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TL1MKTSL製品およびサービスのプライバシーポリシー
TL1MKT SL SL（ "TL1MKT SL"、 "we"、 "our"、または "us"）は、業界全体にデータ分析
および広告ソリューションを提供するデータテクノロジー企業です。

当社のパートナー（「データパートナー」）は、当社のサービスを使用して収益化したい特定

の顧客情報（「ユーザーデータ」）にアクセスできるモバイルアプリケーションプロバイダー、

メディアおよびテクノロジープラットフォームなどです。当社のサービスには、データ分析お

よび広告サービス（「サービス」）が含まれます。当社のサービスの詳細については、当社

のWebサイトwww.tl1mkt.comをご覧ください。
当社のクライアント（「クライアント」）は、ブランドや代理店（「広告主」）、メディアプロパティ

の所有者（「パブリッシャー」）、およびターゲットを絞った広告を消費者に送信するその他

の企業を含む企業です。私たちのサービスを使用することにより、私たちのクライアントは

特定のオーディエンスに対応し、そのようなオーディエンスの可能性のある興味や好みに

合わせて広告を調整することができます。

私たちは、サービスがユーザーのプライバシー権を尊重するように努めています。この目

標を達成するために、当社は、サービスの設計、構築、および提供のプロセス全体を通じ

て、設計によるプライバシーとデフォルトによるプライバシーの原則を順守します。

暗号化されていない名前、住所、政府発行のID番号など、特定の個人を直接識別する情
報は処理されません。ただし、当社が受け取るユーザーデータが個人データまたは個人を

特定できるデータと見なされるかどうかは、他の要因の中でも、ユーザーの物理的な場所

に適用される定義によって異なります。たとえば、ユーザーのIPアドレスが個人データと見
なされる場所もあれば、そうでない場所もあります。

法律により、私たちはあなたにに関する情報を提供することを義務付けられています

-当社がお客様の個人データをどのように、どのような法的根拠に基づいて使用および開
示するか。

-お客様の個人データに固有のお客様のプライバシー権を当社がどのように管理するか。
-このプライバシーポリシー（「ポリシー」）または当社がお客様のデータを処理する方法に
関して懸念がある場合に、どのように当社に連絡できるか。

このポリシーの条件は、適用される法律および規制で定義されている個人データが含まれ

ている限り、すべてのユーザーデータに適用されます。

このポリシーは、当社のWebサイトwww.tl1mkt.comによって収集された情報にのみ適
用されるわけではありません。

このポリシーは、データパートナーまたは当社に情報を提供する可能性のあるその他の

サードパーティによって収集された情報にも適用されません。これらのサードパーティの情

報処理慣行は、独自のプライバシーポリシーの対象であるためです。

このポリシーは随時変更される可能性があるため、定期的に確認して、個人データの処理

に変更があったことを確認してください。将来、このポリシーとは異なる方法で個人データを

使用する予定がある場合は、ここにポリシーの編集を掲載し、必要に応じて、または法律

で義務付けられている場合は他の方法で、サイトの他のページに通知を掲載します。あな

たは、このポリシーの最新バージョンを知っていることを確認する責任があります。このポリ

シーの最終更新日は2018年2月28日です。
ポリシーの文言は技術的なものにすることができます。ご不明な点がございましたら、info
@ tl1mkt.comまでお気軽にお問い合わせください。

http://www.tl1mkt.com/


私たちが受け取り、使用するデータカテゴリ

データパートナーから次のカテゴリのユーザーデータを受け取ります。

-Appleの広告主ID（IDFA）やGoogle広告ID（「広告ID /広告ID」）などのモバイル広告デバ
イスID。
クッキー;
-ハッシュ化されたメールアドレス、
-年齢、性別、都市/地域などの人口統計情報（「人口統計データ」）。
-ユーザーのデバイスにインストール/アクセスされたアプリに関するモバイルアプリの使用
状況データ、アプリのイベント、およびURLの閲覧などの閲覧データ（「アプリの使用状況と
閲覧データ」）。

