Laurel Foundry プライバシーポリシー
免責条項：このバージョンは情報提供の目的でのみでオリジナルの英語を翻訳していま
す。もし不一致があった場合は、英語の原文が優先されます。
最終更新:05/04/2018

前書き
Laurel Foundry Limited's プライバシーポリシーへようこそ("ポリシー"）
The Laurel Foundry Limited(C 85340) of 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta("私達"、"私
達"、"私達の"または"Laurel Foundry")そしてその関連会社および子会社は、お客様のプライバシーを尊
重し、お客様の個人情報を保護することを約束します。 Laurel Foundryはプロジェクトを立ち上げまし
た。https://gamertoken.io/documents/gamertoken-whitepaper_JP.pdf でアクセス可能、これはバーチャル
トークンの発行を伴い、世界中の顧客が市場にて購読および購買するゲーマートークン（以下"トークン"
）と呼ばれます。その点に関し、ウェブサイト http://gamertoken.io （以下"サイト"）および発行元のプ
ラットフォーム、Laurel Foundryはトークンのすべての取引が正確に処理され、確実かつ安全に実行され
るようにします。Laurel Foundryはお客様に、トークンに関するパーソナライズされた安全な取引サービ
スをお客様に提供します。(以下"サービス")
このポリシーの目的は、お客様の個人情報が当社によって処理される際の基礎を明らかにすること、あな
たが当社のウェブサイト(どこから訪れるかに関係なく）を訪れる際も含めて、私達があなたの個人情報を
どのように扱い、大切にするかについてあなたに知らせる、そして（1）お客様の個人情報を責任あるもの
として処理することに関する義務、（2）データの主題としての保護の権利、（3）法律がどのようにお客
様を保護するかについてあなたにお話しします。以下のリンクからアクセスでき、Cookieポリシーと併せ
て読む必要があります。https://gamertoken.io/documents/JP-cookiepolicy.pdf
私達はデータ保護法に従って、適切かつ合法的にデータを処理する(Maltaの法律チャプター440)(以下"アク
ト")そして一般データプロテクション規制(規制(EU)2016/679)(以下"GDPR")適用2018年5月25日より。
このポリシーはレイヤードされた形式で提供されているため、以下のような特定の領域をクリックするこ
とができます。あるいは、PDFバージョンをダウンロードできます。
https://gamertoken.io/documents/JP-privacypolicy.pdf
また、用語集を使用して、このポリシーで使用さ
れている用語の意味を理解してください。

1. 大切なインフォメーションと私達;
2. 当社があなたについての情報を集める日;
3. どのようにしてあなたの個人情報が集められるか;
4. どのようにあなたの個人情報が使われるか;
5. あなたの個人情報の開示;
6. 国際転送はいたしません;
7. データのセキュリティ;
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8. データ保持;
9. あなたの法的権利
10. 用語;
11. Googleアナリティクス。

1.大切なインフォメーションと私達

ポリシーの目的
このポリシーは、上記で定義した通りどのようにLaurel Foundryが個人情報を収集し、処理するかについ
ての情報を提供することを目的としています（1）あなたがサービスや購読を可能にするとき。もしくは一
つもしくはそれ以上のトークンをさらに購入したときに、(2)サイトを通して提供したデータを含む、（上
記で定義された）サイトの使用は、サービスを利用して購読、購入、ニュースレター、メーリングリスト
および他のマーケティングの内容も含みます。
サービスやサイトのいずれも子供向けではなく、子供に関するデータを故意に収集することはありませ
ん。
お客様が個人情報を収集または処理する特定の機会に提供する他のプライバシーポリシー、またはフェア
な処理方針とともに、この方針をお読みいただくことが重要で、それによりあなたにどのようにまたは何
故私達はあなたの個人情報を使用しているのか理解していただけます。このポリシーは他のポリシーを補
完するものであり、それらを無効にするものではありません。また、下記のポリシーに記載されているよ
うに、お客様の明確な同意が必要です。特に私達が提供する補足サービスを受けることを希望する場合
は、お客様の同意を提供していただけると幸いです。

