPヘッダ（または他の通信プロトコル）を使用して上記の収集を行い

ます。 

当社によるCookieおよび他のトラッキング技術の活用 

ウェブ環境：（デスクトップ、タブレット、およびスマートフォンのブラウザ） 

ShareThisはブラウザのCookieを使用して、ShareThisパブリッシャーアプリケーションを使用す

るウェブサイトの訪問者に「タグ付け」を行います。これらのユーザーには、

C62414AY9324FB5671069928026P0067といった、技術的な識別子が与えられます。 

このブラウザCookieは、ユーザーの閲覧データをトラッキングします。さらにピクセルタグを

使用して、この閲覧データをShareThisおよび当社の顧客、およびデータパートナーに転送しま

す。 

https://sharethis.com/privacy-audiences


 

Cookie：文字列を含み、ブラウザを一意に識別する小さなテキストファイル。Cookieは、ウェ

ブサイトを運営していない第三者が、ピクセルタグ（以下に説明）をウェブサイト上で発見し

た場合にも、ウェブサイトの発行者によってブラウザにインストールされます。ShareThisの

Cookieおよび当社お客様のCookieはサードパーティのCookieであり、発行元のウェブサイトに

あるShreThisパブリッシャーアプリケーションによりユーザーのブラウザにインストールされ

ます。多くのブラウザではCookieを受け入れるよう初期設定されていますが、サードパーティ

のCookieを拒否する設定に変更することも可能です。ブラウザの「ヘルプ」ファイルを参照し

、お使いのブラウザにおけるCookieの処理についての詳細をご確認ください。  

Cookie 期間 目的 

_stid 1年 ShareThis cookie ID 

_stidv 10年 ShareThis cookie IDバージョン 

wordpress_test_cookie セッション 
Cookieへのアクセスが可能かどうかをテストするShareThisの

Cookie 

pubconsent 13カ月 
ユーザーが行ったIAB TCF v1フォーマットのGDPRデータ収集に

関する宣言を表示するよう設定されたShareThisのCookie 

st_optout 10年 
ユーザーがデータ収集からオプトアウトしたことを表示するよ

う設定されたShareThisのCookie 

_ga 2年 
ユーザーを識別するためにShareThisで使用されるGoogle 

AnalyticsのCookie 

_gat 1日 
リクエスト率を抑制するためにShareThisで使用されるGoogle 

AnalyticsのCookie 

_gid 1日 
ユーザーを識別するためにShareThisで使用されるGoogle 

AnalyticsのCookie 



 

visopt_s 3カ月 
ブラウザ閉じられ、再度開かれた回数を把握するためのVWO 

cookie 

_vis_opt_test_cookie セッション 

ユーザーのブラウザでCookieが有効になっているかどうかを確

認するためのVWOセッションCookie。訪問者のセッション数を

トラッキングするのに役立ちます。 

_vwo_uuid_v2 1年 
VWOのCookieはウェブサイトのユニークトラフィックを算出し

ます。 

intercom-id-fe2c9dmj 10カ月 Intercom：サイト訪問者の匿名訪問者識別子 

intercom-session-fe2c9dmj 7日 

Intercom：一意の各ブラウザセッションの識別子セッション

Cookieは、ログインに成功したpingごとに更新され、その時点

から1週間延長されます。通常ログアウト時に発生する、セッ

ションの「Intercom」意図的な終了(「シャットダウン」)がな

い限り、ユーザーは自分の会話にアクセスし、ログアウトした

ページで1週間データをやり取りすることができます。 

pxcelBcnLcy セッション 
レポートビーコンのレイテンシをトラッキングするShreThisの

タグ管理システムCookie 

pxcelAcc3PC 1日 

サードパーティのCookieがブラウザで許可されるかどうかをチ

ェックするShreThisのCookie。これは、リクエストに受信

Cookieがない場合にのみ設定されます。 

pxcelPage_c010 

および/または 

pxcelPage_c010_B 

および/または 

pxcelPage_c010_C 

および/または 

pxcelPage_c010_D 

1年 

ピクセル回転のロードをトラッキングするShreThisのタグ管理

システムCookieShareThisは、ShareThisネットワーク内のサイ

トのグループごとに異なるCookieを使用します。 



 

