ライムライトネットワークプライバシーポリシー
本プライバシー・ポリシー（以下「本ポリシー」という。）は、ライムライトネットワークおよびその
子会社がどのような情報を収集するか、なぜ情報を収集するか、収集した情報をどのように使
用するか、収集した情報を開示する状況、および収集した情報をどのように保管し、保護する
かを記載しています。本ポリシーはまた、お客様の個人データに関するご質問またはコメント
および当社が提供する選択肢（お客様の個人データへのアクセスおよび更新方法を含む）に
ついての当社への連絡方法についても説明します。また、本ポリシーを随時変更する方法を
説明し、プライバシーおよびセキュリティ関連情報に関する他の重要な詳細についても定めて
います。
最新情報：:2020 年 7 月 16 日、EU の司法裁判所は EU 米国間のプライバシーシールドを無
効とする判決を出しました。この判決の結果、EU と米国のプライバシーシールドフレームワー
クは、EU から米国への個人データの移管に際して、EU のデータ保護要件を遵守するための
有効なメカニズムではなくなりました。詳細については、本ポリシー第 8 項を参照してください。
また、ここをクリックして、標準契約条項に入力することもできます。
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1. 収集する情報
ライムライトのサービスは、より高速なウェブサイト、より応答性の高いアプリケーション、最高
品質のビデオ、一貫したゲームおよびソフトウェアのダウンロードを顧客のデバイスに提供しよ
うとするお客様によって利用されています。私たちは、主にサービス提供のために情報収集を
行っています。収集した情報の一部には以下のものが含まれます。
•

•

•

連絡先および登録情報： 通常、お客様の名前、住所、電話番号、および電子メールア
ドレスなど、当社がお客様とコミュニケーションをするための情報が含まれます。お客
様が当社のサービスを使用している場合、お客様は、当社の顧客ポータルにアクセス
するために必要な、ユーザ名および当該ポータルのパスワードなどの追加情報を提供
することができます。
請求情報： 連絡先に加えて、当社がお客様にサービスを提供する場合には、お客様
のお支払履歴およびサービス利用履歴など、サービスに対するお客様のお支払に関
する情報も収集します。
ネットワークおよびトラフィック利用情報： 当社は、当社のグローバルネットワークの管
理およびパフォーマンスの測定、サービスチケットの調査、対応、解決、当社サービス
の傾向、利用状況、利用場所を判断するための集計データの分析、および当社サービ
スの一般的な管理のためにトラフィックログを収集します。トラフィックログには、インタ
ーネット上の特定のコンピュータまたはネットワークデバイスを識別できる IP アドレス
が含まれ、他のデータと組み合わせて個人を識別するために使用される可能性があり
ます。

2. 情報の収集方法
当社は、お客様に関する情報を以下の方法で収集します。
•

お客様が直接提供する情報:

お客様は、当社のサービスまたは当社のウェブサイトの特徴および機能を利用するため、サ
ービス情報を要求するため、お客様の満足の声や推薦の声を提供するため、アンケートに回
答するため、ケーススタディに参加するため、コンテストや懸賞に応募するため、またはライム
ライトのサービスを一般的に利用するために、個人情報（お客様の氏名、勤務先の電子メール
アドレス、郵送先住所、勤務先の電話番号/携帯電話番号など）を当社に提供することができ
ます。またお客様は、人口統計学的情報、サイト名、概要やサイトの主要言語、勤務先名、電
話番号、電子メールアドレス、郵送先住所、およびお客様の連絡先など、お客様の事業用ウェ
ブサイトに関連する情報も当社に提供することができます。
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当社のウェブサイトでは、製品や業界の会話、ブログへの登録や参加、サービスアカウントを
作成するためのフォームへの記入、カスタマーサービスサポートのリクエスト、トライアルのリク
エストなどさまざまな機能を提供しています。これらの各々について、お客様は当社に情報を
提供することができます。当社は、当社と一緒に展示会へ参加する見込あるお客様に関する
情報を収集します。また、当社に代わって資料を配布することを許可された第三者へ当社の
デジタルマーケティング資料（ホワイトペーパーダウンロードなど）を依頼される個人からも情
報を収集します。
私たちはライムライトでの仕事を探している人のための場所を提供します。求人に応募する場
合、または仕事に関する情報を求める場合、当社または当社に代わる第三者が、氏名、住
所、電子メールアドレスなどの個人を特定できる情報をお伺いすることがあります。
•