コントローラー
以前に定義した通りThe Laurel Foundry Limitedは、コントローラーであり、お客様の個人データを管理す
る責任があります。
当社は、このポリシーに関連する質問の監督を担当するデータ保護責任者（「DPO」）を任命しました。
もしあなたのデータに対する法的権利の行使のリクエストを含むこのポリシーに関して質問がある場合
は、下記の詳細記入しDPOまで連絡してください。
以下に示される詳細を利用し、”データプロテクション”という言葉を使用して、DPoへのコメント、質問ま
たは苦情を宛てることができます。問題を件名に。

コンタクトの詳細
当社の詳細の全ては:
法人のフルネーム:The Laurel Foundry Limited(C 85340) OPO
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の名前:Mr.Marcus Szablowsky
Email address: dataprotection@gamertoken.com
Postal address: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta
Contact details: dataprotection@gamertoken.com
お客様は、データ保護に関する管轄権を有する管轄の監督当局にいつでも苦情を申し立てる権利がありま
す。Maltaでのケースでは、こちらがは情報およびデータ保護委員（IDPC）（
https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx ）です。しかし、あなたが監督当局に連絡する以前に、問題に対
処する機会をいただけるとありがたいので、最初に当社にご連絡いただけると嬉しいです。

変更のポリシーとあなたの変更した際の通知義務
Maltaを含むEU全体のデータ保護法は、GDPRの適用により、2018年5月25日に変更されます。このポリ
シーでは、GDPRに基づくほとんどの権利が示されていますが、我々はこれらの変更のためにシステムを
準備しているので、2018年5月まで、お客様のリクエストに応じることができない場合があります（例：
個人データの転送依頼者のリクエストなど）。
当社が持っているあなたの個人情報は、常に正確で最新のものであることが不可欠です。 でなければ、こ
れは（他の可能性のある問題の間で）サービスの質を損なうでしょう。もし当社を利用していただいてい
る間にあなたの個人情報に変更がある場合は必ずご連絡ください。

第三者リンク
サイトには第三者のウェブサイト、プラグイン、アプリケーションへのリンクが含まれている場合があり
ます。これらのリンクをクリックするか、それらの接続を切断すると、第三者があなたに関するデータを
収集または共有できるようになります。当社はこれら第三者のウェブサイトを管理できず、その価格設定
方針については責任を負いません。あなたが当社のウェブサイトから退場される際、訪れる全てのウェブ
サイトのプライバシーポリシーをしっかりと読むことをお勧めします。

2.

あなたのデータを集める日

個人データ、または個人情報とは、その個人を識別できる個人に関するすべての情報を意味します。アイ
デンティティが削除されたデータは含まれません（匿名データ）。
次のようにグループ別に一緒にしたお客様に関するさまざまな種類の個人データを収集、使用、保管する
ことがあります:
●

アイデンティファイデータには、氏名、姓、姓、ユーザー名または類似の識別子、婚姻状
況、タイトル国籍、生年月日および性別が含まれます。

●

コンタクトデータには請求先住所、emailアドレスと電話もしくは携帯電話番号が含まれま
す。

●

コンプライアンスデータには、身分証明書またはパスポートのコピーが含まれます。

●

ファイナンシャルデータには、あなたのEthereumウォレットアドレス、使用の鍵およびク
レジットカード情報が含まれます。
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●

トランスアクションデータには、あなたへもしくはあなたから発行されたトークン、フラッ
トまたはバーチャル通貨のいずれかの取引報告書に支払いに関する詳細が含まれます。