ピクセルタグ：これらはCookieを読み取って配置する、ウェブページ上のコードの小さなブロ

ックです。お客様がウェブページにアクセスすると、ShareThisピクセルは、ブラウザに

ShareThisのCookieがインストールされているかどうかを確認します。インストールされていな

い場合、ピクセルはCookieをインストールします。インストールされている場合、ピクセルは

Cookieを「読み取り」、お客様がウェブページを閲覧した時間、使用したブラウザの種類、お

客様のIPアドレスなどの情報を当社に送信します。このような方法で、お客様の興味を把握し

、当社顧客がお客様にターゲット広告を配信できるようになります。 

HTTPヘッダ：これらはウェブページが表示されるたびに送信されるものであり、ブラウザを

ウェブページに接続するために必要な技術情報を含んでいます。この情報には、ブラウザおよ

び要求されたウェブページに関する情報が含まれる場合があります。ShareThisは、この情報を

収集します。 

その他の環境：（モバイルアプリケーション） 

モバイルアプリケーションで広告を表示するには、モバイルデバイスのオペレーティングシス

テムに応じて、Google Advertising IDやApple IDFAなどの識別子が使用される可能性がありま

す。広告主識別子はお客様のデバイスを識別しますが、お客様を直接識別するわけではなく、

ご自身でリセットできるものです。詳細については、デバイスの製造元に問い合わせるか、以

下のNAI Mobileオプトアウトページを参照してください。

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/ 

リンク環境：（使用ブラウザおよびモバイルアプリ） 

パーソナライズされた広告を提供し、シームレスなオンライン体験を提供するために、当社と

提携しているサードパーティのデータパートナーが、お客様が使用している異なる環境におい

て、お客様の識別子をリンクさせる場合があります。当社は、当社の利用状況データとのリン

クを、Cookieの同期により有効にすることがあります。ShareThisでは、リンクを操作するため

にお客様の名前や住所など、お客様を識別するために使用される可能性のあるテキスト形式の

情報は使用しません。当社のデータパートナーは、広告パートナー識別子など、当社の技術に

より収集した匿名データを活用することで、正確なリンク方法を使用することがあります。 

「ユーザーによる選択」で説明されているメカニズムを使用して、Cookieの管理、同意の変更

、またはパーソナライズされた広告のオプトアウトを行うことができます。 

1.4当社が利用状況データおよびプロファイル情報を使用する方法 

当社は、上記のCookieまたは類似のトラッキング技術を使用したターゲット広告の配信を可能

にするため、利用状況データおよびプロフィール情報を使用します。 

お客様のデータを共有する当社の顧客は、独自のプロファイル情報を生成するためにこの情報

を使用することがあります。当社顧客はまた、独自のCookieまたはウェブビーコンを通じてお

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://sharethis.com/privacy/#user-choices


 

客様に関するその他のデモグラフィック情報を取得し、当社が当社顧客に提供するデータと組

み合わせることがあります。これらのサードパーティの広告主、パブリッシャー、および広告

ネットワークによるCookieおよびピクセルタグの使用は、それぞれのプライバシーポリシーに

従って行われます。   当社がお客様のデータを開示する相手についての詳細な情報については

、本プライバシー通知の 「お客様のデータの受信者」 のセクションを参照してください。 

2.子供 

ShreThisは、子供たちから意図的にデータを収集することはなく、16歳未満の子供をターゲッ

トにできるよう、プロファイル情報を調整することもありません。お客様が親権者または保護

者であり、ご自身が責任を持つ子供たちのデータを当社が処理している可能性があると思われ

る場合は、 「ユーザーの選択および権利」 のセクションを参照していただくか、または当社

に直接お問い合わせください。 

3.ShareThisアイコンが表示されているユーザーから送信する電子メール 

ShareThisアイコンを使用して電子メールを共有する場合は、デバイスから電子メールにどのよ

うに接続するかをお客様が選択します。当社は、お客様がどのようなコンテンツを共有したか

、および電子メール経由でそれを共有したという事実のみを知ることができます。当社は、お

客様の電子メールアドレス、受信者の電子メールアドレス、電子メールの内容など、電子メー

ル自体に関する情報は一切受信することはありません。ShareThisパブリッシャーアプリケーシ

ョンを介してユーザーが共有する情報について、当社は責任を負いません。 

4.アカウント情報 

「アカウント情報」とは、 パブリッシャーおよびパブリッシャーの代表者が当社にアカウント
を登録する際、およびアカウントを使用する際に提供する情報を意味します。 

当社のサービスの多くは、当社に登録することなくご利用いただけるものです。ただし、お客

様がパブリッシャーである、またはパブリッシャーを代表しており、当社の拡張機能の一部を

使用される場合には、当社に登録していただく必要があります。 

当社への登録を選択される場合は、お客様が16歳以上であることを確認させていただくことが

必要です。当社は、ダイレクトマーケティングを目的として登録情報を第三者に販売または共

有することはありません。 

5.ビジネス連絡先データ 

お客様またはお客様の雇用主が当社と取引関係にある場合、当社はお客様の個人データを処理

する場合があります。お客様は、当社顧客、サプライヤ、または見込客（例：パブリッシャー

、データプロバイダ、ソーシャルメディアプラットフォーム、エージェンシー、広告主など）

となる可能性があります。お客様に関する当社の個人情報とは、お客様の職業上の生活（氏名



 

、電子メールアドレス、請求先住所、オフィス住所、電話番号、役職、勤務先）を指します。

（こうした関係にある場合）メールや名刺のやり取り、業界の会合または顧客との会議などに

おいて情報収集が可能であったことが考えられます。当社はそのようなデータを、以下に示す

ような正当なビジネス目的のために使用することがあります：a) ビジネス上の関係の中でお客

様とコミュニケーションをとること；b) 当社製品またはサービスの提供をすること；c) 請求お

よび請求書送付目的での使用；また、 d) セールス、マーケティング、および製品のプロモーシ

ョン目的での使用。  

このデータは、「すべてのデータに適用される一般的な目的」に記載されている目的のため

に処理されることがあります。 

6.従業員および応募者に関するデータ 

お客様が米国または欧州でShareThisの従業員である場合、またはShareThisの職務に応募される

場合は、お客様のデータを処理する当社の方法について、当社の人事ポリシーを参照してくだ

さい。それらのポリシーは、当社人事部の、HR@ShareThis.comより入手可能です。   

7.ShareThis.comで収集されるデータ 

本セクションでは、当社ウェブサイト（ShareThis.com）の訪問者 のデータを、どのように処理

するかについて説明します。これらは、当社に登録するパブリッシャーに関してのみ説明した

、「利用状況データおよびプロファイル情報」 および 「アカウント情報」とは別個のものと

して扱われます。 

ShareThisの雇用に応募したり、当社の連絡フォームのいずれかを使用したりするなど、お客様

が当社のウェブサイトを訪問された際に特定の方法でShareThis.comと情報をやり取りする場合

、お客様は自発的に当社に情報提供することを選択できます。この情報は、お客様からの通信

への応答など、収集された理由でのみ使用され、収集された目的を満たすためにのみ使用する

ことが契約上義務付けられている、信頼できるサービスプロバイダ以外の第三者と共有される

ことはありません。 

当社は、お客様がShareThis.comにアクセスしたときにCookieや類似技術を使って自動的にデー

タを収集し、その情報を使用して、お客様の好みに関する情報を記憶する、ウェブサイト分析

を行う、またセキュリティおよび不正防止を実施するなどして、お客様のウェブサイトの管理

を支援します。   

本プライバシー通知は、ShareThis.com上で情報を収集する他のウェブサイトや第三者のプライ

バシー慣行には適用されません。これらの第三者の適用可能なポリシーをご覧いただくか、

www.aboutads.info にアクセスして、インタレストベース広告について詳しくお知りになり、

ShareThis.comのデータを収集および使用している可能性のある他の参加企業からのオプトアウ

トの選択についての情報をご覧になることをお勧めします。 

https://sharethis.com/privacy/#general-purposes
mailto:HR@ShareThis.com
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#account-information