-購入データ;
-ジオロケーションデータ。
当社のデータパートナーは、ユーザーから直接（オンラインとオフラインの両方で）データを

収集するか、サードパーティからデータを受け取る場合があります。

当社のデータパートナーは、データの使用に関して必要なすべての情報をユーザーに提供

し、適用される法律および規制に従ってオプトイン/オプトアウトオプションを提供することを
要求します。

また、Cookie、ピクセル、および同様のテクノロジーを使用して、ユーザーの広告IDまたは
Cookieの識別子を自分で収集する場合があります。サービスを提供する過程で、IPアドレ
スと広告入札リクエストへのアクセスを受け取ります。

複数のデータパートナーから同じデバイスに関連する異なるユーザーデータを取得する場

合、そのようなユーザーデータを集約し、同じ広告ID（「広告ID」）またはCookieに対して保
存します。 TL1MKT SLは、ユーザーデータを共通のIDに接続し、内部の仮名識別子であ
る個別のIDインベントリも保持します。
ユーザーデータを拡張して、匿名化されたデータセグメントを作成し、そのようなセグメント

をクライアントの設定に基づいてセグメントリストまたは広告ID / Cookieリストに集約しま
す。次に、そのようなリストをクライアントと共有して、関連するユーザーを効果的にター

ゲットにできるようにします。

以下の「お客様の選択および管理権」で説明されているように、ユーザーが広告IDとともに
削除リクエストを送信しない限り、ユーザーまたはそのデバイスと直接やり取りすることは

ありません。

以下では、ユーザーデータのカテゴリについて詳しく説明します。
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閲覧データ」）。



-購入データ;
-ジオロケーションデータ。
当社のデータパートナーは、ユーザーから直接（オンラインとオフラインの両方で）データを

収集するか、サードパーティからデータを受け取る場合があります。

当社のデータパートナーは、データの使用に関して必要なすべての情報をユーザーに提供

し、適用される法律および規制に従ってオプトイン/オプトアウトオプションを提供することを
要求します。

また、Cookie、ピクセル、および同様のテクノロジーを使用して、ユーザーの広告IDまたは
Cookieの識別子を自分で収集する場合があります。サービスを提供する過程で、IPアドレ
スと広告入札リクエストへのアクセスを受け取ります。

複数のデータパートナーから同じデバイスに関連する異なるユーザーデータを取得する場

合、そのようなユーザーデータを集約し、同じ広告ID（「広告ID」）またはCookieに対して保
存します。 TL1MKT SLは、ユーザーデータを共通のIDに接続し、内部の仮名識別子であ
る個別のIDインベントリも保持します。
ユーザーデータを拡張して、匿名化されたデータセグメントを作成し、そのようなセグメント

をクライアントの設定に基づいてセグメントリストまたは広告ID / Cookieリストに集約しま
す。次に、そのようなリストをクライアントと共有して、関連するユーザーを効果的にター

ゲットにできるようにします。

以下の「お客様の選択および管理権」で説明されているように、ユーザーが広告IDとともに
削除リクエストを送信しない限り、ユーザーまたはそのデバイスと直接やり取りすることは

ありません。

以下では、ユーザーデータのカテゴリについて詳しく説明します。

広告ID
広告ID（「広告ID」）は、ユーザーがリセットできる、一意の、匿名化された広告用の識別子
です。 広告IDは特定のデバイスを識別し、Apple iOS（「広告用識別子」/「IDFA」）と
Google Android（「広告ID」）の両方に実装されます。
匿名化されたユーザーデータに関連付けられた広告IDは、データパートナーから取得しま
す。 次に、広告IDは、広告リクエストを識別し、関連する広告を配信するためにクライアン
トによって使用されます。

また、広告IDを使用して、同じユーザーに関連する異なるユーザーデータ属性間の関係を
確立する場合があります。 たとえば、特定のユーザーが25〜30歳であることを示すユー
ザーデータを取得し、後で別のデータパートナーから同じデバイスのユーザーが健康的な

