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プライバシー・ポリシー 

最終更新日2021年11月4日 

  

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（以下「プライバシー・ポリシー」といいます。）は、アウトブレインが収集する全

ての個人データを含む情報の利用方法を定めるものです。個人データとは、お客様に関

わる情報であって、個人を特定できる情報をいいます。アウトブレインは、お客様の個

人データを利用するに際しては、適用されるすべての法令を遵守します。グローバルプ

ライバシープログラムを継続的に実施するプライバシーチャンピオンのチームのもと、

信頼と透明性というアウトブレインの価値を守っていきます。 – 全て閉じる 

1. アウトブレインについて、アウトブレインのミッション、アウトブレイン・

アウトブレインのDPO・関係部署へのご連絡 

アウトブレインについて 

このプライバシー・ポリシーは、ニューヨークに本社を置く米国デラウェア州の法人Outbrain Inc.と

、その関連子会社（以下、総称して「アウトブレイン」又は「当社」といいます。）に適用されます

。当社は世界各地で事業を展開しており、世界中のパブリッシャーやマーケターと提携関係を結んで

います。 

当社の子会社であるZemanta Inc.には、別のプライバシー・ポリシーがあります（詳しくはこちら）

。 

アウトブレインのミッション 

当社のミッションは、お客様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

ため、以下のパートナーと提携関係を結んでいます。 

• 関連するコンテンツを読者に勧めることを希望するオンラインパブリッシャー及びパートナー（関連す

る契約をOutbrain Engageといいます。） 

https://www.zemanta.com/privacy-policy/
https://www.outbrain.com/help/publishers/what-is-outbrain-engage/
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• 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（関連する契約をOutbrain Amplifyといい

ます。） 

• 関連するレコメンデーションの提供に寄与するサードパーティパートナー 

Amplify（アドバタイザー）サービスの詳細についてはこちら、Engage（パブリッシャー）サービス

についてはこちらをご覧ください。 

ご連絡先 

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います。プライ

バシー・ポリシーに関する質問、コメント及びご要望は、メール（privacy@outbrain.com）又は郵送

（Outbrain Inc., 111 West 19th Street, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA, Attn: Privacy Questions

）によりお寄せください。 

もし十分な回答が得られない場合、次の窓口にご連絡いただくことができます。 

• Data Protection Officer（以下、「DPO」といいます。）dpo@outbrain.com 宛に直接ご連絡ください。 

• アウトブレインを監督する欧州のInformation Commissioner’s Office 

2. アライアンスと遵守 

• 当社は、Digital Advertising Alliance （DAA）及びEuropean Interactive Digital Advertising Alliance （

EDAA）が定める自主規制原則を遵守します。 

• 当社は、データ収集及びデジタル広告の使用を担当する団体であるNetwork Advertising Initiative （NAI

）の会員です。また、「WebとモバイルのためのNAI行動規範」を遵守しています。アウトブレインは

また、オンライン行動広告のための対話型広告局（IAB）の自己規制原則、及びIAB欧州OBAフレーム

ワークを遵守しています。 

• TAG Brand Safetyによる認証は、こちらから確認できます。 

 

3. アウトブレインのユーザータイプ（オプトアウトを含む） 

https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/
https://www.outbrain.com/advertisers/?kme=PageClick&km_Home_page=H_Advertisers_cta
https://www.outbrain.com/publishers/?kme=PageClick&km_Home_page=H_Publishers_cta
mailto:privacy@outbrain.com
mailto:dpo@outbrain.com
https://ico.org.uk/concerns/
http://digitaladvertisingalliance.org/
https://www.edaa.eu/
https://www.networkadvertising.org/
https://tag-members-prod.herokuapp.com/registry/lookup?q=outbrain
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このプライバシー・ポリシーは、お客様がアウトブレインに提供する情報の提供方法に基づいてセク