●

技術データには、インターネットプロトコル（IP）アドレス、ログインデータ（アカウント
登録）、ブラウザの種類とバージョン、タイムゾーンの設定と場所、ブラウザプラグインの
種類とバージョン、オペレーティングシステム、プラットフォーム、およびサイトにアクセ
スするために使用するデバイス上のその他のテクノロジーが含まれます。

●

プロフィールデータには、ユーザー名とパスワード、あなたの購入、あなたの興味、好み、
フィードバック、審査回答が含まれます。

●

使用データには、サイトおよびサービスの使用方法に関する情報が含まれています。

●

マーケティングおよびコミュニケーションのデータには、当社およびビジネスパートナーか
らのマーケティングを受信する上での好みとあなたのコミュニケーションの好みが含まれま
す。

また、統計や人口統計データなどの集計データを収集し、使用し、共有します。集計データはあなたの個
人データから派生する可能性がありますが、このデータは直接的または間接的にあなたの身元を明らかに
するものではないため、法律上の個人データとはみなされません。たとえば、使用データを集計して、特
定のウェブサイト機能にアクセスしているユーザーの割合を計算することができます。ただし、集計した
データとお客様の個人データを直接または間接的に識別できるように結合または接続する場合、私たちは
結合データをこのプライバシーポリシーに従って使用される個人データとして扱います。
上記のように、コンプライアンスデータに関して収集した情報（上記のとおり）によって、お客様の個人
データの特別なカテゴリーを収集します。この情報の収集と処理は、当社が内部のマネーロンダリング防
止（AML）を実施し、Know-Your-Customer（KYC）の小切手と勤勉のために必要です。

もし個人データの提供に失敗した場合
お客様が法律または契約の条件に基づいて、またはセキュリティを確保し、詐欺や疑わしい取引から保護
するための正当な利益の一部として個人情報を収集する必要があるときに、お客様が要求されたデータを
提供することができない場合、当社が保有または当社との間で締結しようとしている契約を実行すること
ができない場合があります（すなわち、トークンの購読または購入、および/またはサービスの使用に関し
て）。そのような場合、私たちはトークンの試用購読または購入を取り消すか、そうでなければ処理を拒
否し、あなたにサービスの有効性を取り消さなければならないかもしれません。他の例では、お客様のコ
ンプライアンスデータの必要事項を満たしていないか拒否した場合などは、削減もしくは制限付きのサー
ビスしか提供できません。

3.

どのようにして個人データが収集されるか？

幾つかの方法を使ってあなたについてのデータをあなたから収集します、を通してを含む:
(i) 直接的なやりとり：郵便、電話、Eメールまたはその他の方法で、フォームを記入するか、ま
たは当社に対応させることによって、あなたの身元、契約、コンプライアンスおよび財政デー
タを私たちに提供することができます。
これには、以下の場合に提供する個人データが含まれます:
●

トークンを購読して購入できるようにするための前提条件であるサイトを通して、アカウン
トを作成して登録する;
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●

トークンの申請、もしくは申請を試みる;

●

当社のリクエストするコンプライアンスデータを提出;

●

あなたにマーケティングを送るように依頼する;

●

競争、昇進または審査を記入してください;または

●

フィードバックをお願いします。

(ii) 自動化された技術または相互作用。サイトと対話する際に、お客様の機器に関する技術デー
タ、閲覧アクションおよびパターンを自動的に収集する場合があります。Cookie、サーバーロ
グ、およびその他の同様のテクノロジーを使用して、この個人データを収集します。
これに関する更なる詳細はcookie policy https://gamertoken.io/document/JP-cookiepolicy.pdf をご
覧ください。
(iii) 第三者または一般に入手可能な情報源。当社は、以下に定める様々な第三者および公開元か
ら、お客様に関する個人データを受け取る場合があります：
●

4.

