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BNI®
プライバシー規定
BNI ワールドワイド ディベロップメント社 は BNI Connect® として知られている
BNI の業務管理システム関連データを BNI グローバル LLC、およびその関連会社で
ある BNI シンガポール エンタープライズ Pvt Ltd, BNI インディア エンタープライ
ズ Pvt Ltd, BNI フランチャイジング, LLC, BNI コネクト グローバル, LLC, BNI ホン
コン エンタープライズ Pvt Ltd, BNI ランカ エンタープライズ Pvt Ltd, および BNI
エンタープライズ ビジネス ネットワーク (広州) Co., Ltd

(以下“BNI”, “わたくした

ち” または “当社”という)のため、またその代わりに管理し、当社ユーザのプライバ
シーを優先する決意を示すため、また特定の情報の使用方法を説明するため本プラ
イバシー規定(以下"プライバシー規定")を作成しました。本プライバシー規定は
BNI、または当社サービスのユーザであるお客様にわたしたちがどんな情報を収集
するか、その情報をどのように利用するか、誰とシェアする可能性があるか、また
そのような使用と開示に関するあなたの選択肢について説明することを意図してい
ます。本プライバシー規定に関して何かご質問、またはご提案がある場合、当社の
データ保護担当者(“DPO”)まで電子メール dpo@bni.com でご連絡ください。
当社のウェブサイトやサービスをご利用になる、またはわたくしたちと業務取引な
さる際は、本プライバシー規定を注意深くお読みになるようお勧めします。当社の
ウェブサイトや関連製品、またサービスをご利用になると、お客様は当プライバシ
ー規定が説明する慣行やデータ収集、また本規定が説明する利用方法を受け入れた
ものとみなします。BNI の ToS の場合と同様、対象となる法的書類を読まなくても
当社のウェブサイト、またはウェブによるアクセス、またはモバイルアプリケーシ
ョン（当社の“ウェブサイト”という）を訪れるという行為だけで、本プライバシー
規定に含まれる条項を受け入れたものとみなします。
本契約の条項と他言語の翻訳との間で矛盾が生じる場合、解釈上またその他どんな
疑問についても、英語版と照会し優先するものとします。
プライバシー方針
当社のビジネスとソーシャルネットワークコミュニティには、ユニークなサービス
と製品がありますが、そこでも同様のプライバシー方針を共有します。BNI はオン
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ライン上とオフライン双方で、情報の収集、使用、公開、また安全性に関わるわた
したちの行動において、次のプライバシー原則に従います:
•

お客さまに当社の情報に対する慣行について通知する。

•

データがどのように使用されるかお客様に選択していただく。

•

お客さまに個人情報を更新もしくは修正する機会を提供する。

•

情報セキュリティの安全保護対策を活用する。

•

お客さま情報の共有を制限する。

•

該当するプライバシー要求を遵守すると決意する。

•

プライバシー関連問題についてお客様が当社に連絡する手段を提供する。

お客様について当社が収集する情報
A.

基本条項

総則 当社のウェブサイト上で提示する製品やサービスの提供を

向上するため、当社は利用者に関して 2 種類の情報を収集します。個人識別情報と
集計情報です。
個人識別情報とは、あなたが誰なのか詳細を明らかにする情報のことです。アカウ
ントの登録、商品の購入、コンテンツの提示や当社サイト上のブログのどれかに対
するコンテンツ投稿、または当社へのフィードバック送信など、お客さまが当社サ
イトで特定の行動をすると、お客様自身に関する特定情報の提供をお願いすること
があります。個人識別情報の例としては、氏名、電子メールアドレス、郵送先住所、
電話番号、年齢層、性別、およびその他識別情報などがあります。お客様が当社サ
イトでプロフィールを設定する際、E メールアドレス、電話番号、および住所の提
供を求められる場合があります。
集計情報とは、それ自体では特定の個人を識別できない情報を指しています。当社
は、お客様が当社サイト上で訪問したページ、またどのサイトがお客様を当社ウェ
ブサイトに案内したかに基づき、お客様に関する特定の情報を収集します。異なる
様々な方法で収集したこの情報を、個人および集計ベース両方に基づき分析します。
この技術により当社は次のことを判断できるようになりました。(i)アプリケーショ
ンのインストールの際、お客様のコンピュータ、モバイルデバイス、またはモバイ
ルデバイスの GPS を通じ、お客様のコンピュータの IP アドレスとその地理的位置
情報 (ii) BNI ウェブサイト経由で収集される検索語、もしくは相互作用行動 (iii) お
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客様の購買行動 (iv) 検索中お客様が調べた情報源 (v)

お客様の実績データの年代

（以下、まとめて“共有情報”という）。当社は統計の作成やマーケティング計画の
策定など、社内業務目的でお客様が提供した情報を集約した形で使用することがあ
ります。
B.