ションに分けられています。お客様は、サイト訪問者、ユーザー又はビジネスパートナー（以下に定

義します）のいずれに該当するか、ご確認ください。ユーザータイプごとに、当社が収集する情報と

その理由、当社が使用するクッキーやその他の類似技術、当社がそのような情報をどのように共有す

るか、及びお客様の権利について説明しています。 

サイト訪問者：Outbrain.com （又はOutbrain.co.uk、Outbrain.fr、outbrain.de等）（以下、「当社サ

イト」といいます。） において、ウェブサイト、ウェブページ、インタラクティブ機能、ブログ、

及びこれらの内容にアクセスする場合、サイト訪問者に該当します。詳しくはこちらをご覧ください

。 

詳しくは こちらへ。 

（a）情報収集の方法と理由 

当社は、当社のサイトでどのようなサービスがお客様の興味を引くかを理解したいと考えており、ま

た、お客様が当社サイトにアクセスしていないときに、当社が提供するサービスについてお客様にご

覧いただきたいと考えています。このため、当社はお客様のデバイスから以下の情報を収集します。

（i） IPアドレス、（ii）ユーザーエージェントデータ：デバイスの種類（iPhone等）、ブラウザの種

類（Chrome等）、オペレーティングシステム（iOS等）、（iii）当社サイトで訪問したページ（アウ

トブレインの「会社概要」ページ等）、（iv）訪問時間（及び対応するタイムゾーン）、（v）参照

URL及びHTTPリクエストで通常送信されるその他の情報（お客様が当社サイトにどのようにたどり

着いたかを伝える情報等）。 

さらに、お客様が当社サイトを介して、当社にお客様の詳細な情報を送信することに同意した場合（

当社のニュースレターを受信するためにサインアップする等）、当社は、お客様の名前と電子メール

アドレスを収集することがあります。 

（b） 使用するクッキーその他の類似技術 

お客様が当社サイトを訪問した際に使用される可能性のあるファーストパーティ及びサードパーティ

のクッキー（及びそれに対応する保持期間）の詳細なリストについては、随時更新されるクッキーテ

ーブルの「サイト訪問者」の項目をご覧ください。 

（c） 情報共有の方法 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
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• 当社が当社サイトで取得したお客様の情報の共有 

当社は、マーケティングや広告の目的で、お客様の個人情報をサードパーティに共有したり、販売し

たりすることはありません。当社は、お客様へのマーケティングや広告を行うために、様々なサード

パーティ（クッキーテーブルに記載されています）を利用することがあります。当社は、これらのサ

ードパーティや企業が、適用されるすべてのデータ保護法を遵守し、当社から共有されるすべての情

報を秘密にし、当社に対する義務を履行するためにのみ情報を使用することに同意することを要求し

ます。当社は、これを、個人データを処理するすべてのサードパーティとの間で契約を締結すること

により行います。当社のブログへのコメントについては、その内容と情報が公開されます。コメント

を削除したい場合、support@outbrain.comまでご連絡ください。 

• 当社サイトでのサードパーティサービスの利用 

当社サイトには、当社が所有又は運営していないウェブサイトへのリンクが含まれています。当社は

、これらのサードパーティのウェブサイトのコンテンツ、製品、サービス、プライバシー・ポリシー

又は運用を管理、推奨又は保証していません。例えば、当社サイトでは、当社のFacebookページや

LinkedInページに移動するクリック可能なアイコンが表示されています。これらのリンクをクリック

する場合、これらのサイトは当社が所有又は運営しているわけではないため、サードパーティのウェ

ブサイトは独自のクッキーをお客様のデバイスに送信し、独自に個人データを収集する可能性があり

ます。したがって、サードパーティのウェブサイトのプライバシー・ポリシーをよく理解しておくこ

とが重要です。 

プライバシー・ポリシーの「共有」の項目も参照してください。 

(d) お客様の権利 

当社の利用規約は、お客様による当社サイトの利用を規定し、お客様が当社サイトにアクセスする際

に適用されます。お客様はいつでも当社サイトの使用を停止することができます。その場合、当社サ

イトへのアクセスに使用されたデバイスから、当社が送信したクッキーを削除することもできます。

当社サイトの利用中にお客様がメールアドレスを提供した場合、当社から送信するメールには、「配

信停止」のオプションが含まれています。さらに、お客様は、support@outbrain.comにメールを送

信することで、ダイレクトマーケティングをオプトアウトすることもできます。 

欧州地域のサイト訪問者のために、当社は、当社サイトに同意管理プラットフォーム（OneTrustが

提供）を実装しており、クッキー及び類似のトラッキング技術に同意するかどうかを決める機会を提

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
mailto:support@outbrain.com
https://www.outbrain.com/legal/#terms-of-use
mailto:support@outbrain.com
https://onetrust.com/products/cookies/


 

 