次の当事者からの技術データ：
a)

Googleなどのアナリティクスプロバイダー；

b)

広告ネットワークFacebook、Twitter、Instagram、youtube;そして

c)

検索情報提供者Google。

●

PaypalやAydenなどの技術サービスやプラットフォームプロバイダー、支払いサービスのプ
ロバイダーからのコンタクト、ファイナンシャル、取引データ。

●

会社の登録簿などの一般に使用可能なソースからのアイデンティティおよび契約データ。

どのようにあなたの個人情報を使うか

法律によって許可されている場合にのみ、お客様の個人情報が使用されます。最も一般的には、私たちは
以下の状況であなたの個人データを使用します：
●

トークンの購読または購入、および/またはサービスの利用を希望するとき、私達があなたと一
緒に入ろうとしている、または入っているという契約を実行する必要がある場所です。

●

当社の正当な利息（または第三者の）が必要であり、お客様の利息と基本的な権利がそれらの
利息を無効にしない場合。

●

当社は法的または規制上の義務を遵守する必要があります。

一般的に、私達はマーケティングコミュニケーションの送信以外に、お客様の個人データを処理するため
の法的根拠に同意することはなく、Eメール、テキストメッセージ、その他の方法で送信します。お客様
は、以下に示すように、当社に連絡することにより、いつでもマーケティングへの同意を取り消す権利を
持ちます。
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お客様の個人データを使用する目的
当社は、あなたの個人データを使用するすべての方法の説明と、これに依存している法的根拠の下で、表
形式で説明しました。
当社はまた、利息が適切であるかどうかを特定しました。
お客様のデータを使用する特定の目的に応じて、複数の法的根拠に基づいてお客様の個人情報を処理する
可能性があることをご了承ください。したがって、以下の表に複数の理由が記載されている場合、個人
データを処理する際に参考にしている特定の法的根拠についての詳細が必要な場合は、
dataprotection@gamertoken.com までご連絡ください。
目的/アクティビティ

データのタイプ

正当な利子の基礎を含む処理のための合
法的な基礎

あなたを新しいユーザーとして登
録し、ウォレットを制作します

(a) 識別

あなたとの契約のパフォーマンス

(b) コンタクト
(c) 財政

(a) サービスを提供し;トークンの
購読と購買を処理し、実行す
るには、含む:
-

(a) アイデンティティ

あなたとの契約のパフォーマンス

(b) コンタクト

法的義務（詐欺的取引の報告）を遵守す
るために必要なものです。

(c) 財政
支払い、手数料、チャージお
よび講読料を管理する;そして (d) 取引
当社が所有する金額（フラッ
トまたはバーチャルである）
を回収し回復する。

(e) マーケティングとコ
ミュニケーション

当社の正当な利息（私たちのために借金
を回収し、不正取引を防止するため）に
必要です。

(b) 詐欺的な取引を防止し、報告
する。
お客様の身元証明を立証し、提供 (a)コンプリアンス
する目的を含む、社内のコンプラ
イアンス要件および方針を遵守す
ることを保証します。
あなたとの関係を管理します、こ
れには以下が含まれます：
(a) 当社の条件やこのポリシーの変
更についてあなたに通知します
(b) サービスに関して報告した問題
を解決します。

(b)アイデンティティ
コンタクト

（a）当社の正当な利息（当社による債
務の回収および不正取引の防止）に必要
なもの。

（a）あなたとの契約のパフォーマン
ス。
法的義務を遵守するために必要なもので
す。

プロフィール
マーケティングとコミュ
ニケーション

(c) フィードバックの提供と/また
はアンケートにご協力をお願いし
ます。
（トラブルシューティング、デー アイデンティティ
タ分析、テスト、システムメンテ
コンタクト
ナンス、サポート、安全性とセ
テクニカル
キュリティのテスト、レポート作
成、データのホスティングを含
む）を管理し、このプロジェクト
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当社の正当な利息（記録を更新し、トー
クンとサービスに関する傾向を調査し、
プロジェクトをさらに発展させるため）
に必要です。