ライフスタイルに関心があることを知った場合、この情報を同じ広告と組み合わせます ID
（「広告ID」）またはCookie。

クッキー

HTTP Cookie（Web Cookie、インターネットCookie、ブラウザCookie、または単にCookie
とも呼ばれます）は、Webサイトから送信される小さなデータであり、ユーザーが閲覧して
いる間、ユーザーのWebブラウザに保存されます。
ウェブサイト内に広告を表示するためのスペースを提供するパブリッシャーに代わって、

サードパーティのCookieを設定します。



同じユーザーに関連するデバイスまたはデータ間の関係を確立するためにCookieを使用
する場合があります。デバイスのユーザーに関する情報がすでにある場合は、Cookieに
保存されている情報をデバイスの広告IDにリンクする場合があります。 5rcc
この情報は、クライアントのターゲット広告の配信を容易にするために使用されます。

ハッシュ化された電子メールアドレス

一部のデータパートナーまたはクライアントは、電子メールアドレスや電話番号などのオフ

ラインデータを提供する場合があります。このようなデータは、TL1MKT SLと共有する前
に、セキュアハッシュアルゴリズムを使用してハッシュする必要があります。

ハッシュ化された電子メールまたは電話番号を使用して、特定のユーザーに関連するオフ

ラインとオンラインのユーザープロファイル間の関係を確立します。たとえば、クライアント

は、クライアントがすでに持っている電子メールアドレスや電話番号を持つユーザーをター

ゲットにしたモバイルデバイスで広告キャンペーンを実行したいと考えています。ただし、そ

れぞれの広告IDがないと、クライアントは目的のオーディエンスをターゲットにすることがで
きません。クライアントから提供されたハッシュ化された電子メールアドレスと電話番号を、

データパートナーから取得したユーザーデータと比較することにより、ハッシュ化された電

子メールアドレスまたは電話番号を同じユーザーに対応する広告IDと照合できます。その
結果、クライアントがターゲットにしたいユーザーのリストに対応する広告IDのリストが得ら
れます。

人口統計データ

当社は、以下のような人口統計学的ユーザーデータをデータパートナーから取得する場合

があります。

-ユーザーの人口統計（例：年齢または年齢層と性別）;
-請求先住所と郵便番号の一般的な地理的領域。
-予測または実際の収入階層。
-当社のデータパートナーによって受信または収集されたその他の人口統計情報。
TL1MKT SLはこの情報を使用して、ユーザーに関する人口統計セグメントを作成します。
たとえば、「バルセロナに住む20〜34歳の男性」のユーザーです。 クライアントがモバイル
デバイスやウェブブラウザでターゲットオーディエンスにリーチできるように、セグメントを広

告IDとクックIDで接続します。

アプリの使用状況とデータの閲覧

当社は、以下のような当社のデータパートナーからアプリの使用状況および閲覧データを

取得する場合があります。

-ユーザーのデバイスにインストール/アクセスされたアプリ。
-購入やサインアップなどのアプリイベント。
-ユニフォームリソースロケーター（「URL」）などのデータの閲覧。
URLは、リソースへの参照を構成する特定の文字列であるWebアドレスです。 ほとんどの
Webブラウザは、アドレスバーのページの上にWebページのURLを表示します。
私たちは、アプリの使用状況と閲覧データを、クライアントが関心を持っている関心や購入

意向（スポーツ愛好家、健康とフィットネスの愛好家など）に基づいて集約されたセグメント

に変換します。

購入データ



当社は、データパートナーから次のような購入データを取得する場合があります。

-店舗で購入したアイテム。
-オンラインで購入したアイテム。
-オンラインで買い物かごに入れたアイテム。
ジオロケーションデータ

GPSツール、Wi-Fi、セルタワーの三角測量技術を通じて取得した緯度と経度の座標など、
特定のデバイスの物理的な場所に関するデータをデータパートナーから受け取る場合が

あります。

データパートナーから受け取る位置データは、一般化された非正確な位置データである場

合もあれば、一般化された位置データをクライアントに提供するために位置データを非正

確にする場合もあります。 当社のクライアントは、この情報からの推測を使用して、ローカ
ライズされた広告またはターゲットを絞った広告を送信する場合があります。

入札リクエストとIPアドレスの広告
リアルタイムビッダー（「RTB」）では、サイト運営者は広告主にリアルタイムで広告入札リク
エスト（「入札リクエスト」）を送信し、販売するためのオープンな広告スペース（「インプレッ