5 
Outbrain Privacy Policy (Japanese) – 4 November 2021 

供しています。当社サイトにアクセスすると、ページの中央に当社が使用するクッキーに関する情報

が記載されたバナーが表示されます。このバナーをクリックすると、不可欠なクッキーではない（ク

ッキーテーブルに定義されています）クッキーをオプトアウトすることができます（例えば、パフォ

ーマンスクッキーやターゲティングクッキー）。バナーの「同意する」を押すことで、クッキーや類

似のトラッキング技術を受け入れたことになります。当社が、当社サイト上で欧州地域のサイト訪問

者の個人データを処理するための合法的な根拠は、同意です。お客様はいつでも同意を撤回すること

ができますこのボタンをクリックすると Cookies Settings 。欧州地域以外のサイト訪問者に関しては

、当社は個人データを処理するための正当な利益に依拠していますが、欧州地域以外のサイト訪問者

が、当社の同意管理プラットフォームを通じて、同意を撤回することは妨げられません。 

ユーザー：当社のウィジェットがインストールされている、又は当社のリコメンデーションが配置さ

れている当社のパートナーのウェブサイト又はアプリケーション（以下「パートナーサイト」といい

ます。）のページにアクセスする場合、ユーザーに該当します。例えば

https://news.sky.com/uk, www.spiegel.de, www.cnn.comといったサイトにアクセスした場合、当社の

ウィジェットはこれらのウェブサイトに実装されます。当社を参照している旨のテキスト（レコメン

デーションの周辺の「Recommended by Outbrain」、「by Outbrain」等）が表示されることにより

、当社のウィジェットが実装されていることを知ることができます。当社へのハイパーリンクをクリ

ックすると、詳細な通知が表示され、当社のインタレストポータル及びプライバシー・ポリシーに移

動し、パーソナライズされたリコメンデーションをオプトアウトすることができます。場合によって

は、パートナーが自社のサービスのためにアウトブレインのサービスをホワイトラベル化している場

合があります。そのような場合、パートナーは、プライバシー・ポリシーで当社の使用を開示しなけ

ればなりません。詳しくはこちらをご覧ください。 

当社のウィジェットの例 

 

詳しくは こちらへ。 

(a)情報収集の内容と理由 

https://news.sky.com/uk
http://www.spiegel.de/
http://www.cnn.com/
https://www.outbrain.com/what-is/jp
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
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当社は、UUID、IPアドレスその他の使用情報を使用して、興味関心に沿ったレコメンデーションを

提供することができます。当社のレコメンデーションは、新しいウェブサイトにリンクしているアド

バタイザーによって支払われている場合や、同じパートナーサイトの別のページにリンクするような

オーガニックなものである場合があります。 

• UUID 

ユーザーが初めてパートナーサイト（CNN.com等）にアクセスする時、UUIDを生成するために、当

社はユーザーのデバイスにクッキーを送信します。また、パートナーのアプリケーションを使用して

初めてパートナーにアクセスする場合、当社は、お客様のデバイスによって割り当てられたアドバタ

イザーIDを受け取ります。アウトブレインは、お客様がパートナーサイトで消費したコンテンツをカ

タログ化し、分析します。当社のレコメンデーションは、（i）UUIDの閲覧履歴、（ii）他のユーザー

の類似の閲覧パターン、（iii）現時点でアウトブレインのユーザーから一般的に人気のあるレコメン

デーション、（iv）多少のランダム性、（v）当社のAmplifyクライアントが提供又は要求する可能性

のあるターゲティング要件に基づいています。一例として、UUID 123（例えば、Chromeブラウザを

使用してiPhone XでThe Guardianを閲覧する人）は、遠く離れた避暑地についての記事を読むこと

が好きで、遠く離れた避暑地について読むことが好きな人は、エキゾチックな食べ物についての記事

を読むことも好きだということを、当社は知ることができます。当社では、お客様が当社とやりとり

する際に、メールアドレスや氏名等のいわゆる伝統的な個人情報を収集することはありませんので、

お客様の氏名とUUIDを関連付けることはできません（例えば、John Smith がUUID 123であり、遠く

離れた避暑地について読むことが好きだということはわかりません）。 

UUIDは数字や文字の羅列です。このUUIDはデバイスに付加しており、ブラウザの組合せによって変

化します。言い換えれば、当社は、パートナーサイトにアクセスする際に使用するデバイスやブラウ

ザによって異なるUUIDを記録します。例えば、携帯電話からSafariブラウザを使用してパートナーサ

イトにアクセスした場合に1つのUUIDが、iPadからSafariブラウザを使用してパートナーサイトにア

クセスした場合は別のUUIDが記録されます。当社は、ある携帯デバイス（携帯電話又はタブレット

）でブラウザからアプリケーションにアクセスした場合（又はその逆）に、同じデバイスからアプリ

ケーションにアクセスした場合のUUIDを組み合わせて統合します。私たちはクロスデバイストラッ

キングを行っておらず、携帯電話から私たちを使用しているユーザーを、デスクトップから私たちを

使用している同じユーザーにリンクすることはできません。 

• IPアドレス 
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お客様のUUIDに加えて、当社ではお客様のIPアドレスを認識しています。その後、この隠された情