 

8.すべてのデータに適用される一般的な目的 

ShareThisがシステム上のデータを処理する可能性があるということには、いくつかの「一般的

」理由があります。その多くは、適用される法律によって、および/またはインターネットが確

実に安全な空間であり続けるために必要とされています。その中には、当社のビジネスの推進

と成長を可能にするものもあります。さらに詳しくお知りになりたい場合、

privacy@sharethis.com まで電子メールでお問い合わせください。  

また、当社は以下の目的でデータ処理を行う場合があります：a) 適用法によって要求される場

合；b) データ保護当局、警察、FBIなどの権限のある法的機関と協力するため；c) 助言を得たり

法的手続きを行ったりすることを含め、契約条件を履行するため；d) 当社の事業、資産および

利益、ならびに第三者の利益を保護するため；e) 当社の事業および/または資産の売却および販

売促進のため 

最後の点として、ShareThisは、企業合併、連結、資産売却、破産、その他企業としての変更に

関連して、情報を承継企業に転送する場合があります。ShareThisがその資産の全部または一部

の合併、買収、または売却に関与している場合は、お客様の情報の所有権または使用方法の変

更、およびお客様の情報に関する選択について、電子メールおよび/または当社のウェブサイト

上の目立った形で表示される通知によってお客様に通知します。 

 

GDPRおよびEUデータ主体としてのお客様の権利 

お客様が欧州経済領域（EEA）に所在する場合、当社の個人情報の処理には一般データ保護規

則（GDPR）が適用されます。GDPRは、EEAに所在する者に明確なプライバシー権を付与し、

当社がEEAに所在するデータ主体の個人情報を処理する際に果たすべき責任をShareThisに課し

ています。本ShareThisプライバシーポリシーでは、ShareThisが個人データを処理する方法と理

由について概説しています。本EUプライバシーセクションの目的は、ShareThisがGDPRおよび

EEAに所在するデータ主体としてのお客様の権利をどのように遵守しているかについての詳細

情報を提供することです。 

追加情報 

個人情報の定義 

GDPRは個人情報を幅広く定義しています。従って、利用データおよび/またはプロファイル情

報がEEA内の個人に関連する場合、当社はそれを個人情報として扱い、そのようなデータを処

理する際にはGDPRに従うものとします。同様に、当社の通常の事業活動のコンテキストにおい

て、EUのデータ主体から収集されたデータのほとんど全ては、個人情報とみなされる可能性が

あります。これには以下のものが含まれます：a) ShareThis.comへのアクセスを介して収集され



 

たデータ；b) 顧客、パブリッシャー、およびビジネスパートナーから収集されたデータ；およ

び、c) 従業員および従業員となる見込みのある人たちから収集されたデータ。 

個人情報の特別カテゴリ 

ShreThisは、EUのデータ主体に関する特別なカテゴリの個人データを収集したり、処理したり

するものではなく、また当社は、特別なカテゴリの個人データの（すなわち、人種的または民

族的起源、政治的意見、宗教的または哲学的信念、または労働組合加入を明らかにするデータ

、遺伝子データ、生体データ、健康に関するデータ、または自然人の性生活または性的指向に

関するデータ）に基づくEU消費者のオーディエンスセグメントのプロファイル情報を作成する

ことはありません。 

処理の法的根拠 

GDPRは、EU域内の個人データを処理しようとする者に対し、そのための有効な法的根拠を有

することを要求しています。ShrePointが使用する法的根拠には以下のものがあります：a) 承諾

；b) 正当な利益（すなわち、当社がデータを処理する必要性および/またはそのようなデータ

を処理することにより、当社が提供する価値が、データ主体の権利の重要性を上回るとは考え

られない場合）；c) 契約の履行のために必要である場合；および、d) 当社の法的義務を遵守す

るために処理が必要である場合。当社は、ShareThisが実施する最も一般的な種類の処理につい

て、法的根拠の概要を説明するよう努めます。 

Cookieおよび類似のトラッキング技術–当社は、EEA全域で実施されているePrivacy指令の下で

必要とされるCookie、ピクセル、および類似のトラッキング技術の配置について同意を得るよ

う努めています。ShareThisは多くの場合、インターネットユーザーと直接的な関係を持たない

ため、以下に説明するように、パブリッシャーおよびその他のパートナーに対し、当社の代理

として承諾を得るよう依頼します。当社が直接Cookieを使用する場合（例：ShareThis.com）、

当社がEEAからのものと特定したデータ主体から直接同意を得るものとします。 

利用状況データおよびプロファイル情報–当社は上記のようにCookieを使用することについて

同意を得ますが、ShareThisは、その正当な利益の下で利用状況データおよびプロファイル情報

を処理します。誤解を避けるために記すと、このデータが分析、ターゲット広告、測定、また

は報告に使用される場合、当社は正当な利益を介してデータを処理するものとします。さらな

る透明性を提供するために、Cookieおよびピクセルに関して得られた承諾の中で、これらの使

用事例のいくつかについて言及するよう努めます。 

ウェブサイトデータ–当社はShareThis.comを通じて個人情報を収集しています。そのデータが

ShareThisに提供される場合（例：オンラインフォームに記入することによるもの）、当社はそ

れを、以下に説明する取引関係に従って収集されたアカウントデータおよび/またはデータとみ

なします。当社がウェブサイトを通じてCookieを使用する場合、当社は承諾依頼を使用します

。データが自動的に収集される場合（例：IPアドレスを含むログファイル）、当社は当社の正



 