ション」）があることを示します。 印象は、関心のある広告主の間でオークションにかけら
れ、最高入札者に販売されます。

モバイルアプリからの入札リクエストには通常、IPアドレス、インプレッションのタイプ（バ
ナー、オーディオ、ビデオ）、フォーマット、アプリ、パブリッシャー、デバイスなどの情報とと

もに広告IDが含まれます。入札リクエストと広告IDを収集して使用します クライアントに代
わってRTBプロセスに参加するため。
入札リクエストの一部として受け取ったIPアドレスは、ユーザーの識別を防ぐために不正確
になります。 その後、クライアントは匿名化されたIPアドレスを使用して広告をローカライズ
する場合があります。

個人データを処理するための法的根拠

当社のサービスにより、お客様はモバイルデバイスに表示される広告をお客様の興味や

好みに合わせて調整することができます。 その結果、関連性のない、または関心のない広
告の数が減ります。 この目標を達成するには、お客様の個人データを処理する必要があ
ります。

ターゲットを絞ったオンラインマーケティングを促進することの正当な利益は、お客様の

データを処理するための当社の基盤です。

当社のデータパートナーまたは当社にユーザーデータを提供するその他の第三者は、別

の基準を使用する場合があります。 個人データを処理し、それぞれのプライバシーポリ
シーに従って当社と共有することに同意するなど。

TL1MKT SLによるお客様の個人データの処理は、以下に説明するように、お客様の選択
および管理の権利の対象となります。

誰とユーザーデータを共有しますか

ユーザーデータは、次のカテゴリのクライアントと共有します。

-ブランドおよび代理店（「広告主」）。
メディアプロパティの所有者（「パブリッシャー」）および-モバイル消費者にターゲットを絞っ
た広告を送信するその他の企業。



-Demand Side Platform（DSP）、Data Management Platform（DMP）、広告マーケットプ
レイス、広告ネットワークなどのサードパーティのデータプラットフォーム（「データプラット

フォーム」）。

ハッシュ化されたメールアドレスとハッシュ化された電話番号は、オフラインユーザーの

データを広告IDまたはCookieと照合して、モバイルデバイスで顧客をターゲットにできるよ
うにしたい広告主とのみ共有します。データはデバイス固有のレベルでは共有されません

が、リストとして共有されます。

さらに、生のユーザーデータから貴重な洞察を抽出するのに役立つサードパーティベン

ダーとユーザーデータを共有する場合があります。たとえば、TL1MKT SLが123456のよう
な生のアプリIDを受信する場合、この情報自体は役に立ちません。そのため、サードパー
ティのエンジンを使用して、数値IDを、ターゲットを絞った広告の目的で使用できる実際の
アプリ名（「ガーデニングアドバイスアプリ」など）に変換します。同様のエンジンは、データ

の閲覧を理解するために使用されます。これらすべてのプロセスで、アプリの使用状況と

閲覧データのみが外部ベンダーに送信され、外部ベンダーは処理された出力を送り返しま

す。広告ID、Cookie、ハッシュ化された電子メールアドレス、電話番号などの識別子は、
サードパーティベンダーと共有されません。

ユーザーデータは、サードパーティが提供するデータセンターに保存されます。

また、お客様のユーザーデータ情報をスペインの関連会社と共有します。これらの関連会

社は、技術サポートを提供し、TL1MKTSLがサービスを運用上実行するのを支援します。
また、有効な法的手続きに応じて、たとえば裁判所命令、召喚状、またはその他の法的情

報要求に応じて、および/または適用される法的および規制上の報告要件に準拠するため
に、ユーザーデータを開示します。また、違法行為、詐欺の疑い、人の身体的安全に対す

る潜在的な脅威を伴う状況について調査、防止、または措置を講じる必要があると思われ

る場合、または当社を管理するポリシーの遵守を確認または実施するために、お客様の情

報を開示する場合があります。製品および/またはサービス、および適用法、または法律で
要求または許可されている場合、または法的要件に準拠している場合。国家安全保障や