報を、他の信頼できるサードパーティのパートナー（MaxMind等）から受け取った情報と組み合わせ

て使用し、お客様がどこにいるのか（ニューヨーク等）を幅広く把握します。当社は、お客様がパー

ソナルトラッキングをオプトアウトした場合であっても、お客様のIPアドレスを認識します。これは

、お客様にコンテキストベースのレコメンデーションを提供し続けるために必要な措置です。 

• その他の利用情報 

当社は、お客様のUUIDとIPアドレスに加えて、次の情報を収集します。（a） デスクトップ及びモ

バイルウェブ上では、（i） ユーザーエージェントデータ：デバイスの種類（iPhone等）、ブラウザ

の種類（クローム等）、オペレーティングシステム（iOS等）、（ii）訪問したページ、（iii）訪問時

間、（iv）参照URL及びHTTPリクエストで通常送信されるその他の情報。こうした統計的情報は、

当社のウィジェットがインストールされているパートナーサイトの特定のページに何人のユーザーが

訪問したか、各ユーザーがそのページに滞在した時間、クリックしたそのページのコンテンツの種類

、及び一般的にどのようにそのページに関与したかについて、情報を提供するものです。（b）アプ

リケーション状では、（i）アプリケーションのバージョン（App Store又はPlay Storeに表示されて

いるもの）、（ii）アプリケーションID又はパッケージ名（App Store又はPlay Storeに表示されてい

るもの）、（iii）オペレーティングシステム（IOS又はAndroid等）、（iii）オペレーティングシステ

ムのバージョン、（iv） デバイスのモデル（iPhone X等）。 

当社がUUIDと関連付ける場合、これらの情報は個人データとみなされます。当社は、パートナーサ

イトにアクセスするユーザーと直接関係を持っていないため、当社が個人データを処理することがで

きる合法的な根拠の判断は、パートナーに依拠しています。各パートナーサイトは以下のいずれかに

依拠しています。 

(b) 使用するクッキーその他の類似技術 

• アウトブレインのクッキー 

アウトブレインのテクノロジーが実装されているパートナーサイトにアクセスする際に使用する、フ

ァーストパーティのクッキーの詳細については、 クッキーテーブル の「ユーザー」の項目を参照し

てください。 

• アウトブレインのピクセル 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
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パートナーサイトに表示される当社の可視ウィジェットに加えて、特定の当社のアドバタイザーは、

自社のウェブサイトに当社のピクセルを実装することができます。当社のピクセルは、特定のキャン

ペーンに関するレポートをアドバタイザーに提供するために、ピクセルが設置されたページに到達し

たユーザーが当社のUUIDを持っているかどうかを判断します。そのようなエンドユーザーに関連付

けられたUUIDがある場合、当社は、アドバタイザーがそのUUIDをリターゲティングしたり、特定の

ページに到達したユーザーの総数（集計後の匿名ベース）をアドバタイザーに提供したりすることが

できます（例えば、アドバタイザーはUUID1234がコンバージョンしたことはわかりませんが、コン

バージョンが1回発生したことは知ることができます）。当社は、アドバタイザーに個人データ（お

客様のUUIDを含む）を渡したり、ピクセルを介して個人データを収集したりすることはありません

。当社は、当社のピクセルから得られた情報をUUIDのプロファイルと組み合わせることはありませ

ん（例えば、当社は、UUID123がアドバタイザーが選択したページに到達した際、1つのコンバージ

ョンが行われたことだけを追跡し、UUID123がコンバージョンしたことは追跡しません）。当社は、

アドバタイザーに対して、自社のウェブサイトでの当社のピクセルの使用状況を開示するよう求めま

す当社はまた、特定の信頼できるサードパーティのパートナーに、当社ウィジェットを通じて配信さ

れるクッキーを介してデータを収集することを許可する場合があります。この場合、アウトブレイン

は、アウトブレインがユーザーについて収集したデータをこうしたサードパーティに渡すことはあり

ませんが、不正行為防止やセキュリティ保護の目的で、又はアドバタイザーに測定情報（コンバージ

ョン数やインプレッション数等）を提供するために、ウィジェットを介して直接、データ（個人デー

タを含む）を収集することをサードパーティに許可しています。このような収集には、サードパーテ

ィのプライバシー・ポリシーが適用されます. 