当な利益を介してそのようなデータを処理し、ウェブサイトを維持し、訪問者の利益に合わせ

てウェブサイトをパーソナライズする業務の改善に役立てるものとします。 

アカウントデータおよびビジネス関係–当社は、ShareThisでアカウントを設定することを一部

のパブリッシャーに要求します。同様に、当社はShareThisにサービスを提供するほとんどのベ

ンダー、当社の顧客、当社の従業員、および当社のビジネスパートナーとの間で、個人データ

を含むアカウントを維持しています。ユーザーがこれらの事業体のいずれかの従業員である場

合、ShareThisはユーザーの名前、勤務先の電子メール、勤務先の電話番号などの個人データを

保持することがあります。EEA内に所在するデータ主体については、契約上の必要性の法的根

拠に基づいて当該データを処理します。つまり、当社はShareThisとパブリッシャー、顧客、ベ

ンダーなどとの間の契約条件を遵守するために当該データを処理する必要があります。これに

は、アカウントおよびログイン資格証明のメンテナンス、請求および支払目的、相手当事者と

の通信、および要求の履行が含まれています。当社がこれらの事業体に追加的に製品およびサ

ービスを販売しようとする場合、適用法により承諾依頼（例：Eメールによるマーケティング）

を使用することが定められていない限り、当社は正当な利益を得て販売を行うものとします。 

一般的目的–ShareThisが上記の説明とは異なる個人データを処理する例は多数存在しています

。例： 

法令遵守–多くの企業と同様、ShareThisは、法律を遵守し、警察などの権限のある法的機関か

らの要求に協力し、税金を支払うためにデータ処理を行います。ShareThisが法的および規制上

の義務を果たすためには、この種の処理の法的根拠が必要です。 

法的義務の実施–当社の契約条件を遵守し、当社の知的財産および/または第三者の権利を保護

するために、ShareThisは、これらの場合に当社の正当な利益を介して個人データを処理します

。これには、助言を得ること、および法的手続を行うことが含まれます。 

当社ビジネスの売却および促進–ShareThisは、その正当な利益を介して事業の売却を実施、評

価および/または促進することを選択する場合があります。 

集計データ–データを集計し、デジタル識別子（例：Cookie ID）を削除する場合、当社はこの

データを社内調査、マーケティング、および統計分析を目的して使用することがあります。こ

の種の識別されないデータはGDPRによって制限されないことに留意してください。 

データ管理者 

ShareThisは、通常、上記のように処理されたデータに関するデータの管理者となります。

GDPRが利用状況データおよびプロファイル情報に適用され、当社がこのデータをお客様と共有

する場合、当社のお客様はこのようなデータの処理に関して独立した管理者となり、独自のプ

ライバシーポリシーに従って処理します。ShareThisは、ShareThis.com経由で収集されるデー

タの管理者でもあります。 



 

データ処理者 

ShareThisはまた、ShareThisに代わってデータの処理を行う多数のエージェントおよびサービス

プロバイダを保持しています。このエージェントおよびサービスプロバイダは、ShareThisによ

り明示的に指示されたデータのみを使用することができ、当社によって要求されたサービスの

みを提供することができます。またそれらには、データを安全かつ守秘義務の下で処理する契

約上の義務があります。 

EUデータ主体の権利 

GDPRが適用される場合、EUデータ主体は以下の権利を有します：a) 処理されるデータの種類

および処理の法的根拠について通知を受ける権利；b) 処理されているデータにアクセスして閲

覧する権利；c) 処理の対象となるデータを訂正する権利；d) データを消去する権利；e) データ

の処理を制限する権利；f) データポータビリティの権利；g) データの処理に異議を唱える権利

および、 f) 自動化された意思決定の対象とならない権利。これらの権利の一部は、特定の状況

においてのみ適用され、データを処理するための法的根拠に依存しています。例えば、異議を

申し立てる権利は、当社の正当な利益のために必要なものであり、当社がお客様の権利、利益

および自由を上回る説得力のある正当な理由を証明できない場合にのみ行われる取扱いに適用

されます。同じ権利は、当社が法的義務を遵守するため、またはお客様との契約を履行するた

めに必要な処理には適用されません。 

処理がお客様の同意に基づく場合、GDPRに従って、お客様はいつでもその同意を撤回すること

ができますが、以前に行われた処理は引き続き合法なものとして扱われます。データ主体の権

利を行使する場合、またはこれらの権利についてご質問がある場合は、privacy@sharethis.com

に書面で連絡してください。権利行使の請求がなされた場合、当社はその請求がなされた日か

ら1カ月以内にその請求に応じるよう努めます。ただし、この期間は延長されることがあり、そ

の場合は、1カ月の期間が満了する前にお客様に通知するものとします。 

またお客様には、お客様の管轄の監督機関に苦情を提出する権利があります。欧州経済領域 

(EEA) の監督機関の一覧は以下に記載されています：https://edpb.europa.eu/about-

edpb/board/members_en.  

ShareThisがGDPR準拠に関してパブリッシャーと連携する方法 

お客様が欧州経済領域に所在する場合は、Cookieおよび類似のテクノロジーの使用に同意する

よう求めるウェブサイトについてご存じかも知れません。ShareThisアプリケーションがEUのデ

ータ主体からの個人情報処理のために使用される場合、当社のパブリッシャーは、ShareThisア

プリケーションの使用についてお客様に通知し、お客様の個人情報を処理する第三者として

ShareThisに言及し、お客様はそのような処理およびCookieの使用に同意するよう求められます

。 

EU個人情報の国境を越えた移転 

mailto:privacy@sharethis.com
mailto:privacy@sharethis.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


 