法執行の要件を満たすなど、公的機関からの合法的な要求に応じて、個人情報を開示す

る必要があります。

さらに、当社または当社の関連会社を買収、購入、または合併する事業体または個人にお

客様の情報を転送する場合があります。このような場合、買収会社は、アカウントの削除

の要求を含め、このポリシーの重要な条件を実行する必要があります。

ユーザーデータを国際的に転送する場合

上記の受信者とユーザーデータを共有する場合、そのような共有はあなたの自宅の場所

の外への転送を構成する場合があります。 法律により、ヨーロッパの法律によってお客様
の個人データに対して保証されている保護のレベルが、そのような転送によって損なわれ

ないようにする必要があります。 データの受信者の中には、適切なレベルの保護を確保で
きるプライバシーシールドなどのプログラムの参加者がいる場合があります。 その他の場
合は、それぞれのユーザーデータ受信者とEU標準契約条項を入力します。

個人データを保護する方法

当社は、受け取った個人データを盗難、紛失、および不正アクセスから保護するために、

適切な技術的および組織的な保護措置を講じています。 私たちは、最初の転送から削除



までの使用サイクル全体を通して個人ユーザーデータを保護するために一般的に受け入

れられている基準に従います。

ただし、インターネットを介した送信方法や電子ストレージの方法は、100％安全ではあり
ません。

あなたが持っている選択と管理の権利

あなたの個人データはあなたのものです。お客様には、当社のシステムにある可能性のあ

るユーザーデータを消去したり、その処理を制限したりする権利があります。これらの権利

を行使するためのオプションを以下に説明します。

-携帯電話会社または別のデータパートナーと直接個人データの処理をオプトアウトするこ
とができます（それぞれのプライバシーポリシーを参照してください）。

-iOSでは「広告の追跡を制限する」またはGoogleAndroidでは「インタレストベース広告を
オプトアウトする」を選択することで、ターゲット広告をオプトアウトできます。この場合、

ユーザーデータの削除をリクエストするまでユーザーデータを保持しますが、ターゲットを

絞った広告目的で使用することはなく、モバイルデバイスでのアクティビティは事実上見え

なくなります。広告IDをリセットするには、AppleiOSの[広告IDのリセット]オプションまたは
GoogleAndroidの[広告IDのリセット]オプションを選択します。これにより、現在の広告ID
がデバイスから削除され、新しい広告IDに置き換えられます。その結果、古い広告IDを含
む入札リクエストは受信されなくなります。一定の時間が経過すると、古い広告IDと関連す
るユーザーデータが削除されます。ただし、新しい広告IDへのアクセスを受け取り、データ
パートナーから受け取る可能性のある他のユーザーデータと照合する場合があります。

-モバイルブラウザの設定でCookieをクリアまたはブロックすることにより、オプトアウトする
ことができます。この場合、私たちはあなたのデータを保持しますが、あなたがモバイル

ウェブサイトを閲覧しているときにあなたのデバイスをターゲットにするためにそれを使用

することはできません。ただし、Cookieの削除に関係なく、広告IDに基づいてアプリを使用
している場合は、デバイスをターゲットにすることができます。

-ユーザーは、プライバシーチームdata@tl1mkt.comに広告IDを送信することにより、広告
IDに関連付けられたデータを削除できます。送信された広告IDに関連付けられているすべ
てのユーザーデータを削除します。これにより、関連するすべてのデータが削除され、広告

IDに関連付けられたデータの今後の収集と使用が防止されます。広告IDを持っていなくて
も、Cookie、ハッシュ化されたメールアドレス、ハッシュ化された電話番号などの他のデー
タがあった場合、データパートナーから削除する必要があると通知されない限り、このデー

タは保持されます。

-提携しているパートナーのプライバシーポリシーとオプトアウトオプションは、次のURLで
確認できます。

当社のサービスを使用することにより、GDPR で定義されているデータ管理者としての「
TL1」による情報の収集と転送に同意したことになります。あなたの情報は、独立したデー
タ管理者としてあなたのデータを処理するベンダーのリストに提供されます。このベンダー