• サードパーティのピクセル 

お客様が当社のレコメンデーションへのリンクをクリックした場合、レコメンデーションのスポンサ

ーとなっているアドバタイザーは、レコメンデーションの目的ページに到着する前、又は目的ページ

に到達した時点で、リダイレクトを通じて、お客様のデバイスにクッキー（又はアドバタイザーに代

わって行動するサードパーティのクッキー）を置くことがあります。このようなクッキーは、アドバ

タイザーのキャンペーンに関する分析を、アドバタイザーに提供するために置かれます（例えば、ア

ドバタイザーのキャンペーンを閲覧したユーザーの数を確認するため等）。当社は、アドバタイザー

に対し、サードパーティのピクセルやクッキーの使用を、そのウェブサイトを介してエンドユーザー

に開示するよう求めています。これらのクッキーやピクセルは、当社のアドバタイザーの独自の裁量

で追加されるため、お客様はそのアドバタイザーのプライバシーに関する通知やプライバシー・ポリ

シーに従うことになります 
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(c) 情報共有の方法 

• パートナー 

当社は、ユーザーのプロファイル全体をサードパーティと共有したり、販売したりすることはありま

せん。ただし、ユーザーのプロファイルの特定の要素（例えば、UUID）を以下のパートナーと共有

することがあります。 

1. ブランドセーフティ、ブランド分析、ブランド詐欺防止に関するパートナー 

2. デマンドサイドプラットフォーム（DSP）及びサプライサイドプラットフォーム（SSP） 

3. アドエクスチェンジやアドネットワーク 

4. デマンドマネジメントプラットフォーム 

信頼できるパートナーのリストはこちらをご覧ください。加えて、当社は、OpenRTBに参加するこ

とにより、信頼できるパートナーと共に個人データを収集したり、共有したりすることがあります。

これらのパートナーの多くは、IAB TCFグローバル・ベンダーとして登録されています。詳しくはこ

ちらをご覧ください。 

(d) お客様の権利 

• デスクトップ及びモバイルウェブ上でのアウトブレインのオプトアウト 

お客様は、以下のボタンを操作することにより、いつで当社のパーソナルレコメンデーションをオプ

トアウトすることができます（また、オプトアウトした後に再度登録することもできます）。また、

当社のInterestプロファイルは、当社がお客様について知っているデータの一般的な可視化を提供す

るウェブサイトであり、お客様は、当社のInterestプロファイルを介して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ができます。 

• アプリケーション上でのアプトブレインのオプトアウト 

モバイルアプリケーション上でアウトブレインのオプトアウトを行うには、以下の手順に従ってくだ

さい。 

1. iOSデバイス：設定＞プライバシー＞広告＞追跡型広告を制限 

2. Androidデバイス：Google設定アプリ＞広告＞興味ベースの広告のオプトアウト 

https://www.outbrain.com/privacy/outbrain-trusted-partners/
https://iabeurope.eu/vendor-list/
https://iabeurope.eu/vendor-list/
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
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当社のInterestプロファイルやプライバシー・ポリシーを介してオプトアウトした場合、お客様のア