その他お客様が提供する情報 当社はさらに、お客様が当社サイトに投稿したコ

メントに含まれる個人情報を含む、お客様が当社サイトで入力した、またはそれ以外の
方法で当社に提供した個人情報を収集し、保管することがあります。これら情報には、
お客さまの氏名、住所、電子メールアドレス、および電話番号（提供し該当する場合）、
お客さまの肖像（静止や動画双方）、またお客様が当社、もしくは当社のパートナーと
取引する場合は、お客様の決済方法など限定的財務情報（有効なクレジットカードの番
号、種類、有効期限、またはその他財務情報）などの識別情報を含みます。

C.

他者に関する情報 他者の職業、また E メールアドレスや IP アドレスを含む

連絡先の詳細を含む、メンバーから当社に提供された他者に関する個人情報を収集
し保存する場合があります。このデータはチャプターミーティングや他の BNI イベ
ントにメンバー以外の人を招待する、またメンバー以外の人物から商品やサービス
を購入する企業間電子商取引の可能性をメンバー間で紹介する目的で、メンバーの
正当な利益のため使用します。
D.

懸賞およびコンテスト BNI が懸賞やコンテストを開催するにあたり、あなた

が懸賞やコンテストに当選した場合、通知する目的に限り個人情報を収集します。
E.

データの自動収集 お客様のコンピュータハードウェア、およびソフトウェ

アに関する情報を自動的に収集し、他の BNI、または関連のあるウェブサイトと共
有する場合があります。この情報にはお客様の IP アドレス、ブラウザの種類と言語、
ドメイン名、アクセス時間、照会先ウェブサイトのアドレス、およびお客様のブラ
ウザが以前受け入れ、まだ削除していない当社からのクッキー（以下 “クッキー” の
項を参照）のコンテンツが含まれる場合があります。BNI はこれらの情報を利用し、
自社サービスの品質を維持し、ウェブサイトの訪問者に関する一般的な統計情報を
提供します。

クッキー お客様が当社サイトにアクセスする際、お客様向けに当社サイトをより
使い易く、またお客様に合わせたオンライン体験を提供するため、1 つかそれ以上
の“クッキー”を使用する場合があります。クッキーを使用することにより、当社サ
イト上でお客様が訪問したウェブページ、クリックしたリンク、およびウェブサイ
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ト上で費やした時間など、お客様のオンライン行動に関する情報も自動的に収集し
ます。ほとんどのブラウザでは、お客様自らクッキーの削除、またはブロックを設
定できますが、クッキーの拒否を選択した場合、当社サイトが提供する機能の一部
にサインインしたり、使用したりできなくなる場合があります。

その他の技術 当社サイト上のお客様の利用状況を追跡するため、当社はウェブビ
ーコンやその他類似の技術など、進化を続けるインターネット技術を使用すること
があります。当社はさらにメッセージを開封したか、または対応する行動の有無を
確認するため、会社の電子メールメッセージ、ニューズレター、または通知にウェ
ブビーコンを含ませる場合があります。これにより、当社サイトの訪問者に提供す
るサービスをカスタマイズし、ターゲットを絞った広告を配信し、当社のオンライ
ン広告、コンテンツ、プログラミング、その他アクティビティの全体的な有効性を
測定することができます。

第三者が収集する情報 当社は、広告代理店や広告ネットワークを含む第三者に対
し、当社サイト上で広告掲載を許可する場合があります。これら企業はクッキーな
どの追跡テクノロジーを使用し、その広告を閲覧する、または情報をやり取りする
ユーザに関する情報を収集します。別段の明示的記載がない限り、当社サイトはこ
れら第三者企業に個人情報を提供しません。これら情報により彼らはターゲットを
絞った広告を配信し、その有効性を測定できます。この点に関してご質問やご心配
がある場合は、当社まで電子メール dpo@bni.com でお問い合わせください。

その他の情報源からの情報 当社は本プライバシー規定で概説した受信情報を他の
情報源や企業からの情報で補足する場合があります。該当する外部情報には、当社
が記録を修正し、例えば今後もっと簡単にコミュニケーションを提供するための通
信業者、または第三者から入手した更新済配信情報、およびアドレス情報が含まれ
ます。当社がブランドビジネスを共同で実施する、または当社が技術的、注文処理、
広告提供、またはその他サービスを提供する店舗から入手したアカウント情報、購
入、もしくは返品に関する情報、およびページ閲覧情報、ウェブサーチ機能を通じ
て実施した検索から入手する検索ワード情報、および検索結果情報、有料広告掲載
（Google のスポンサーリンクなど）を含む検索結果、およびリンクに関する情報、
ならびに当社が不正利用を検知して防止するため、また顧客の一部に一定のクレジ
ット、もしくは金融サービスを提供するため使用する信用調査機関から入手した信
用履歴情報が含まれます。
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F.