当社は通常、米国でデータの処理を行います。データを共有する際には、EUおよび米国内外の

企業にデータを提供することになります。適用法に従ってデータが確実に処理される仕方で転

送されるようにするため、いずれのケースにおいても保護措置を講じています。  

当社がEEA外で個人データを移転する場合、データの移転先である受信者または場所が個人情

報の適切なレベルの保護を提供するものとして欧州委員会によって承認されない限り、当社は

移転がGDPRに準拠し、移転される個人情報が確実に適切な保護を得られることを目的とした措

置を講じます。 

当社が米国にデータを転送する際には、受信者がEU-U.S.プライバシーシールドの下で自己認証

を受けていない限り、受信者との間にEU標準契約条項を設けます。プライバシーシールドにお

ける当社の責任の詳細については、ShareThisプライバシーポリシーの「プライバシーシールド

」セクションをご覧ください。GDPRの下で行われる国際的なデータの移転についてさらに詳し

い情報は https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-

data-protection_en でご覧いただけます。GDPRで要求されている通り、要請がある場合に当社

はそのような保護措置の写しを利用可能にすることができます。  

データ保護オフィサーおよび代表者 

ShareThisは、当社の個人情報処理関連の活動を監督し、必要に応じて要求に対応するデータ保

護オフィサーを任命しています。当社のDPOには、以下を通じて連絡することができます：

Vincent Potier （ShareThis DPO）：dpo@sharethis.com  

在EU ShareThis代表者：ShareThis UK Limited of 10 John Street, London WC1N 2EB, UK.       

 

CCPAおよびカリフォルニア州のデータ主体としてのお客様の権利 

追加情報 

 

2020年1月1日より、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）により、カリフォルニ

ア州のデータ主体およびユーザーに対し、以下を含む追加的なプライバシー保護が提供されま

す： 

● お客様、お客様のコンピュータまたはデバイスに関するデータを確認する権利（すなわ

ち、知る権利） 

● お客様、お客様のコンピュータまたはデバイスに関するデータを削除する権利（すなわ

ち、削除する権利） 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
mailto:dpo@sharethis.com


 

● お客様、お客様のコンピュータまたはデバイスに関するデータを特定の第三者に販売す

ることをオプトアウトする権利（すなわち、お客様の情報の販売をオプトアウトする権

利）。 

CCPAは個人情報を幅広く定義しています。従って、ウェブ上で収集される情報のほとんどは、

CCPAのもとでは個人情報とみなされます。カリフォルニア州のデータ主体は、

privacy@sharethis.com に電子メールを送信し、CCPA GDPRデータ主体アクセス要求のデータ

主体アクセスページを閲覧する権利を行使することができます。カリフォルニア州のデータ主

体は、当社のフリーダイヤルCCPAプライバシーホットライン （1-800-272-1765）にも電話す

ることができます。 

当社は、上記に記載されたなんらかの権利を行使するユーザーに対して異なる方法で対応する

ようなことはありません。ただし、そのような対応を取ることが適用法に対する違反となる場

合には、その権利を尊重できない場合があります。ShareThisは、当社のウェブサイトで収集さ

れたデータや当社の事業運営に使用されるデータを販売することはありません。ただし本パブ

リッシャーアプリケーションを通じて収集された個人情報を当社は第三者に譲渡し、かかる譲

渡はカリフォルニア州法に基づき、過去12カ月間に利用状況、プロフィール情報および/または

対象セグメントを含むデータを含め、販売したとみなされます。 

お客様のカリフォルニア州のデータ主体アクセスおよび削除権 

カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）は、カリフォルニア州の消費者に一定の権利

を与えています。–これには、お客様に関する当社の個人情報を知る権利、およびその情報を削

除する権利が含まれます。ShareThisは透明性を重視しており、カリフォルニア州の消費者には

、当社が持っている可能性のある個人情報、およびインターネットにアクセスするために使用

する可能性のあるデバイスにアクセスしていただきたいと考えています。当社は通常、主体の

アクセスまたは削除要求の処理に必要な最小限の情報のみを要求し、お客様の要求に関連する

情報を最長2年間保持します。お客様が、ShareThisプラットフォームへのログインとパスワー

ドを持つShareThisの顧客である場合、まずShareThisとの関係を管理する組織の担当者にリクエ

ストを送信してください。 

CCPAへのアクセス、または削除リクエストをご希望される場合、 privacy@sharethis.comまで

電子メールをお送りください。カリフォルニア州のデータ主体は、当社のフリーダイヤルCCPA

プライバシーホットライン （1-800-272-1765）にも電話することができます。 

お客様が本ポリシーに記載される方法で主体としてのアクセス要求を行われた場合、お客様に

は、当社がお客様に関して保有する個人情報 （Cookie IDやモバイル広告IDなどのデジタル識別

子を含み、ShareThisが保存する可能性のある個人情報を含む）を閲覧および削除する権利があ

ります。当社は10日以内にお客様の要求についての確認を行い、45日以内に要求を満たすよう

誠実に努めます。 

mailto:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/ccpa-gdpr-data-subject-access-request-page/
mailto:privacy@ShareThis.com


 

CCPAの下では、お客様に関する当社の個人情報を閲覧するためのお客様のリクエストには、以

下のものが含まれます：(1) 当社が有する可能性のあるお客様に関する特定の個人情報；(2) お

客様について収集した個人情報のカテゴリ；(3) 個人情報の収集元のカテゴリ；(4) 当社がお客

様のビジネス目的のために販売または開示した個人情報のカテゴリ；(5) CCPAにおける業務上

の目的で個人情報を販売または開示した第三者のカテゴリ；および (6) 個人情報収集または販

売のビジネス上または商業上の目的。これらの情報のほとんどは、少なくとも一般に当社のプ

ライバシーポリシーに記載されています。 

データ主体のアクセスおよび削除要求の検証 

当社は、お客様の要望を検証するための手段を講じることがあり、お客様がそのような要求を

行うコンピュータまたはデバイスを所有または制御していることを、宣誓供述書による証明ま

たは表明を求めることがあります。–デジタルIDのような匿名の個人情報へのアクセスや削除を

要求される場合には特にこのことが当てはまります。 

当社は、適用法により禁じられていない限り、および/または情報が請求、不正行為の防止、ま

たはセキュリティ目的のために当社にとって不可欠ではない限り、検証が可能である要求につ

いてはこれに応じるものとします。お客様の要求に応じることができない場合、当社はお客様

の要求を拒否する理由についてお知らせするものとします。お客様の削除要求を満たすことが

できない場合、当社のプライバシーポリシーに従って、お客様がオプトアウトの要求を行うよ

うお勧めします。 

承認された代理人を介したアクセスおよび削除の要求 

お客様は、以下の手順に従って権限のある代理人にアクセスまたは削除を要求することができ

ます。当社は、当該代理人が、お客様を代表して要求を行うようお客様に承認されていること

の証明を求めることに留意してください。また、お客様の要求を検証し、および/または前述の

宣誓供述書を作成するよう要求します。お客様への迅速な対応を確実にすることを目的として

、当社は当該代理人に電子メールアドレスおよび電話番号などの詳細な連絡先の提供を求めま

す。 

 