プリケーションにおけるパーソナルトラッキングはオプトアウトされませんのでご注意ください。こ

のオプトアウトは、お客様のデバイスの設定で行う必要があります。 

• 追加のオプトアウトオプション 

Yまた、NAIやDAAベースの各種ページ（DAA http://www.aboutads.info/choices、

DAAC www.youradchoices.ca/choices、EDAA www.youronlinechoices.eu）等のツールを介して、当

社や他の広告会社が提供するパーソナライズされた広告の受信をオプトアウトすることもできます。

NAI、DAA、DAAC又はEDAAの利用者用選択ページにアクセスし、参加しているサービスの一部又

は全部をオプトアウトすることができます。当社のオプトアウトとは異なり、これらのオプトアウト

は、お客様が広告を受け取らなくなることを意味するものではありません。例えば、お客様が閲覧し

ている特定のウェブサイトに基づいた広告（コンテクストベースの広告）は引き続き表示されます。

また、DAA、DAAC、EDAAの消費者選択ページにアクセスした際、ブラウザがクッキーをオプトア

ウトするように設定されている場合、当社のオプトアウトはクッキーに基づいているため、お客様の

オプトアウトが有効とならない可能性があります。 

重要な情報 

当社のパーソナルレコメンデーションをオプトアウトした場合であっても、 

• アウトブレインのレコメンデーションは表示されます。アウトブレインのパーソナルトラッキングをオ

プトアウトしたからといって、アウトブレインからのレコメンデーションを受け取れなくなるわけでは

ありません。その代わり、アウトブレインのレコメンデーションはパーソナライズされません（すなわ

ち、コンテキストに基づいたレコメンデーションとなります）。 

• お客様のオプトアウトは、クッキーに基づいたデバイス／ブラウザ固有のものとなります。 お客様が

複数のデバイスやブラウザからウェブを閲覧する場合、各デバイスやブラウザからオプトアウトする必

要があります。同じ理由で、新しいデバイスを購入したり、ブラウザを変更したり、オプトアウトクッ

キーを削除（又はクリア）したりした場合も、再度オプトアウトする必要があります。パーソナライゼ

ーショントラッキングをオプトアウトすることは、クッキーをブロックすることと同じではありません

。 

• プロファイルの削除はお客様のUUIDに関連付けられているため、少なくとも21日間はアウトブレイン

にオプトインしないでください。. 当社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

有効となります。ただし、ご利用のブラウザがローカルストレージを許可しており、オプトアウトから

http://www.aboutads.info/choices
http://www.youradchoices.ca/choices
http://www.youronlinechoices.eu/
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21日以内に、当社のパーソナルレコメンデーションにオプトインした場合（例えば、クッキーバナーを

受け入れる等）、以前のプロファイルがお客様のUUIDに再接続される可能性があります。21日以内に

オプトインしなければ、お客様のプロファイルは復元されない形で削除されます。 

• ほとんどのオプトアウトクッキーと同様に、当社のブラウザのオプトアウトはクッキーに依存してい

ます。オプトアウトクッキーは、ユーザーの好みを尊重するために永続的であることが意図されていま

す。しかし、iOS11の「インテリジェントトラッキング防止」機能は、24時間後のウェブサイト全体の

クッキーの永続性に影響を与える可能性があります。別のブラウザを使用するか、ブラウザからすべて

のサードパーティのクッキーをブロックすることで、企業ごとのオプトアウト方法に頼ることなく、「

オプトアウト」されることをお勧めします。 

• お客様のローカルストレージはクリアされません。当社のパーソナルレコメンデーションをオプトアウ

トしても、ローカルストレージは自動的にクリアされないため、オプトアウトに加えてブラウザレベル

でクリアを行う必要があります。 

ビジネスパートナー：Amplify又はEngageサービスを使用するため、会社を代表して登録する（又は

当社にメールを送る）場合、ビジネスパートナーに該当します。詳しくはこちらをご覧ください。 

詳しくは こちらへ。 

(a) 情報収集の方法と理由 

お客様は、Amplify又はEngageサービスに登録する際、又は当社との通信その他のやりとりをする際

、特定の個人データ（氏名やメールアドレス等）を提供することがあります。お客様がビジネスパー

トナーになることを申請する場合、当社はアドバタイザー申請書、記入申込書その他の様式を通じて

、お客様に追加情報を依頼することがあります。また、アウトブレインのダッシュボードにおいて、

お客様のユーザー名により行われた行動に関する情報は、自動的に収集されます。例えば、Amplify

ビジネスパートナーとして、お客様がキャンペーンのクリック単価を変更した場合、当社の監査記録

にこうしたアクションの全ての記録が残ります。 

当社は、お客様とのビジネスパートナー（又は将来のビジネスパートナー）としての契約に基づく義

務として、以下に掲げる業務を遂行するため、上記の個人データを収集し、処理します。 

• お客様からのご質問やご要望への回答 

• 当社のAmplify又はEngageサービスの特定の機能や、機能へのアクセスのお客様への提供（例：お客様

のダッシュボードアカウントの提供・維持） 

• 本人確認 
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• お客様のアカウント、当社の製品、及びお客様によるAmplify又はEngageサービスのご利用に関連する