個人識別情報の保存および転送 BNI は米国、または BNI やその関連会社、

子会社、もしくは代理店がデータ施設を保有するその他の国で、個人識別情報を保
存し、処理する場合があります。
当社は収集した情報をどのように使用するか
A.

一般条項

当社はお客様にサポートやサービスを提供するため、主にお客さま

の個人識別情報を使用します。BNI は具体的に以下の目的でお客さまの個人情報を
収集し使用します
1.

ウェブサイトを運営し、お客様が要請したサービスを提供するため。

2.

お客様のアカウントを管理し、カスタマーサポートを提供するため。

3.

お客様が使用した（個人的また集計的）、もしくは興味を持った当社の製品、

サービス、またはコンテンツ、あるいは他社が提供する製品、サービス、またはコ
ンテンツについてリサーチし分析するため。当社がメンバーの購買層を理解し、特
定の職業の欠員があるチャプターを識別し、今後のマーケティング キャンペーンを
通知し、またメンバーの成功度を判断し、コーチング戦略の識別を助ける見本とし
てのみ、この情報を使用するかもしれない。
4.

当社のサービスと、系列会社のサービスを用い、お客様のサービス/製品に

クロスマーケティングを仕掛けるため。
5.

コンテストや懸賞に関連してお客様の資格を検証し、オンライン上、またオ

フラインで配信するため。
6.

当社の利用規約を施行するため。

7.

当社のビジネスを管理するため。

8.

ユーザに機能を提供すべく、BNI コネクトなどのアプリケーションを有効に

して促進するため。
9.

その他、お客様に対し収集時に別の方法で説明する機能を実行するため。

お客様が BNI のメンバーになる、または BNI 関連のウェブサイトを訪問する際、お
客様が個人識別情報を当社に提供することを選ばない限り、わたくしたちはお客さ
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まに関するどんな個人識別情報も収集しません。お客様は個人識別情報を当社に提
供する際、BNI、および系列の BNI フランチャイズ加盟店が、お客様と BNI のプロ
モーション用にお客様の情報を使用する場合があることに同意します。当社は、お
客さまの情報、および環境設定が正確かつ完全であることを望んでいます。お客様
は dpo@bni.com 宛ての電子メールで、当社に提供した何らかの個人情報や環境設定
へのアクセスを要求し、その情報や環境設定を訂正、修正、または更新できます。
お客様の電子メールアドレス、また氏名をアカウント登録時に収集すると、BNI お
よびその関係会社は、お客様から要請されたニューズレター、または要求されたメ
ーリングサービス、または申し込みに対応することができます。該当する場合、お
客様は登録時に当社のパートナーや当社から提供物、または情報、あるいは当社が
不定期で送信する製品やイベント情報、もしくはプロモーションに関する電子メー
ルの受け取りに対する関心の有無を表明できます。過去にお客様がこれらプロモー
ション情報の受信を望まない意志を提示していない場合に限り、BNI とその関連会
社だけがこれら情報をお客様向けに発信します。該当する場合、またこれらの電子
メールの受信をお客様が望まない場合、メーリングリストからの離脱を選択する、
またはこれら電子メールの受信に同意しないでください。当社サイトでお客様のア
カウント設定を登録する、またはそれ以外で連絡先情報を BNI に提供する際に、
BNI からの電子メールを受信しない選択をすることができます。
お客様の地理的位置情報に関する情報は、BNI がサイトのユーザに地域情報を提供

するかどうかを判断するため使用します。お客様が自主的に懸賞やコンテストに参
加する際、当社はお客様が懸賞やコンテストに当選した場合に連絡するため、電子
メールアドレスやその他連絡先情報の提出をお願いしています。BNI はお客様の許
可を得ることなく、これら情報を BNI の関連会社、また子会社と共有する権利を留
保していますが、本プライバシー規定で別段の定めがある場合を除き、当社サイト
でお客さまが提出した個人情報を第三者と共有することはありません。
BNI はお客様の便宜のため、当社サイト宛てに電子メールメッセージを送るための
リンクを提供しており、当社サイトがお客様の問い合わせに返信できるようお客様
の電子メールアドレスを使用します。BNI はウェブサイトのどの部分が最も人気か
を判断するため、当社ユーザが訪問した当社サイトのページを追跡しています。こ
のデータは、当社サイト内で特定のテーマ分野に関心があることを行動で示すお客
様向けにカスタマイズしたコンテンツや広告を配信するために使用します。
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当社サイトの訪問者から収集したデータのほとんどは、そのウェブサイトを訪問す
る人のタイプを判断し、訪問者が最も頻繁にアクセスするコンテンツを特定するた
めに使用します。この情報は BNI が当社サイトの訪問者の特定の関心事にもっと合
わせたコンテンツを提供し、ウェブサイトを改善するのに役立ちます。
B.