当社と相互作用する際に間接的または受動的にお客様から収集する情報:

ログファイル： お客さまが当社のウェブサイトにアクセスすると、ウェブサーバーは自動的にロ
グファイルと呼ばれるものにサイトでのやり取りを記録します。当社のような標準的なログファ
イルには、訪問先の Web ページの URL、ブラウザーの種類、ISP、電子コンテンツをリクエスト
した日時、IP アドレスなどの基本情報が含まれています。IP アドレスは、地理検索を介して、
インターネット上のコンピュータの所在を示します。お客様が当社のネットワークを使用して当
社の取引上の顧客からデジタルコンテンツを消費すると、そのコンテンツとお客様の相互作用
は、そのコンテンツをお客様に配信するために利用される当社のサーバー内のログファイルに
記録されます。

「Cookie その他の技術」情報: お客さまが当社のウェブサイトにアクセスしたり、当社のサー
ビスを利用したりすると、当社は 1 つ以上の Cookie (英数字の文字列を含む小さなテキストフ
ァイル） をお客様のコンピュータに送信することがあります。当社の Cookie は、個人を特定で
きる情報にリンクしています。当社は、お客様の体験を最適化したり、ビデオコンテンツを保護
したりするために、セッション Cookie および永続的な Cookie の両方を使用することがありま
す。セッション Cookie は、お客様がブラウザを閉じると消えます。永続的な Cookie は、ブラウ
ザを閉じた後も残り、その後のサイトへのアクセス時にブラウザによって使用される場合があ
ります。ブラウザの右上隅のメニューにあるウェブブラウザの「ヘルプ」機能を使用して、
Cookie 設定を変更できます。また、当社のウェブサイトをご覧になる際には、Cookie の受入れ
を拒否することができます。
当社のウェブページには、ページビューを数え、Cookie にアクセスできる電子画像要求（「シン
グルピクセルギフ」または「ウェブビーコン」要求と呼ばれます）が含まれています。広告バナー
を含むウェブページの一部として表示される電子画像は、ウェブビーコンとして機能します。ウ
ェブビーコンは、通常、1×1 ピクセルのファイルですが、「表示」をクリックし、「ソース」をクリッ
クすることにより、ブラウザ内でその内容を確認することができます。また、ウェブビーコンは、
ニュースレターが読まれた数を数えるため、オプトイン購読者に送信する HTML 形式のニュー
スレターにも含まれています。当社のウェブビーコンは、当社のウェブサイト訪問者に関する個
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人を特定できる情報を収集、監視または共有しません。これらは、ウェブサイトの利用状況に
関する匿名情報を収集するために用いられる技術に過ぎません。
当社の取引先（分析プロバイダーなど）の中には、当社のウェブサイトや当社の本件サービス
に Cookie やウェブビーコン（以下、これらを総称して「追跡技術」といいます）を使用していると
ころがあります。当社は、これらの追跡技術にアクセスすることも管理することもできません。
本ポリシーは、当社による Cookie の使用のみを対象とし、第三者による Cookie の使用は対
象としません。

「Flash Cookie」の定義： Flash Cookie は上記の Cookie 同様に、フラッシュベースのビデオプ
レーヤーを使用するときに作成されます。Flash Cookie はビデオプレーヤーのキャッシュメモリ
に保存されます。Flash Cookie は、Cookie の削除と同じ方法で削除される場合と削除されな
い場合があります。Flash Cookie の設定を変更する適切な方法については、お使いのビデオ
プレーヤーの「ヘルプ」、「ツール」、または「オプション」ファイルを確認してください。当社の
Flash Cookie は、個人情報にリンクしている場合があります。当社の取引先（広告主など）の
中には、当社の敷地内で Flash Cookie などの追跡技術を使用しています。当社は、これらの
Flash Cookie およびその他の追跡技術にアクセスしたり管理したりすることはできません。本
ポリシーは、当社による Flash Cookie の使用のみを対象とし、第三者による Flash Cookie の
使用は対象としません。
Flash Cookie の詳細については、アドビシステムズ社の Web サイト(Link) をご覧ください。

その他「自動的に収集される」情報: お客さまが当社の HTML メールのいずれかを開くと、
様々な種類の追跡技術を使用して、お客様のシステムから特定の情報を自動的に記録するこ
とができます。この「自動的に収集される」情報には、お客様の IP アドレス、固有のユーザー
ID、インストールされているソフトウェアのバージョン、システムの種類、画面解像度、カラー機
能、プラグイン、言語設定、Cookie の環境設定、検索エンジンのキーワード、JavaScript の有
効化、当社ウェブサイトまたは当社サービスを通じてアクセスするコンテンツやページ、および
お客様がサイトへ訪問した日時、取得したパス、サイトやページで費やした時間が含まれる場
合があります。