データ共有または開示、お客様データの受信者 

追加情報 

1.当社顧客 

当社は、マーケティングおよび広告目的のために、利用状況データ、プロファイル情報、およ

び/またはオーディエンスセグメントを以下の当事者と共有します： 



 

● 広告主； 

● パブリッシャー； 

● ウェブサイトおよびその他の形態のデジタルメディアに広告を配信するために設計され

た技術プラットフォームを運営する広告代理店およびエージェンシーのトレーディング

デスク； 

● エージェンシーのトレーディングデスク； 

● 広告主や出版社がインターネットユーザーに関するデータ整理を支援するデータ管理プ

ラットフォーム； 

● 消費者によるインターネット利用方法をより良く理解しようとする投資会社や金融機関

； 

● 異なるオンライン識別子を単一のユーザーにリンクしているデバイスグラフサービスプ

ロバイダ； 

● ウェブサイトおよびその他の形態のデジタルメディア上への広告配信を自動化している

広告技術のプロバイダ； 

● 消費者行動をより良く理解しようとする調査会社； 

● データブローカーおよびその他のパートナー 

「データ収集およびその使用」のセクションにリストされる、当該の目的を持つ（すべての当

社顧客）。 

GDPRが利用状況データおよびプロファイル情報に適用され、当社がこのデータをお客様と共有

する場合、当社のお客様はこのようなデータの処理に関して独立した管理者となり、独自のプ

ライバシーポリシーに従って処理します。 

お客様は、自己のプライバシーポリシーに従い、本プライバシー通知に記載されていない他の

第三者と、処理するデータを共有することができます。   例として、第三者のサービスプロバ

イダを使用してその代理として広告およびその他のコンテンツを表示させることができます。  

詳細については、お客様のプライバシーポリシーをご確認ください。 

LiveRamp:https://liveramp.com/privacy/ 

AppNexus:https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Eyeota :https://www.eyeota.com/privacy-policy 

Oracle:https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html 

Lotame:https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ 

Nielsen:https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/ 

2.その他の第三者代理期間およびサービスプロバイダ 

当社は、本プライバシー通知に記載されたデータを、当社の書面による指示に従ってのみデー

タ処理することを契約上義務付けられている、信頼の置けるAmazon Web Servicesなどのデー

タ保管および処理施設と共有し、当該施設に対して、当社に対するサービスの提供、セキュリ

https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://liveramp.com/privacy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.eyeota.com/privacy-policy
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/


 

ティ管理の実施、および当該情報の機密性の維持のためにのみデータを使用することを要求し

ます。ShareThisで利用されているサービスプロバイダのカテゴリを以下に示します： 

● Amazon Web Servicesなどのクラウドデータストレージプロバイダ； 

● 顧客請求システムプロバイダ； 

● 電子メール送信ツールを提供する電子メールサービスプロバイダ； 

● Google analyticsなどのウェブサイト分析プロバイダ； 

● 顧客関係管理ソフトウェアプロバイダ； 

● 法的に要求されている監査を支援するベンダー； 

● システムが正常に動作することを保証するサードパーティのコンピュータプログラマ；

； 

● 問題の記録とデバッグを支援するジョブチケットサポートベンダー；および 

● セキュリティベンダー 

3.データ保持 

これまでさまざまな種類の個人情報に関する保持ポリシーを定義しました。データの保存期間

は、データを処理する目的に必要である間、また関連性が維持されている場合に限定されます

。ただし、法律によってデータを保持することが義務付けられている場合、申立を抗弁および

行使する場合、または規制上の理由でデータを保持する必要がある場合はこの限りではありま

せん。 

3.1利用状況データ、プロファイル情報およびShareThis.com経由で収集されたデータ 

収集された利用状況データとプロフィール情報は、ターゲット広告の場合は収集日から最大13

カ月間、知見と分析を得ることを目的としている場合は最大48カ月間保存されます。また、

ShareThis.comで収集したデータは分析を行うため、およびウェブサイトが正常に機能すること

を保証するために最大48カ月間保持します。 

当社は、データを集計して匿名化し、端末または個人にリンクできないようにすることができ

ます。そのため、それ以降データは個人情報ではなくなり、当社はこのデータをより長期間保

持することがあります。 

3.2アカウント情報 

お客様が当社の有効なアカウントをお持ちである限り、当社はアカウント情報を保持します。

お客様が連続して14カ月間、お客様のユーザー名とパスワードを使用して当社のサービスにロ

グインしていない場合、当社はお客様のアカウントを非アクティブであるとみなし、お客様の

アカウント情報を削除する場合があります。これにより、お客様が保存したデータが失われる

可能性がありますが、このような削除についての責任を当社は負わないものとします。 



 

お客様はいつでもご自身のアカウントを削除することができます。サイトにサインインし、ペ

ージの最上部にある「My Account（マイアカウント）」をクリックします。「Edit Profile（プ

ロフィール編集）」をクリックし、「Deactivate Account（アカウントを無効化）」を選択して

表示される指示に従って操作してください。privacy@sharethis.comにリクエストを送信して、

ご自身のアカウント情報の削除を依頼することもできます。 

4.データセキュリティ 

ShareThisは、情報のセキュリティに高い優先度を置いています。当社はこれまで、業界標準の

セキュリティ対策を実施してきました。 

インターネット上でのデータ転送は完全に安全であるとは保証されているわけではありません

が、お客様のデータを保護するよう努めています。ShareThisの管理下にない第三者が、プライ

ベートな通信のやりとりを違法に傍受したり、アクセスしたりする可能性があります。

ShareThisは、お客様が当社に送信する情報のセキュリティを保証することはできません。 

 