財務情報 BNI がお客様の財務情報を収集する場合、BNI は当社サイトにお

ける購入、メンバー登録、または販売の支払い処理を実施し、不正な取引から当社
の事業を保護し、または不正な取引を特定し、またその他当社事業を運営する上で
必要な措置を講じるためお客様の財務情報、あるいは決済方法を使用します。
データの保持
データを取得した目的達成に必要な期間中に限り、お客様データを保持します。メ
ンバーの場合は、少なくともメンバーシップ期間中、また該当する法律、規則、規
定により延長される場合があります。非メンバーの場合、以下は例にすぎませんが、
チャプターミーティングの招待状を送信するため、E メールニューズレターの購読
を続けるため、またはチャプターランチ前に当社のコアグループにあなたが参加す
る期間など、お客様が当社と関わり提携するのに必要な期間中に限ります。詳しい
情報については、http://bnitos.com/retention.html からアクセス可能な当社のデー
タ保持規定をご覧ください。
当社は誰とお客様情報を共有するか
A.

一般条項 わたくしたちは当社ウェブサイト上、または当社のサービスを利用

している間に収集したお客様、あるいはお客様の行動に関する個人、もしくはその
他情報をわたしたちがいつ、また誰とシェアする可能性があるか、あなたが理解し
てくださることを願っています。
B.

個人識別情報 当社は、次に表示する場合を除き、またはお客さまに通知し個

人情報の共有の可否を選択する機会を与える場合を除き、お客さまの個人情報を他
者と共有することはありません。
1.
a.

当社はお客様の個人情報を以下の人物と共有する場合があります。
認定サービスの提供業者: 当社に代わり、特定のサービスを実施する当社認

定サービス提供業者にお客様の個人情報を共有する場合があります。それらサービ
スにはクレジットカードの支払処理、製品やサービスの提供、カスタマーサービス
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とマーケティングのアシスタンス、業務および販売分析の実施、当社ウェブサイト
機能のサポート、また当社ウェブサイトを通じ提供されるその他機能やプロモーシ
ョンのサポートを含む場合があります。わたくしたちはそれらサービスプロバイダ
ーに対し、職務を実行するため必要な個人情報への限定的アクセスを含む、それら
サービスを提供するため必要な情報を限定的に提供します。ただしサービスプロバ
イダーがそれら情報を何か他の目的で共有、もしくは使用することは認めていませ
ん。お客様が当社ウェブサイト上で他社と取引を行う、または支払いを行う際、わ
たくしたちは次のどれかを行います。(a) 当社ウェブサイト外で取引を扱う第三者サ
イトにお客様をリンクさせる、または (b) 取引を完了するため必要な第三者とだけ、
取引情報をシェアする。当社はそれら第三者に対し、お客様情報のプライバシーを
尊重することに同意するよう求めます。
b.

ビジネスパートナー: わたくしたちは適宜、当社ウェブサイト上でプロモー

ション、懸賞、または第三者による売出しを提供する場合があります。お客様が当
社ウェブサイト、あるいは当社を通じて提供するサービスや製品を購入したり、予
約したりする場合、お客様にそれら製品、サービス、プロモーション、コンテスト、
または懸賞を提供するため、当社が提携する企業に対し個人情報を共有する場合が
あります。お客様が特定の店舗の売出し、またはプログラムへの参加を選択すると、
お客様は当社がその店舗に対し、お客様の電子メールアドレスやその他情報を提供
するのに同意したことになります。legal@bni.com 宛ての電子メールでお客様はいつ
でも同意を撤回する権利があります。
2.

当社のネットワークビジネスの性質に起因する契約上の必要に基づき、お客

様のメンバーシップに関連して、当社がお客様の個人情報を以下の相手と共有する
可能性があることを認めます。
a.