3. 収集した情報の利用方法
当社は、当社が収集する情報を、当社のあらゆるサービスおよび機能を一般的に提供、維
持、強化、保護、お客様への請求および当社の利用規約を履行するために利用します。また、
収集した情報を以下の方法で使用します。
1. 当社は、ログファイルから収集した情報を、当社グローバルネットワークの管理、パフォ
ーマンスの測定、サービスチケットの調査、対応、解決、本件サービスの利用動向やお
客様の嗜好を把握するための集計データの分析、不正行為の未然防止、当社サービ
ス全般の管理・改善に役立てるために使用します。当社は、法律で要求される場合を
4

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

除き（下記第 4 項に記載）、個々のユーザーの IP アドレスを特定する試みを致しませ
ん。
当社は、お客様の業務用メールアドレスを、主要なサービスまたはウェブサイトのアッ
プデートの通知、カスタマーサービスチケットへの対応、著作権侵害、名誉毀損または
許可された利用関連の問題への対処、当社、当社の製品または当社のサービスにつ
いての詳細を知りたい場合の連絡、または当社のウェブサイトに投稿または当社のウ
ェブサイトからダウンロードしたコンテンツに関する連絡など、管理上の連絡のために
利用します。当社は、今後、類似のカスタマーサービスチケットの解決を支援するため
に、お客様との通信記録を保持することがあります。
当社は、当社の契約上の義務を遵守し、当社のサービスを提供するために必要な範
囲内でのみお客様の情報を利用します。
当社は、お客様から提供された情報を、当社のウェブサイトまたは他の媒体について
お客様の満足の声を表示するためや、当社のサービスの新たな特徴や機能を作成す
るために利用することがあります。
当社は、「自動的に収集される」情報および「Cookie その他の技術」情報（上記第 2 項
に記載）を、（a）お客様のシステム上で当社のアプリケーションを自動的に更新する、
（b）お客様が当社のウェブサイトにアクセスするかまたは当社のサービスを利用する際
に、お客様の情報を再入力する必要がないように、お客様の情報を記憶する、（c）総
訪問者数やアクセスしたページ数などの集計サイト利用率を監視する、および（d）お客
様のプロモーションまたはその他の活動へのエントリー、提出物および状況を追跡する
ために利用することがあります。
当社の広告パートナーは、当社が他のウェブサイトに広告やマーケティング素材（ホワ
イトペーパーやケーススタディなど）を掲示し、管理する支援をしており、当社の分析パ
ートナーは、お客様が当社のウェブサイトやサービスとどのように相互作用しているか
を理解する支援をしています。そのために、当社や他のウェブサイトでのお客様の活動
にについて、個人を特定できない情報を収集することがあります。お客様の興味関心
に関連する可能性のある広告を表示するためにこの情報を使用しない場合は、オプト
アウトをすることができる。
当社は、提供または収集された情報を、マーケティングデータベースを含む他の情報
源からの情報で補完することがあります。例えば、当社が収集した情報を、当社がお
客さまと一緒に参加する会議から得た情報と組み合わせることがあります。これによ
り、特に当社の記録を充実させ、よりきめ細かい広告を作成することができます。
当社は、採用応募の一環として、またはパートナー候補者として当社に提出された情
報を、求められるポジションに対する申込者の適格性を評価するために使用します。採
用後は、給与計算の処理や各種福利厚生制度など、当社の既存の従業員、潜在的な
従業員、または元従業員との雇用関係活動を行うためにこの情報を利用します。
ご友人に当社のサイトを教えるために本件紹介サービスをお使いの際には、ご友人の
名前とメールアドレスをお伺いします。当社は、ご友人にサイトへの招待メールを一度
だけ自動的に送信します。あなたのご友人は、当社のデータベースからこの情報を削
除するよう要求するために、当社に連絡を取ることができます。
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10. 当社は、サービスプロバイダーとして、デジタルミレニアム著作権法などの規制を遵守
するために必要な範囲で、ユーザーが作成したコンテンツやユーザー自身を追跡する
ために情報を利用します。
当社は世界各国で情報収集を行っています。当社は、お客様の個人情報をお客様が居住す
る国の外に所在するサーバー上で処理することがあります。
当社は、お客様が当社に提供した情報および当社がお客様に代わって処理するデータを、お
客様のアカウントが有効である限り、または当社のサービスを提供するために必要である限
り、保持します。お客様がアカウントを取り消すことを希望されるか、お客様の情報をサービス
提供するために使用しないように当社に要求したい場合は、当社までご連絡ください。当社
は、当社の法的義務を遵守し、紛争を解決し、当社の契約を履行するために必要に応じて、お
客様およびエンドユーザーから受け取った情報を保持し、使用します。