 

プライバシー標準への取り組み 

ShareThisは、さまざまな自主規制プログラムのメンバーとして、ユーザーの透明性と管理を促

進しています。また、ShareThisはEU-U.S.およびSwiss U.S.プライバシーシールド・フレームワ

ークに参加し、その遵守において認証を受けています。 

追加情報 

ShareThisは、以下の自主規制プログラムのメンバーです： 

ネットワーク広告イニシアティブ（NAI） 

 

ShareThisは、NAI行動規範を固守します。NAIはオンラインで、 ウェブオプトアウトプラット

フォームを提供し、 消費者が自身の選択について意思表明できるようにしており、一般的なプ

ライバシー、およびインタレストベース広告に関連した情報を提供しています。 

デジタル広告アライアンス（DAA）： 

mailto:privacy@sharethis.com
http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/nai_code2018.pdf
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


 

 

ShareThisは、デジタル広告アライアンスのオンライン行動広告自主規制原則を固守します。

DAAオプトアウトプラットフォームには、消費者に広告サービスをオプトアウトするための選

択ページ、およびプライバシーに関する一般情報があります。 

 

EDAA： 

 

ShareThisは、欧州インタラクティブ・デジタル広告アライアンス（「EDAA」）原則を固守し

ます。EDAAオプトアウトプラットフォームには、欧州連合に所在する消費者に広告サービスを

オプトアウトするための選択ページ、およびプライバシーに関する一般情報を提供しています

。 

 

GDPRおよびEU-USプライバシーシールド： 

ShareThis,Inc.は、ビジネスを行うすべての場所でデータを保護し、個人のプライバシー権を実

現することに取り組んでいます。そのため、当社はGDPRおよびEU-US/Swiss-US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。 

EU域内の個人のデータプライバシー権を強化し、保護することを目的としたGDPRに従い、

ShareThisは利用者の同意ツール（ShareThisは、IABのトランスペアレンシー＆コンセントフレ

ームワークに登録されたCMPです。）を提供するとともに、本通知で概説されている利用者デ

ータ権を促進しています。 

 

ユーザーによる選択およびオプトアウトの権利 

お客様が現在ご使用されているブラウザで、ShareThisによって収集された利用状況データとプ

ロファイル情報に基づいた広告を受信したくない場合は、本プライバシーポリシーで利用可能

なShareThisオプトアウトボタンをクリックして、利用状況データとプロファイル情報の収集と

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://youronlinechoices.eu/


 

処理に関する設定を変更および管理することができます。カリフォルニア州のデータ主体がオ

プトアウトした場合、ShareThisは自社のブラウザや端末に関するデータの第三者への転送を停

止しますが、それ以外の点においてこれらのユーザーを異なる方法で扱うことはありません。 

ShareThisによって収集された利用状況データに基づいて広告を受信したくない場合、ご使用の

端末またはブラウザに関係なく、各デバイスおよび各インターネットウェブブラウザについて

、当社のサービスからオプトアウトする必要があります。  

 

 

 

 

モバイル端末では、以下の「広告トラッキング制限」機能をクリックします： 

GoogleによるほとんどのAndroid向けの指示：Google Playのヘルプ 

AppleによるiOSバージョン6向けの指示：Appleサポートセンター 

追加情報 

さらに以下の点にご留意ください： 

このプロセスによって広告表示が停止される訳ではありませんが、表示される広告は、収集さ

れた利用状況データおよびShareThisで使用されるプロファイル情報の影響を受けたものではあ

りません。  

オプトアウトの権利に関してご質問がある場合、privacy@sharethis.comを使用して当社まで書

面でお知らせください。 

ブラウザ環境：（デスクトップ、タブレット、およびスマートフォンのブラウザ） 

同意事項を変更、またはオプトアウトすると、オプトアウトCookieがブラウザに設定されます

。当社は、お客様が当社のサービスをオプトアウトしたことを認識するために、お客様のブラ

ウザ上にオプトアウトCookieを引き続き配置する必要があります。このオプトアウトCookieは

その他いずれのCookieと同様のものです；そのため、ブラウザからクッキーを削除したり、別

のインターネットブラウザを使用したり、新しいコンピュータを使用してインターネットにア

クセスしたりした場合は、再度プロセスを実行する必要があります。 

以下のリンクからオプトアウトすることもできます。 

［データ収集からオプトアウトする］ 

 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074
mailto:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/opt-out-of-data-collection/


 