フランチャイズ加盟店: お客様が BNI メンバー、または非メンバーである場

合、当社の系列会社である BNI ワールドワイド ディベロップメント Ltd.と共同のデ
ータ管理者 (以下 “データ管理者” という) である BNI のマスターフランチャイズ加
盟店、もしくは BNI の(準)フランチャイズ加盟店とお客様の個人情報をシェアする
可能性があります。共同データ管理者として、マスターフランチャイズ加盟店と
(準)フランチャイズ加盟店は 、自身のデータ処理業務が EU 一般データ保護規則 (以
下 “GDPR” または “規則” という) の要求に準拠したものであることを保証し表示す
るため、該当する技術的、また組織的手段を採用する個別の義務があります。
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b.

メンバー: 当社、また当社認定の第三者代理人はお客様の個人情報とメンバー

の成績データを他のメンバー、チャプター、また BNI システム全体と共有する場合
があります。これは以下の事項を含みます (a) BNI Connect®でお客様のビジネスマ
ーケティングを行う一環としてあなたの個人情報を表示すること (b) BNI Connect®,
BNI ユニバーシティ、また他の何らかのウェブプラットフォーム、または個別、も
しくは当社認定の第三者代理人を通じ、ネットワーキングとリファーラル紹介の核
心的ビジネスに関連して利用を選択する、あるいは今後開発する技術を経由してお
客様の成績データを共有すること。
3.
a.

その他の状況。当社はさらに以下に該当する場合お客様情報を共有します:
法執行機関、またはその他政府機関の文書提出命令、裁判所命令、もしくは

その他協力要請(民事、刑事事件を含む)に対応するため; 当社の法的権利を確立、ま
たは行使するため; 法的訴訟に対する弁護のため; あるいはその他法律が要求する場
合。そのような場合、当社独自の裁量により、使用可能な何らかの法的異議を申し
立てたり、権利を行使したり、放棄したりするかもしれません。これは米国国外の
管轄地域からの要請が一般に受け入れられる国際基準と矛盾しておらず、当社がそ
の管轄地域出身のユーザに適用されるその管轄地域の法律の規定に対応する必要が
あると誠実に信じる個々の要請も含みます。さらに違法行為の阻止、差し迫った身
体的危険の回避、または http://bnitos.com/tos_google.html で閲覧可能なサービス規
約に違反する人々から当社やお客様を守るため必須と当社が誠実に信じる場合にも
情報を共有します。これは該当する他社、弁護士、裁判所、またはその他政府機関
との情報共有を含む場合があります。
b.

業務売却、合併、一部売却、合併、または資産売却など、大規模な企業取引

に関連するどんな状況でも、買収先や他の第三者譲受人はみな、本プライバシー規
定の条項に従うものとします。
c.

BNI や BNI のリファーラルネットワークの権利、または資産を保護し、擁護

するため、また個々の BNI メンバーとそのユーザ、ウェブサイト、または一般大衆
の安全を保護すべく緊急事態に対応するため。
当社が個人情報を開示する第三者は、個人情報の使用、および開示に関する方法を
記載した独自のプライバシー規定を有する場合があります。本プライバシー規定が
説明するように、当社が第三者とお客様の個人情報を共有すると、お客様の個人情
報の使用、取り扱い、および開示にはそれら第三者の規定が適用されます。第三者
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のプライバシー保護の慣行について詳細を知りたい場合は、それら第三者のウェブ
サイトをご覧になるようお勧めします。これらの機関、またはそのサーバーは米国
内外に置かれているかもしれません。
C.