当社の正当な利益（業務の遂行、管理お
よびITサービスの提供、ネットワークの
セキュリティおよびハックキングやその
他のアタックの防止、詐欺の防止、事業
再編またはグループ再編の実践のために
必要）

とビジネスを保護するために使用
されます。

法的義務を遵守するために必要なもので
す。

関連するウェブサイトのコンテン
ツと広告を配信し、お客様に提供
する広告の有効性を測定または理
解することができます。

アイデンティティ

サイトコンテンツがあなたとあな
たのコンピューターにとって最も
効果的な方法で、そしてユーザー
に優しい方法で提示されるように
します。

使用

データ分析を使いサイト、マーケ
ティング、クライアントそして投
資家との関係と経験を向上する。

テクニカル

コンタクト
プロフィール

正当な利息（トークンの購読および購買
に関する傾向の調査、プロジェクトの開
発、ビジネスの成長、マーケティング戦
略の周知）に必要です。

マーケティングとコミュ
ニケーション
テクニカル
正当な利息（トークンの購読および購買
に関する傾向の調査、プロジェクトの開
発、ビジネスの成長、マーケティング戦
略の周知）に必要です。

使用

マーケティングとプロモーションオファー
マーケティング、広告、プロモーションキャンペーン、コミュニケーションなど、特定の個人情報の使用
に関する選択肢を提供するよう努めています。
あなたのアイデンティティ、契約、技術、使用法、およびプロファイルのデータを通じて、私たちは、あ
なたが望むかもしれないと思うものやあなたにとって興味深いものについての見解を形成することができ
ます。これにより、どの商品、サービス、オファーがあなたにとって適切かどうかを判断することができ
ます（私たちはこレヲマーケティングと呼んでいます）。
次の場合には、速達オプトイン同意書をご提示ください:
- 当社のニュースレターの購読を含むマーケティングコミュニケーション、当社の製品およびサービス、な
らびにイベントに関する情報のみを受け取る。
- 当社の製品、サービス、イベント、およびパートナーのニュースレターの購読を含むビジネスパートナー
に関するマーケティングコミュニケーションを受けることができます。
これはあなたのマーケティングおよびコミュニケーションのデータとして処理され、あなたの同意の有無
により、それらは適切なメーリングリストに挿入されるか、まったく挿入されません(要求された同意を提
供しない場合）。
どちらの場合でも、これらのマーケティングコミュニケーションは、Laurel
れます（事前の速達オプトイン同意書の規定に従います）。

Foundryからお客様に送信さ

第三者マーケティング
マーケティングの目的でお客様の個人データを他の企業と共有する前に、お客様の明確な同意を得ること
になります。オプトアウトする
件名に「マーケティングコミュニケーション」という言葉を使用して optout-marketing@gamertoken.com
までご連絡いただくことにより、当社または第三者にマーケティングコミュニケーションの送信を停止す
るよう依頼することができます。

目的の変更
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当社はそれを別の理由で使用する必要があると合理的に考えない限り、収集した目的のためだけにお客様
の個人情報を使用し、その理由が本来の目的と互換性がある場合のみです。
もし新しい目的の処理が本来の目的とどのように互換しているかについて説明を受けたい場合は、
dataprotection@gamertoken.com までご連絡ください。
本来の目的と無関係の事柄でお客様の個人情報を使用する必要がある場合は、お客様に通知し、法的根拠
を説明します。
上記の規則に従い、法律で必要とされるまたは許可されている場合、お客様の知らないうちまたは同意を
得る前に個人情報を処理することがあります。

5.