利用可能なプロモーションについて、お客様とやり取りを行うこと 

(b) 使用するクッキーその他の類似技術 

当社がビジネスパートナーとの間で使用するファーストパーティ及びサードパーティのクッキー（及

びそれに対応する保持期間）の詳細なリストについては、クッキーテーブルの「ビジネスパートナー

」の項目をご覧ください。 

(c) 情報共有の方法 

当社は、特定のビジネスパートナー情報を、ベンダー、委託先、又はサービスの提供（クレジットカ

ードの処理等）により当社を支援するその他の者に開示することがあります。また、プライバシー・

ポリシーの「共有」のセクションもご参照ください。 

(d) お客様の権利 

ビジネスパートナーとして、自身の情報の確認、修正、更新、削除を希望する場合は、当社のダッシ

ュボードにアクセスしてプロファイルの設定を編集するか、support@outbrain.comまでご連絡くだ

さい。当社からのメールを受信している場合は、メールに記載されているリンクを使用して「配信停

止」を行うことができます。配信停止は、Amplify又はEngageサービスの提供に不可欠な通知（電子

請求書等）をオプトアウトするものではありません。 

(e) 法的根拠 

当社がビジネスパートナーの個人データを処理する合法的な根拠は、契約です。 

4. セキュリティ、EEA外への移転、共有及びデータ保持 

セキュリティ 

アウトブレインには専門のセキュリティチームがあります。当社が収集した個人データを厳重に管理

し、ファイアウォールで保護されたデータベースに保管し、アクセス権を厳密に制限して管理し、安

全性を確保しています。詳細については、当社の セキュリティ基準 をご覧ください。 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
mailto:support@outbrain.com
https://www.outbrain.com/security/
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ビジネスパートナーは、Amplify又はEngageサービスの特定のパスワードで保護された機能に、アク

セスすることができます。ビジネスパートナーは、このパスワードの機密性を保持し、従業員やその

代理人が同様に機密性を保持するよう確保する責任があります。残念ながら、インターネットを介し

た情報伝達は完全に安全ではないことに留意する必要があります。よくあるインターネット詐欺に「

なりすまし」や「フィッシング」があります。これは、合法的にみえる情報源から、個人情報を要求

するメールを受信した場合に発生します。当社は、クレジットカードや銀行情報、その他の個人情報

の確認を要求するメールを送信することはありませんので、ご注意ください。当社からと思われる電

子メールで、こうした個人情報を要求するものを受け取った場合は、返信をせず、電子メール内のリ

ンクをクリックしないようにしてください。インターネット詐欺の可能性がある場合は、当社で調査

を行いますので、 legal@outbrain.com, までメールをご転送ください。 

EU / EEA外へのデータ転送 

当社が欧州経済領域（EEA）から個人データを転送する場合、当社は、該当する場合、EU標準契約

条項、欧州委員会の十分性認定（指令95/46/EC第25条6項又はGDPR第45条によるもの）を含む、関

連するデータ保護法を遵守していることを確認します。言い換えれば、お客様の権利と保護はお客様

のデータとともにあり、当社は、お客様の個人データの受信者がデータを確実に保護するように設計

され、承認された契約条項その他の手段を使用しています。アウトブレインは、EEA域外へのデータ

転送を管理するために、アウトブレインの事業体間の標準契約条項を定めています。 

共有 

当社は、ユーザーの種類ごとに規定されるお客様の個人情報の開示方法に加えて、以下のとおり個人

情報を開示することがあります。 

• アウトブレインが管理する企業グループ内における内部的な理由（主として事業及び業務上

の目的）のために、個人情報が開示されることがあります。 

• 合併、他社による買収、又は当社資産の全部又は一部の売却等、当社が企業組織の再編を行

う場合、お客様の個人情報は譲渡される資産の中に含まれる可能性が高いです。 

• 法的に要求された場合（法執行機関の調査やその他の法的手続に協力する場合等）は、個人

情報が開示されることがあります。 

• 非常に緊急の事態に対応するため、個人情報が開示されることがあります。 

また、お客様の個人情報は、他のユーザーの個人情報と組み合わせて、傾向情報やユーザー統計を集

計してサードパーティと共有するために、常に匿名で集計されています。 

mailto:legal@outbrain.com
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データの保持 