集計された非個人情報 当社は、収集する集計された非個人情報を共有する場

合があります。当社はまた、当社ウェブサイト上、また第三者のウェブサイト上で
ターゲットを絞った広告を展開し、掲載するためそれら情報を第三者と共有するか
もしれません。当社は収集した非個人情報を、他の情報源から収集した非個人情報
に追加して組み合わせることあります。さらに一般的ビジネス分析目的で、アドバ
イザー、広告主、投資家を含む第三者と集計情報を共有する場合もあります。この
情報はどんな個人情報も含まず、わたくしたちがお客様と他のユーザに楽しく利用
していただくことを望むサービスの開発に使用するかもしれません。
ユーザ生成コンテンツについて
当社は、当社サイトへのユーザ投稿に対するスクリーニング、フィルタリング、ま
たはモニタリングを実施せず、コメントやその他のユーザの投稿に個人情報（投稿
者、または他者に関連するかどうかに関わらず、名前、肖像、電子メールアドレス
を含む）が含まれている場合であっても、その投稿から個人情報を抜き出したり、
断片的に収集したりはしません。そのような個人情報は、当社のサービス規定に従
い、お客様がその情報をシェアした当社の認定ユーザが閲覧する場合があります。
当社はお客さまの個人的コンテンツにアクセスすることはなく、当社サービスの正
常な運用を可能にするという目的に限定して“メタ”情報を活用します。（以下“ユー
ザ投稿”を参照）
第三者のウェブサイト
当社ウェブサイト、または当社のサービスを通じ、お客様が本プライバシー規定に
基づいて運営されていない他のウェブサイトのリンクをクリックしてアクセスする
可能性は少なくありません。例えば当社サイトで広告や検索結果をクリックすると、
当社が管理していないウェブサイトに移動することがあります。これら第三者ウェ
ブサイトが独自に個人情報を含むお客様情報を要求して収集し、場合によっては、
これらのウェブサイト上でのお客様の行動に関する情報を当社に提供することもあ
ります。通常、訪問したウェブサイトのページ下にある“プライバシー”リンクをク
リックして、訪問する第三者ウェブサイトのプライバシーに関する声明をすべて参
照するようお勧めします。
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お客様のデータ保護権利と GDPR に従うお客様情報へのアクセス
わたくしたちの系列会社である BNI ワールドワイド ディベロップメント社はアイル
ランドで創業した関係で、当社は GDPR(EU 一般データ保護規則)に従うことになり
ます。これは規則が定める義務を確実に果たすため、当社は継続的に努力すること
を意味しています。
当社ウェブサイト上にオンラインアカウントをお持ちの場合、ご自分のアカウント
にオンライン上でログインして個人情報を確認したり、更新したりすることができ
ます。さらに当社に連絡してご自分の個人情報を確認したり、更新したり、その他
権利を行使したりすることもできます。当社へのご連絡方法についての詳細を以下
に記載しています。
•

あなたには自分の個人データの写しを要求し、提供してもらう権利がある。

•

あなたには当社がお客様について記録しているかもしれない不正確なデータ
を修正する権利がある。

•

あなたには当社がもはや正当に記録する権利を持たないあなたのお客様デー
タを抹消する (“忘れられる権利”)権利がある。

•

当社の正当な利権に基づき処理したあなたのデータについて、あなたは反対
する権利がある。

•

あなたはダイレクトマーケティング目的での連絡を拒否する権利がある。

•

以下の場合、あなたは自分の個人情報処理を制限する権利がある:
o 処理の根拠について論争中の場合;
o その正確さについて論争中の場合;
o その処理の正当な根拠を確立できていないが、お客様は情報の削除を
望んでいない場合;
o 当社はもはやお客様データを必要としないものの、お客様側で法的申
立てを確立、行使、または弁護するためそのデータを必要とする場合;
o 当社の正当な利権、当社の利権が無効かどうかの実証が係争中という
理由でお客様が当社による自分のデータ処理に反対する状況の場合。

•

お客様は自分のデータの写しを機械が判読できる形式で提供、または他のデ
ータ制御装置に転送してもらう権利がある(“データの移植可能性”)。GDPR
に関連して BNI コネクトはこの機能を提供する。
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当社サイトにオンラインアカウントをお持ちの場合、legal@bni.com.宛ての電子メ
ールでいつでもアカウントの閉鎖を選択することができます。お客様がアカウント
を閉鎖する場合、当社は分析目的、また上記のデータ保持条項の要求に従い記録を
保有するため、さらに詐欺防止、支払われるべき手数料の徴収、サービス規定の実
施、または法が許可する他の行動を起こすため、お客様のアカウントに関連する特
定の情報を引き続き保持する場合があります。さらに、本プライバシー規定が説明
した通り、既に特定の情報が第三者に提供された場合、その情報の保持については、
その第三者の規定に従うものとします。
お客様情報の収集と使用に関するあなたの選択
1.

お客様は特定の情報を提供しない選択もできますが、お客様のメンバー登

録、製品やサービスの購入、コンテスト、プロモーション、調査、または懸賞への
参加、お問い合わせ、あるいは当社サイトでその他取引開始のためにそれら情報が
必要な場合、当社サイトの特定の機能をご利用いただけないかもしれません。
2.