あなたの個人データの開示

上記の第4項の表に記載されている目的のためにのみ、お客様の個人データを下記の当事者と共有する必要
がある場合があります。これらには：
●

用語集に記載されている内部の第三者;

●

用語集に記載されている外部の第三者;

●

銀行のパートナー;

●

I.D. 認証パートナー;

●

ゲーマートークンエコシステムを通してアクセスするゲームの提供者など、サービスの提供を
有効にする必要があるパートナー;そして

●

当社が販売、譲渡、移転または合併することを選択できる第三者です。あるいは、他の事業を
買収したり、合併したりする可能性があります。当社の事業に変更が生じた場合、新規所有者
はこのポリシーに定められているのと同じ方法でお客様の個人情報を使用することがありま
す。

すべての第三者は、お客様の個人データのセキュリティを尊重し、法律に従って処理する必要がありま
す。当社は、第三者のサービスプロバイダーがお客様の個人データを独自の目的で使用することを許可せ
ず、お客様の個人データを指定された目的および当社の指示に従って処理することのみを許可します。さ
らに、これらの第三者は、厳重な機密保持と適切なセキュリティ対策とセーフガードのもとでデータを処
理します。
法的義務、判決、裁判所の裁判所または権限のもとであなたの個人情報を開示または共有する義務がある
場合には、あなたのデータを開示することもあります。
当社は、お客様との契約条件を遵守するため、または当社の権利、財産または安全、当社のパートナーま
たはサイトおよびサービスの他のユーザーを保護するために、お客様のデータを開示する場合がありま
す。これには、詐欺の防止のために他の企業や組織と情報を交換することも含まれます。
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6.

国際転送はいたしません

あなたの個人情報をEuropean Economic Area(EEA)外には転送いたしません。

7.

データセキュリティ

お客様の個人情報が誤って紛失、使用、または不正な方法でアクセス、変更または開示されることを防ぐ
適切なセキュリティ対策を行っております。さらに、当社は、お客様の個人情報へのアクセスを、従業
員、代理店、請負業者、パートナー、サービスプロバイダー、および知る必要のあるビジネスを行う第三
者に制限します。彼らは私たちの指示に従ってあなたの個人データを処理するだけであり、彼らには厳格
な守秘義務が課されます。
さらに、当社は、疑わしい個人データの違反に対処するための手続きを講じ、法律で定められた期間内
に、法的に必要とされる場合は、お客様および適用違反の規制当局に通知します。

8.

データ保持

どのくらいの期間個人情報を使用するか？
当社は法律、会計または報告の要件を満たす目的を含め、収集した目的を達成するために必要な期間だ
け、お客様の個人情報を保持します。
個人データの適切な保管期間を決定するために、当社は、個人データの量、性質、および機密性、お客様
の個人データの不正使用または開示による被害の可能性、お客様の個人データを処理する目的を考慮し、
そしてその他の手段によってこれらの目的を達成できるかどうか、および適用される法的要件を満たして
いるかどうか検討します。
大部分のデータの保持は、サービスの終了または完了日から6年間を超えてはならない。この保有期間によ
り、将来の法的請求の可能性を考慮してデータを使用することができます（法律で適用される規定期間と
処方期限を過ぎたわずかな猶予期間が考慮されます）。一定のケースで、当社は、サービスの終了または
完了日から10年を超えないデータを保持することができ、これは適用される会計および税法を遵守するた
めに保持されます（これは主に取引データで構成されます）。

データの最小化
いつでも可能な限り、当社があなたについて把握しているデータからあなたを特定する必要がなくなった
とき、あなたについて保持しているデータを匿名化します。
ある状況において、当社はあなたの個人情報を調査や統計目的で匿名化することさえあります。（なので
それ以降あなたと関連付けられません）その場合、私たちはあなたに通知することなくこの情報を無期限
に使用することがあります。

9/12

9.