のリストとそのプライバシーに関する声明の詳細については、次のサイトを参照してくださ

い。

Experian：https：//www.experian.es/politica-de-privacidad



eXelate：http：//exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/
オラクル：https：
//www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Eyeota：https：//www.eyeota.com/privacy-policy/
Foursquare:https://es.foursquare.com/privacy
アドフォーム：https：//site.adform.com/privacy-policy-opt-out
ロタメ：https：//www.lotame.com/about-lotame/privacy/opt-out/
Adsquare：https：//www.adsquare.com/cookie-policy/？wpca_bypass_consent =
1Thebridgecorp：
https：//www.thebridgecorp.com/privacy/
事実：https：//www.factual.com/privacy/
Google：https：//www.google.com/doubleclick/dataplatform/policies.html
Trade Desk：https：//www.thetradedesk.com/general/privacy
アドビ：https：//www.adobe.com/privacy.htmlMediamath：https：
//www.mediamath.com/privacy-policy/
アマゾン：https：//www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/？ie = UTF8＆
nodeId = 200545460＆ref = a20m_es_fnav_prvcyAT＆T：https：
//about.att.com/csr/home/privacy.html
付録：https：//www.appnexus.com/fr/corporate-privacy-policy
Xandr：https：//www.xandr.com/privacy/
Loopme：https：//loopme.com/privacy-policy/
MediaIQ：http：//www.wearemiq.com/privacy-policy/
S4M：https：//www.s4m.io/privacy-policy/
Amobee：https：//www.amobee.com/trust/gdpr/
Zeotap：https：//zeotap.com/product-privacy-policy/
Motrixi: https://www.motrixi.com/index.php/privacy-policy-2
Captify: https://www.captifytechnologies.com/privacy-notice/

上記のオプションを使用することは、広告をブロックすることを意味するのではなく、受け取

る広告があなたのためにパーソナライズされないことを意味することに注意してください。

あなたの他の権利

データの削除または処理の制限を要求する権利とは別に、個人ユーザーデータにアクセス

する権利、個人ユーザーデータの修正を要求する権利、監督データ保護当局に苦情を申

し立てる権利、および データの移植性。これらの他の権利のいずれかを実施するには、広
告IDと一緒にリクエストをプライバシーチームdata@tl1mkt.comに送信してください。

情報の保持

次のイベントが発生するまでデータを保持します。

-TL1MKTSL保持ポリシーに従った保持期間の満了。
-特定のユーザーデータを削除するようデータパートナーに要求する。 また
-ユーザーは、関連データを削除するために広告IDを送信します。

子供のプライバシー



故意に収集、使用、共有することはありません。

-13歳未満のユーザーに関するデータ。 と
-13歳未満の子供を対象としたアプリケーションの過去または現在の活動に関するデータ。
お使いのブラウザは、「追跡しない」オプションを提供する場合があります。これにより、

WebサイトおよびWebアプリケーションおよびサービス（行動広告サービスを含む）の運営
者に、特定のオンライン活動を時間の経過とともに追跡することを望まないことを通知でき

ます。 さまざまなウェブサイト。 「追跡禁止」信号は尊重しません。

連絡先

このポリシーおよび当社のプライバシー慣行について質問または提案がある場合は、data
@ tl1mkt.comまでご連絡ください。

Linea1 mkt S.l.
Calle Secretario Carretero 7 local 12
14004 コルドバスペイン

TL1MKTSL.netプライバシーポリシー
TL1MKT SL（「TL1MKT SL」、「私たち」、「私たち」、または「私たち」）は、革新的でデバイ
ス中心のプライバシー主導のデータ分析および広告ソリューションを業界全体に提供する

データテクノロジー企業です。 TL1MKT SLは、当社のWebサイトwww.tl1mkt.com（「サイ
ト」）への訪問者のプライバシーを保護することをお約束します。