当社サイトに登録する際、電子メール通知やニューズレターの受信の可否

を選択、または意思表示ができるかもしれません。通知メールの受信は、ご自分の
アカウント設定にアクセスするか、当社が配信するすべての電子メールの末尾にあ
るリンクを通じ、また当社からの広告メールやプロモーションメール、またはニュ
ーズレターの場合は、その末尾のリンクをクリックすれば、いつでも配信停止を選
択できます。当社がお客さまに送信する広告メールは、今後そのようなメッセージ
の受信拒否を選択しリストから外れる機会を提供します。オプトアウト要求の処理
には最大 10 日間を要する場合があります。お客様のアカウントが有効な期間中、当
社はサービス通知、管理上の通知、アンケートなど上記とは別の種類の取引上、ま
たメンバー関連の電子メール通信を送ることがあり、その受信拒否選択の機会は提
供しません。アカウント情報の変更や、プロモーションメールの受信拒否を選択し
ても、影響を受けるのは今後のアクティビティ、または当社からの連絡だけである
ことにご注意ください。お客様の環境設定変更や情報更新前に、既にお客様の情報
を第三者（クレジットカード処理会社またはイベント提供会社）に提供した場合、
当該第三者のサイトで直接、環境設定の変更を行う必要がある場合があります。
お客様の個人情報保護
当社はお客様の個人情報を不正なアクセスや開示から守る助けとして、適切な安全
対策 (物理的、電子的、および処理上の対策を含む) を講じます。例えば、認定を受
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けた BNI の従業員、請負業者、また特定の第三者サービスプロバイダーだけが個人
情報へのアクセスを許可されており、彼らは許可された業務機能に限定してそうす
ることができます。さらに当社はお客様と当社のシステム間でお客様の機密の個人
情報をやり取りする際、暗号化技術を使用します。お客様が当社ウェブサイト上で
プロフィールを制作、またはアカウント登録を選択する場合、パスワードの選択を
要求します。現行のパスワードを使用して一度サービスにログインすれば、その後
いつでもパスワードの変更が可能です。パスワードは大切に保管し、パスワード情
報を誰とも共有してはなりません。誰かとパソコンを共有している場合、後からそ
のパソコンを使用する人物があなたの情報にアクセスするのを防ぐため、当社サイ
トから必ずログアウトしなければなりません。しかしながら、情報共有にはリスク
が付き物であり、お客様が動画を共有する人にもプライバシー設定を提供しますが、
どんなセキュリティ対策も完全、または難攻不落ではないことを銘記してください。
お客様が情報をシェアする相手の行動を制御、またはお客様が許可した受信者だけ
が動画を視聴する、との保証はいたしません。当社はお客様が情報を共有した誰か
他のユーザの行為を制御することはできません。当社はお客様が許可した人物だけ
が情報を閲覧する、との保証はいたしません。つまり当社はお客様の情報を守るた
めの手段を講じますが、お客様の個人情報、検索内容、または他の通信が常に安全
であると、わたくしたちは約束しませんし、あなたもそれを期待すべきではありま
せん。ユーザは常に自分の個人情報を扱い方、また開示方法に注意を払い、安全で
ない電子メール経由で個人情報を送るのは避けなければなりません。当社は第三者
が当社のプライバシー設定、またはセキュリティ対策を無効化した場合の責任を負
いません。誰と自分の動画を共有するかには注意深く慎重であり、他のサービスで
使用していない安全なパスワードを選んでください。個人情報窃盗から自分を守る
方 法 に つ い て の 情 報 は 、 連 邦 取 引 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト
www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtml.を参照してください。
当社サイトが提供するコミュニティとフォーラム
当社サイト、または当社サイトがホストする他のオンラインフォーラムを介して開
示する個人識別情報、または機密の個人データを他者が収集し使用する可能性があ
ります。これらオンラインフォーラムで、個人情報を他者に伝える際は、十分注意
するようお勧めします。当社サイトに掲載したハイパーリンク経由で閲覧を選択し
たウェブサイトのプライバシー声明を確認し、これらのウェブサイトがお客様情報
をどのように収集、使用、共有するか理解するようお勧めします。BNI は、当社ウ
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ェブサイトを通じてアクセスした第三者ウェブサイト上のプライバシー規定、また
はその他コンテンツについて責任を負いません。
ユーザ投稿
当社はサイト上でお客様が、氏名、電子メールアドレス、他人とのやり取り、コン
テンツのアップロード、コメントの投稿を含む自分自身に関する情報を投稿できる
場を提供することがあります。そのような投稿には、当社のサービス利用規約を適
用します。さらにお客様が自主的に当社サイト上で個人情報を開示した場合は必ず、
その情報も閲覧可能になり、コンテンツへのアクセスを許可した他者からの収集と
使用が可能になります。ご自分の個人情報を慎重かつ注意深く取り扱うようお勧め
します。一度投稿した情報の編集、または削除は不可能な場合があります。
児童のプライバシー
当社ウェブサイトは一般視聴者向けのサイトであり、13 歳以下の児童の個人情報を
故意に収集することはありません。当社サイトは児童の利用を意図したものではあ
りません。拘束力ある契約を適法に結ぶ法定年齢に達している場合に限り、あなた
は当社サイトにアクセスできます。あなたが 18 歳以下であり、当社サイトを利用す
る許可を保護者、または法的保護者から得ていない場合、当社サイトへのアクセス、
または当社のどんなサービスもご利用いただけない場合があります。あなたが 13 歳
以上であり、親や法的保護者の同意を得た場合に限り、当社サイトとサービスをご
利用いただけます。
ヨーロッパ以外への個人データの転送
BNI はグローバル規模でビジネスを展開するため、世界中のフランチャイズ加盟店
やメンバーにデータを転送せざるを得ない場合があります。お客様データを当社が
転送するいくつかの国々は、国家レベルで十分なデータ保護水準に達したと欧州委
員会(EC)が明示していません。その場合、当社はフランチャイズ加盟店がお客様デ
ータを保護するため、(a)プライバシーシールド、および (b) 欧州委員会公認の標準
契約条項 (以下“SCC”という)を信頼します。
プライバシーシールド
BNI グローバル LLC は EU 諸国とスイスから米国へのデータ転送について、米国商
務省が EU-米国間、またスイス-アメリカ間の情報の保持、使用、収集、また通知原
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則に関して規定したプライバシーシールド枠組みへの準拠を自社で保証します。
BNI はさらに第三者への情報の転送、アクセス、セキュリティ、データ保全性、ま
た目的の限定と施行に属するプライバシーシールド枠組みの勧告に従います。プラ
イバシーシールドプログラムに関する追加情報は https://www.privacyshield.gov で
ご覧いただけます。連邦取引委員会 (FTC) は BNI のプライバシーシールド遵守に対
する管轄権を有します。毎年 BNI は自社のプライバシーシールド準拠保証を更新し、
プライバシーシールド枠組みと該当する原則に従い、個人データすべてを引き続き
正確に扱い処理するのを助けると保証します。EU-米国間、またスイス-アメリカ間
でプライバシーシールド枠組みに従い受信した個人データを今後 EU 諸国とスイス
にいる第三者に転送する場合、BNI は法的責任を負う可能性があります。個人デー
タの処理と使用に関するご質問、またはクレームはすべて直接 legal@bni.com.まで
お問合せください。
BNI はプライバシーシールドが定めた要求に従い、JAMS を独立紛争解決機構に選
定しました。BNI に連絡しても、ご質問、またはクレームに満足のいく回答が得ら
れない場合、ユーザは JAMS https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shieldor-safe-harbor-claim にクレームを申し立てることができます。
特定の状況下で、クレームを解決するため、拘束力のある仲裁を選定するという選
択肢を利用できるかもしれません。その場合、あなたは以下の手順を踏まなければ
なりません: (1) クレームを直接 BNI に申し立て、わたくしたちがその問題の解決に
当たる機会を提供すること; (2) 上記で認定した独立紛争解決機構を利用すること;
(3) 関連するデータ保護当局(DPA) を通じて問題を提起し、自己負担なく米国商務
省がそのクレームを解決する機会を与えること。拘束力ある仲裁の詳しい情報につ
いては、米国商務省のプライバシーシールド枠組みに関する資料を参照してくださ
い: 付録 I (拘束力のある仲裁)
第三者の無権利
本プライバシー規定は第三者が行使できる権利を設定したり、当社サイトのユーザ
に関する何らかの個人情報開示を要求したりするものではありません。
本プライバシー規定の変更
当社の慣行とサービスの変更を反映するため、随時本プライバシー規定を更新しま
す。本プライバシー規定の変更を掲載する際、本プライバシー規定の冒頭にある“最
15