あなたの法的権利

特定の状況下では、お客様は個人データに関連するデータ保護法に基づく権利があります。これらの権利
の詳細については、以下のリンクをクリックしてください：
●

あなたの個人データへのアクセスをリクエストする。

●

あなたの個人データの修正をリクエストする。

●

あなたの個人データの消去をリクエストする。

●

あなたの個人データの処理に反対する。

●

あなたの個人データの処理の制限をリクエストする。

●

あなたの個人データの転送をリクエストする。

●

同意を取り消す権利。

上記のいずれかの権利を行使したい場合は、dataprotection@gamertoken.comまでご連絡くださ
い。
通常手数料は必要ありません。
あなたの個人データにアクセスする（または他の権利を行使する）ために料金を支払う必要はあり
ません。ただし、お客様のリクエストが明らかに根拠のない場合、反復的または過度の場合には、
合理的な料金を請求することがあります。あるいは、これらの状況でお客様の要求に従うことを拒
否することがあります。

当社があなたから必要とするであろうもの
お客様の身元を確認し、個人情報にアクセスする権利を確保するために、お客様に特定の情報を要
求する必要が生じる場合があります（またはあなたの他の権利を行使する）。これは個人データを
受け取る権利のない者には開示されないことを保証するための安全対策です。当社はお客様のご要
望に応じ、対応を迅速化するために詳細な情報をお尋ねする場合もあります。

応答に対する時間制限
1か月以内にすべての合法的なリクエストに対応できるようにいたします。リクエストが特に複雑
な場合や、多数のリクエストを行った場合は、時折1ヵ月以上かかる場合があります。その場合
は、お客様にお知らせし情報を更新いたします。

10.

用語集

合法的な基礎
正当な利息とはプロジェクトゲーマートーケンの利息を意味し、このプロジェクトを実施し管理すること
で、そのサービスだけでなくトークンの購読、購買、処理が実行され、可能な限り最も安全な方法でお客
様に提供されます。正当な利息のために個人データを処理する前に、あなたとあなたの権利に対する可能
性のある影響を考慮し、バランスをとるようにします（プラスとマイナスの両方）。当社は、私達の利息
がお客様への影響によって無効にされたアクティビティにはお客様の個人情報を使用しません（当社がお
客様の同意を得ていない場合、または法律により要求されているか許可されている場合を除きます）。特
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定の活動に関して潜在的な影響を及ぼす可能性のある正当な利息を私達はどのように評価するかについて
の詳細な情報は dataprotection@gamertoken.com までご連絡ください。
契約執行とは、お客様が当事者となっている契約の履行に必要な場合にデータを処理すること、またはそ
のような契約を締結する前に要求に応じることを意味します。
大規模な規制義務を遵守する意味は、当社が従う法的、または規制上の義務を遵守するために必要な場合
に、お客様の個人データを処理します。
第三者
内部第三者なし
外部第三者
●

サービスプロバイダー、プロセッサーとして活動している、MaltaとEUの国々をベースにITと
システム管理サービスを提供している。

●

プロのアドバイザー、プロセッサーまたは弁護士、銀行員、審査員、保険会社を含むジョイン
トコントローラーとしてMaltaやEUの国々をベースに活動し、コンサルタント、バンキング、
法律、保険や経理のサービスを提供している。

●

INland Revenue(CIR)、Financial Intelligence Analysis Unit(FIAU)やレギュレーターやその他の
局のコミッショナー、プロフェッサーまたはジョイントコントローラーとしてMaltaをベースに
活動し、特定の状況において処理活動の報告を要求している。

あなたの法的権利
あなたには権利があります:
あなたの個人データへのアクセスを要求する（一般に「データサブジェクトアクセス要求」と呼ばれ
る）。これにより、お客様が保有する個人データのコピーを受け取ることができ、合法的に処理している
ことを確認することができます。
dataprotection@gamertoken.com にemailを送ることで私たちが処理する個人データのインフォメーション
をリクエストできます。処理中の個人データのコピーを無料で1通、受け取るものとします。それ以上の処
理中のインフォメーションのコピーには、25ユーロの費用がかかります。
第三者のソースや民間からアクセスできるような、お客様の個人データを収集し処理する際には、イン
フォメーションへの権利があります。これが行われる場合、私たちはお客様の個人情報を収集した第三者
または一般のアクセス可能なソースについて、適切な期間内に通知します。
当社があなたについて保持している個人データの訂正または修正を要求することがあります。これによ
り、私達が保有している不完全または不正確なあなたについてのデータを修正および/または更新すること
ができます、でもあなたが提供する新しいデータの正確性を検証する必要がある場合もあります。
あなたの個人データの消去を要求します。これにより、当社に個人データの削除または削除を依頼するこ
とができます どこ:
●
●
●
●