このプライバシーポリシーは、サイトで収集される可能性のあるお客様の情報を収集、使

用、保持、開示、および転送する方法を対象としています。お問い合わせフォームから情報

を送信できます。サイトをナビゲートするときに、一部の情報も収集される場合があります。

当社が受け取る情報が個人情報または個人を特定できる情報（「個人情報」）と見なされる

かどうかは、他の要因の中でも特に、お客様の物理的な場所に適用される定義に依存しま

す。たとえば、一部の場所ではIPアドレスが個人データと見なされる場合がありますが、他
の場所ではそうではありません。

法律により、当社は、お客様の個人データをどのように、どのような法的根拠に基づいて使

用および開示するか、お客様の個人データに固有のプライバシー権、およびこのポリシー

に関して懸念がある場合にどのように当社に連絡できるかに関する情報を提供する必要

があります。または、お客様のデータの処理方法。

このポリシーは随時変更される可能性があるため、定期的に確認して、個人情報の処理に

変更があったことを確認してください。将来、このポリシーとは異なる方法で個人情報を使

用する予定がある場合は、ここに、または法律で義務付けられている場合は他の方法で、

それらの変更を掲載します。あなたは、このポリシーの最新バージョンを知っていることを

確認する責任があります。このポリシーの最終更新日は2018年2月28日です。

お問い合わせ方法

TL1MKT SLは、欧州のプライバシー法およびCCPAの意味で、このサイトを介して収集さ
れた個人情報のデータ管理者です。 連絡先の詳細は、ウェブサイトの下部にリンクされて
いる出版社のセクションにあります。

ご質問やご意見がある場合、または下記の権利を行使したい場合、またはプライバシー問

題の処理方法について懸念がある場合は、info @ tl1mkt.comまでご連絡ください。



お客様の情報を収集して使用する理由

あなたが私たちに電子メールを書くとき、私たちの連絡フォームを介して、または求人応募

の一部としてあなたの個人情報を提出するとき、あなたはポリシーで説明されているように

あなたの個人情報の収集、使用および保持に同意します。

あなたが私たちに提出する個人情報には以下が含まれます：

-名前;
-電子メールアドレス;
-連絡先の詳細;
-あなたが働いている会社;
-あなたは心配します。
-お客様が当社に送信または提出する文書内の個人情報。
また、訪問者の統計、本サイトの改善、サービスの宣伝など、合法的なビジネス目的のた

めに特定の個人情報を収集して使用します。

事前にお客様の同意を求めずに収集する個人情報には、次のものが含まれる場合があり

ます。

IPアドレス;
このサイトのURLアドレス。
このサイトにアクセスした日付。

個人情報を提供するかどうかは、常にあなたの選択です。要求された情報を提供しないこ

とを選択した場合、当サイトの特定の機能にアクセスできない場合があります。お客様は、

以下に説明するように、いつでもお客様の情報にアクセス、変更、変更、または削除するこ

とができます。

あなたが提供する個人情報

当サイトを訪問している間、あなたは私たちにあなたの個人情報を提供することができま

す。

お問い合わせフォームからご連絡いただくと、お名前、会社名、メールアドレスを収集し、返

信させていただきます。

上記の事業目的に必要な限り、この情報を保持します。

クッキーおよびその他の追跡技術

当サイトにアクセスする際、当社は「クッキー」を使用します。 Cookieは、Webサイトにアク
セスしたときに、Webサイトがコンピューターまたはモバイルデバイスに保存する小さなテ
キストファイルです。これにより、Webサイトはユーザーのアクティビティと設定（ログイン、
言語、フォントサイズ、その他の表示設定など）を記憶できます。クッキーには通常、ユー

ザーを個人的に特定する情報は含まれていませんが、当社がお客様に関して保存する可

能性のある個人情報は、クッキーに保存され、クッキーから取得される情報にリンクされて

いる場合があります。

Cookieは、「永続的」Cookieまたは「セッション」Cookieのいずれかです。永続的Cookie
は、Webブラウザーによって保存され、有効期限に達するまで有効であるか、有効期限前
にユーザーによって削除されます。代わりに、セッションCookieは、ユーザーセッションの
終了時にWebブラウザが閉じられたときに期限切れになります。