終更新日”の日付を変更します。当社がお客様の個人情報の収集、使用、または共有
方法に重大な変更を加えた場合、アカウント、プロフィール、または登録時にお客
様が提供した最新の E メールアドレス（当社が電子メールアドレスを保有していな
い場合を除く）に電子メールを送信して、または当社サイトの目立つ場所に変更の
通知を掲載してお客様にその旨を通知します。本プライバシー規定、またはその他
当社規定のどれかに何らかの変更がないか、随時当社サイトを確認するようお勧め
します。
当社への連絡方法
本プライバシー規定、または当社の情報取り扱い方法について、何かご質問がある
場合、あるいは個人情報を第三者企業のダイレクトマーケティング目的のため開示
することについて、情報の提供を求めたい場合は、電子メール、電話、または以下
の住所宛てに郵便でお問合せください:
BNI Worldwide Development Ltd
Ballinrobe Road
Castlebar
Co. Mayo
F23 FT28
IRELAND
電話番号: +353 94 902 1553
上記の住所や電話番号、または dpo@bni.com 宛ての電子メールで、BNI のデータ保
護担当者(DPO)に連絡できます。
当社の回答、またはお客様の個人データの処理方法に満足していただけない場合、
あなたには当社の監督当局であるアイルランドのデータ保護委員会–
www.dataprotection.ie までクレームを申し立てる権利があります。
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