アウトブレインが使用するクッキー（当社独自のものであるか、サードパーティによる代行であるか

を問いません）の保存期間は、 クッキーテーブル. に記載されています。具体的には、クリック等の

ユーザーの行動を追跡するために使用される当社のクッキー（Obuid）は、ユーザーが当社ネットワ

ーク内の特定のサイトを訪問してから3ヶ月後に、有効期限が到来しますが、ユーザーが同じサイト

に戻ったり、当社ネットワーク内の別のサイトに戻ったりした場合、このクッキーはリセットされま

す。また、当社はユーザーの個々のデータポイントを13ヶ月以上保持することはありません。例えば

、UUID 123が2018年12月31日に記事を読んだ場合、2019年2月1日には、その記事はUUID 123のプ

ロファイルの一部ではなくなります。 

当社はまた、特定のデータが法的に又は事業目的のために合理的に必要とされる期間を分析した上で

、個人データの保持期間を詳細に定めたデータ保持ポリシーを維持しています。個人データを必要と

しなくなった場合は、安全に削除又は破棄します。集計データのうち、デバイスやブラウザ（又は個

人）を特定できず、レポートや分析の目的で使用されるものは、商業的に必要な限り維持されます。 

5. 未成年者及び機微なデータ 

未成年者 

当社のサービスは、16歳未満の未成年者を意図的に対象としたものではありません。当社は、16歳

未満の方から意図して個人データを収集することはありません。サイト訪問者、ユーザー、又はビジ

ネスパートナーが16歳未満であることが個人データの収集時に判明した場合、当社は、その人の個人

データを使用したり、維持したりすることはありません。当社が意図せずに16歳未満の方から個人デ

ータを収集していることに気づいた場合、当社は、そのような情報を記録から削除するための合理的

な努力を行います。もしあなたが子供である場合、アウトブレインを使用するよりも庭で遊びましょ

う！ 

機微なデータ 

当社は、個人データのうち、機微なカテゴリーのものを収集したり、受け取ったりすることはありま

せん。 

6. 欧州地域の訪問者 

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/
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特定の個人情報保護法、特にEU一般データ保護規則（GDPR）に基づき、当社は、当社にアクセス

する個人に対して、アクセス、訂正、異議申立て、苦情、削除、ブロックといった特定の追加的権利

を提供しています。より具体的には、以下が該当します。 

• 個人データが当社によって処理されているかどうか、どの個人データが処理されているかについて情報

を要求する権利及び個人データの修正や訂正を要求する権利 

• 個人データの削除を要求する権利 

• 個人データの処理を制限することを要求する権利 

• 個人データの処理と使用に対する同意を完全に又は部分的に撤回することを申請する権利 

• 個人データを、一般的に整理された機械的に読み取り可能な形式で入手する権利 

• 個人情報保護及び個人情報の処理に関する当社の声明に関連して、ご質問、ご意見、苦情、ご要望があ

る場合、当社のDPOに連絡する権利 

• 個人データの処理が法律に違反していると思われる場合には、責任ある監督当局に違反を申し出る権利 

上記に加えて、プライバシー・ポリシーでは、欧州地域の住民のための特定の権利が参照されます。

GDPRに従い、「欧州地域」とは、欧州経済領域（EEA）、欧州自由貿易地域（EFTA）、スイスを

意味します。プライバシー・ポリシーにおいて、「欧州地域」という用語には、英国がEUから離脱

した後も、英国を含むものとします。 

上記の権利の行使に関するご質問は、Privacy@outbrain.comまでメールでお問い合わせください。 

7. 「Do Not Track」の開示 

一部のブラウザは、ウェブサイトにDo Not Track（DNT）信号を送信します。DNT信号をどのように

解釈するかについての共通の理解は未だ確立していないため、当社は現在、これらのブラウザからの

DNT要求や信号に対応していません。当社は、今後もこの分野における業界の活動を注視し、必要に

応じて当社のDNTに関する運用を見直していきます。その間、お客様は、ユーザーセクションのパー

ソナルレコメンデーションの受信をオプトアウトする機能を含む、データの収集と使用を制御するた

めに当社が提供する様々なツールを使用することができます。 

8. プライバシー・ポリシーの更新 

当社は、このプライバシー・ポリシーを随時変更することができます。当社は、サイト訪問者やビジ

ネスパートナーの目に触れるよう、プライバシー・ポリシーを目立つ場所に掲載しますが、当社は、

mailto:Privacy@outbrain.com
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お客様に対し個別に更新を通知する方法を有していません。プライバシー・ポリシーが更新されたか

どうかは、定期的にこちらをチェックして確認してください。 

 