このプロセスを続ける理由がありません;
あなたは処理に対して異議を申し立てる権利を正しく行使しました（下記参照）。
お客様の情報を不当に処理した可能性があります; または
私達は現地の法律を遵守するためにあなたの個人データを消去する必要があります。

ただし、お客様のご要望の際に、お客様に通知される特定の法律上の理由により、削除の要請にいつでも
対応できるとは限りません。
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当社が正当な利子（またはこれらの第三者のもの）に頼っている場合にあなたの個人データの処理に反対
するものであり、そこのは何かあなたの基本的な権利と自由に影響を与えていると感じさせ、この根拠か
ら処理に異議を唱えたいと思わせる特定の状況があります。あなたはまたダイレクトマーケティングの目
的であなたの個人情報を処理しているところに異議を唱える権利を持ちます。
場合によっては、お客様の権利と自由を凌駕する情報を処理するための妥当で正当な理由があることを示
すことがあります。
あなたの個人データの処理の制限リクエスト。これにより、以下のシナリオでお客様の個人データの処理
を一時停止するように求めることができます。
●
●
●
●

もしあなたが当社にデータの正確性を確立してほしいなら;
当社のデータの使用は違法ですがそれを削除して欲しくないところ
あなたが法的請求を確立し、行使し、守るために必要としてもデータを必要としなくても、
当社はデータを保持する必要があります; また
あなたは当社のあなたのデータの扱いに対して反対しましたが私達はそれをする正当な根拠
があるか検証する必要があります。

お客様または第三者に個人データの転送（データ可搬性）を要求します。私達はあなた、またはあなたが
選択した第三者に、一般に使用される機械で読み取れるフォーマットにし、個人データを提供します。こ
の権利は、お客様が最初に同意した自動化された情報、またはお客様との契約を行うために情報を使用し
た場所にのみ適用されます。
お客様の個人情報を処理するための同意に依拠している場合は、いつでも同意を取り消すことができま
す。ただし、これは、お客様の同意を取り消す前に実行された処理の合法性には影響しません。ただし、
同意の撤回は、お客様にサービスを提供する可能性に影響を与えたり、損なう可能性があります。お客様
の同意を取り下げた時点でこれが当てはまる場合はご連絡差し上げます。

11.

Google分析

ウェブサイトの品質と全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるため、私達はわたしたちはGoogle
タグマネージャを含むGoogleアナリティクスの広告機能を使用しています。
Googleアナリティクスを含む第三者の分析サービスは、ウェブサイトの使用を理解し、ユーザーエクスペ
リエンスを向上させるために訪問者に関する統計データを取り、広告をパーソナライズし、広告キャン
ペーンの効率を測定するのに役立ちます。
ディスプレイ広告用にGoogleアナリティクスをオプトアウトする場合は、ADs Preference Managerを使用
してください。それに加え、https://tools.google.com/dIpage/gaoptout
からダウンロードできる
GoogleAnalystics Opt-Out ブラウザーアドオンもあります。
結論
この先、このポリシーに適用されるいかなる変更もサイトに明確に掲載され、必要に応じてeメールで通知
されます。
プライバシーポリシーに関するご質問やご意見を送りたい場合は、ご連絡いただくか、下記の情報を使用
してデータ保護担当者にご連絡ください。
名前:Mr. Marcus Szablowsky
Address:171,Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta Email: dataprotection@gamertoken.com
このポリシーに更新や変更がないか頻繁にチェックしてください。
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