必要に応じてCookieを制御および/または削除できます。詳細については、
aboutcookies.orgを参照してください。コンピュータにすでに存在するすべてのCookieを削
除でき、ほとんどのブラウザを設定してCookieが配置されないようにすることができます。
ただし、これを行うと、サイトにアクセスするたびに一部の設定を手動で調整する必要があ

り、一部のサービスや機能が機能しない場合があります。

WebブラウザのCookieを受け入れる機能を無効にすると、サイトを閲覧することはできま
すが、サイトのすべての機能やサービスにアクセスしたり、利用したりすることはできませ

ん。

個人情報の共有方法 ダイレクトマーケティングを目的として、お客様の個人情報を第三者
に開示します。

以下の場合、お客様の個人情報を開示する場合があります。

サービスプロバイダー

当社は、サイトの運営を支援するサードパーティベンダーにお客様の個人情報を開示する

場合があります。これらの第三者は、適用されるデータ保護法および適用される規制を遵

守する義務があります。

法律で義務付けられている開示

当社は、有効な法的手続きに応じて、たとえば、裁判所命令、召喚状、またはその他の法

的情報要求に応じて、および/または適用される法的および規制上の報告要件に準拠する
ために、お客様の情報を開示します。また、違法行為、詐欺の疑い、人の身体的安全に対

する潜在的な脅威を伴う状況について調査、防止、または措置を講じる必要があると思わ

れる場合、または当社を管理するポリシーの遵守を確認または実施するために、お客様の

情報を開示する場合があります。製品および/またはサービス、および適用法、または法律
で要求または許可されている場合、または法的要件に準拠している場合。国家安全保障

や法執行の要件を満たすなど、公的機関からの合法的な要求に応じて、個人情報を開示

する必要があります。

事業の移行

さらに、当社または当社の関連会社を買収、購入、または合併する事業体または個人にお

客様の情報を転送する場合があります。このような場合、アカウントの削除のリクエストを

含め、このプライバシーステートメントの重要な条件を取得する会社に実行するように要求

します。

あなたの情報の保護

当社は、個人情報を盗難、その他の損失、誤用、および不正アクセス、コピー、収集、使

用、開示、改ざん、または破壊から保護するために、適切な物理的、技術的、および組織

的な保護手段を講じます。当社は、最初の転送から削除までの使用サイクル全体を通じて

個人情報を保護するために、一般的に認められている基準に従います。

ただし、インターネットを介した送信方法や電子ストレージの方法は、100％安全ではあり
ません。

子供のプライバシー

当サイトは、管轄区域の成年以上の個人を対象としています。 故意に収集、使用、共有す
ることはありません。

-13歳未満のユーザーに関するデータ。 と



-13歳未満の子供を対象としたアプリケーションの過去または現在の活動に関するデータ。
お子様がサイトに情報を提供したと思われる場合は、以下の情報を使用してご連絡くださ

い。

13歳未満の個人の個人情報を収集または取得したことが判明した場合、その情報を削除
します。

個人情報へのアクセス、修正、処理の制限、携帯性および消去

このポリシーで提供される連絡先情報を使用して当社に連絡することにより、いつでも個人

情報の削除、確認、または修正を求めることができます。また、次の場合に、個人情報の

使用と処理を制限または一時停止するように依頼することができます。

-あなたは私たちにあなたの情報の正確さを検証するように要求します、
-私たちの個人情報の使用は違法ですが、そのような情報が削除されることを望まず、
-私たちはもはやあなたの個人情報を必要としませんが、あなたは法的請求の確立、行使
または弁護のためにこの情報を必要とします。

お客様のリクエストに応じて、サイトの機能に合わせて、アクティブなデータベースからアカ

ウントと連絡先情報を非アクティブ化または削除します。このような情報は、お客様のアカ

ウントアクティビティに基づいて、当社の非アクティブ化ポリシーおよび適用法に従って、実

行可能な限り速やかに非アクティブ化または削除されます。

また、構造化され、一般的に使用され、機械で読み取り可能な形式で個人情報を提供する

か、この情報を別の会社または個人に送信するように要求することもできます。

上記の権利とは別に、あなたには監督データ保護当局に苦情を申し立てる権利がありま

す。