ネットワーク広告イニシアティブ（「NAI」）オプトアウトプラットフォーム 

デジタル広告アライアンス（「DAA」）オプトアウトプラットフォーム 

欧州インタラクティブ広告アライアンス（「EDAA」）オプトアウトプラットフォーム 

Ghosteryブラウザ拡張機能も、お客様が閲覧したすべてのウェブサイトのすべてのサードパー

ティCookieをリスト表示し、選択的にオプトアウトするための良いツールです。 

注記： 

上記のオプトアウトツールは現在Cookieをベースにしたものであり、ブラウザにCookieを設定

することでオプトアウトしたことを通知するものです。つまり、ブラウザがサードパーティの

Cookieを受け入れるように設定されている場合にのみ、オプトアウトが機能します。ブラウザ

が自動的にCookieを拒否するように設定されている場合、またはブラウザからすべてのCookie

を削除した場合、オプトアウトのCookieがブラウザに表示されないため、オプトアウトの仕組

みは機能しません。 

また、Cookieはブラウザベースであるため、ブラウザ、オペレーティングシステム、またはコ

ンピュータを変更した場合にはオプトアウトを再度行うことが必要になります。 

モバイル環境： 

上記のオプトアウト方法は、モバイルウェブブラウジングで機能しますが、それらはCookieを

ベースとしたものであるため、インタレストベース広告のCookieを受け入れない可能性のある

、モバイル「アプリ」環境においては信頼性が低くなります。 

代替手段として、以下で説明されている、設定内の「広告トラッキング制限」機能を使用して

、モバイルプラットフォームのレベルでオプトアウトすることができます。当社は、インタレ

ストベース広告のためにモバイルアプリからデータを収集することはありませんが、当社また

は当社が提携する第三者は、インタレストベース広告を配信する際に、他者が収集したデータ

を使用することがあります。 

ほとんどのAndroidユーザー： 

「インタレスト広告のオプトアウト」オプションを使用するには、Googleが提供する次の手順

に従ってください。Google Play Helpヘルプ 

これは端末の設定であり、ShareThisだけでなく、すべてのプロバイダからのインタレストベー

ス広告が無効になることに留意してください。 

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.ghostery.com/products/
https://support.google.com/googleplay/answer/3405269


 

iOSユーザー：（バージョン6以降） 

「広告トラッキング制限」オプションを使用するには、Appleが提供する次の手順に従ってく

ださい：Appleサポートセンター。 

これは端末の設定であり、ShareThisだけでなく、すべてのプロバイダからのインタレストベー

ス広告が無効になることに留意してください。 

トラッキングの禁止 

ブラウザのトラッキング禁止機能を使用すると、使用状況データの収集を停止することもでき

ます。ShareThisは、お使いのブラウザから送信されるトラッキング禁止の信号を認識します。

法的に要求されている場合、またはそうした信号が、ブラウザの初期設定ではなく、お客様ご

自身により有効にされたものであることが確認できた場合、当社はそれをお客様によるオプト

アウトの意思表示であるとみなします。 

管理外への転送/プライバシーシールド： 

ShareThisは、プライバシーシールドに依拠して欧州連合、英国、および/またはスイスから米

国に転送された個人情報の収集、使用、および保持に関して米国商務省が規定したEU-U.S.プラ

イバシーシールド・フレームワークおよびSwiss-U.Sプライバシーシールド・フレームワークを

遵守します。プライバシーシールドは、EU加盟国およびスイス、英国からの個人情報の収集、

使用、保管に関して米国商務省により管理されています。ShareThisは、Privacy Shield 

Principles of Notice,Choice,Accountability for Onward Transfer,Security,Data Integrity and 

Purpose Limitation,Access,Recourse,Enforcement and Liability（通知、選択、転送時の説明責任

、セキュリティ、データの完全性と目的の制限、アクセス、償還請求、執行、責任に関するプ

ライバシーシールド原則）への準拠において認証を受けています。このプライバシー通知のポ

リシーとプライバシーシールド原則との間に矛盾がある場合は、プライバシーシールド原則が

適用されます。プライバシーシールド・プログラムについてさらにお知りになりたい場合、ま

たは当社の認証ページを参照する場合、 https://www.privacyshield.gov をご覧ください。 

管理外への転送では、ShareThisはプライバシーシールドの下で受け取った個人情報の処理に責

任を負い、その後、代理として行動する第三者に転送するものとします。ShareThisは、その代

理人がプライバシーシールド原則に反する方法で個人情報を処理した場合、損害を引き起こし

た事象に対して責任がないことを証明しない限り、プライバシーシールド原則に基づいて引き

続き責任を負うものとします。 

EU-USおよびSwiss-USプライバシーシールド原則に従い、ShareThisは、お客様のプライバシー

および当社によるお客様の個人情報の収集または使用に関する苦情を解決することをお約束し

ます。本プライバシー通知に関する問い合わせや苦情がある、欧州連合、英国またはスイスの

個人は、まず最初にShareThisに対しprivacy@sharethis.com へ直接連絡する必要があります。

当社はお客様の苦情に対し、その受信から30日以内に対応を実施します。 

https://support.apple.com/en-us/HT202074
https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@sharethis.com


 

当社はさらに、EU-USおよびSwiss-USプライバシーシールド原則の下で未解決のプライバシー

に関する苦情を、the Council of Better Business Bureau（ビジネス改善局評議会）によって運営

され、米国に所在する非営利の裁判外紛争解決機関であるBBB EU プライバシーシールドに付託

することをお約束します。苦情の通知を適時に受け取っていない場合、または苦情が十分に対

処されていない場合は、 www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ を参照し、さらに

詳細な情報を得て苦情申し立てを行ってください。 

上記の方法で解決できない残余紛争については、限られた場合においてPrivacy Shield Panel（

プライバシーシールド審査会）による、法的拘束力を持つ仲裁オプションを利用することがで

きます。プライバシーシールドの法的拘束力を持つ仲裁スキームに関してさらにお知りになり

たい場合、以下のサイトをご覧ください：https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-

introduction. 

連邦取引委員会は、プライバシーシールドへの当社の準拠に関しての調査および執行の権限を

有しています。  

当社がお客様の権利を尊重していない、またはデータを正しく処理していないと思われる場合

は、当社に直接ご連絡いただくことをお勧めします。当社は可能な手段すべてを用いてお客様

を支援します。 

ただし、それでも苦情が解決されない場合、お客様には自国の監督機関（またはデータ保護機

関）に解決を求めて問題を提起する権利があります。 

 

本プライバシー通知と原本との間に矛盾がある場合は、プライバシーポリシー原本（英語）を

参照してください。 

 

 

連絡先  

ShareThis, Inc. 

3000 El Camino Real 

5 Palo Alto Square, Suite 150. 

Palo Alto, CA 94306, USA 

privacy@sharethis.com 

 

当社は、当社の個人情報処理関連の活動を監督し、必要に応じて要求に対応するデータ保護オ

フィサーを任命しています。当社のDPOには、以下を通じて連絡することができます： 

Vincent Potier （ShareThis DPO）：dpo@sharethis.com在EU ShareThis代表者：ShareThis UK 

Limited of 10 John Street, London WC1N 2EB, UK.       

最終更新日：2020年3月30日 
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