4. 情報を共有または開示する場合
当社は、本条に記載される場合を除き、いかなる情報も、第三者に対し、情報開示、公表、公
開、配布、貸与または販売しないものとし、また今後も行いません。当社は、お客様の個人情
報を、マーケティングや販売促進のために、他の組織に開示、公表、公開、配布、貸与または
販売しません。当社のオンライン・コミュニティ、Limelight Connect などの一般に公開されてい
るフォーラムで自発的に表示することを選択した個人情報は、一般に公開されたものとなり、
他人が制限なく読み、収集し、使用することができることをご認識ください。当社は、お客様が
これらのフォーラムに提出することを選択した個人情報については責任を負いません。
また、当社のウェブサイトにはお客様の声を掲載しています。当社のウェブサイトで体験談を
提供したユーザーは、その体験談と個人を特定できる情報をサイト上に掲載することを許可し
たことになります。
当社は、ウェブサイトのホスティング、メンテナンス、セキュリティサービス、ジョブボードサービ
ス、注文の履行、データ解析やレポートの作成、一定の機能の提供、当社のウェブサイトまた
は当社のサービスの改善および新たなサービス機能の作成を支援するために、関連会社や
他の事業者または個人に、一定の限定的なユーザー情報を開示することがあります。当社
は、お客様が関係を有している当社の顧客と、集約済みのログファイルを共有することがあり
ます。当社は、これらの当事者が本ポリシーを遵守してそのような情報を処理することを要求
します。当社は、そのような情報の限定的な利用を許可し、これらの当事者が合理的な秘密
保持措置を用いることを要求します。
当社は、お客様およびその他のユーザーから収集した統計情報を集約し、広告主、取引先、
スポンサーまたはその他の第三者と共有することがあります。例えば、ウェブサイト上で X 名
の来訪者が特定のサイトを訪問したことや、Y 名の男性と Z 名の女性が登録フォームに記入
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したことなどを広告主に伝えることがあります。当社は、これらの情報を集計し匿名化した状態
でのみ共有します。
当社は、法律により要求される場合、または当該措置が適用される州もしくは連邦法および規
則（米国著作権法など）を遵守するために必要であると誠意を持って判断する場合、または裁
判所命令、司法その他の政府の召喚状、もしくは要請主体が要求する方法での法的手続きに
対応するために、お客様の情報を開示することがあります。法律で禁止されていない限り、当
社は、かかる義務による開示について、お客様に通知します。また、当社は、適用ある利用規
約を履行するためにお客様の情報を開示することがありますが、これには潜在的な違反の調
査、詐欺、セキュリティ、もしくは技術的問題を検出、防止またはその他の方法で対処すること
が含まれる場合があります。
当社が第三者事業体により買収された場合、または第三者事業体と合併した場合、当社は、
これらの状況のいずれにおいても、合併、買収、売却またはその他の支配権の変更の一環と
して、当社がユーザーから収集した情報を移転または譲渡する権利を留保します。お客様の
個人情報の所有権または使用の変更、およびお客様の個人情報に関する選択肢について
は、電子メールまたは当社のウェブサイト上の目立つ方法で通知されます。
また、当社は、責任に対する予防措置を講じるため、すなわち詐欺、濫用または違法な使用
から当社を保護するため、第三者からの請求または申し立てから当社を調査し、防御するた
め、政府の執行機関を支援するため、ウェブサイトと当社サービスのセキュリティや完全性を
保護するため、当社、当社の顧客、エンドユーザー、その他の者の権利、財産または個人の
安全を保護するために、誠意を持って、適切または必要と判断したユーザー情報を開示する
権利を留保しています。

5. 選択とアクセス
お客さまは、自らの個人データの収集と利用についての選択を行うことができます。例えば、
お客様は、自らの個人情報を当社と共有することを拒否することができ、その場合、当社は、
当社のウェブサイトに記載されている機能の一部をお客様に提供することができなくなります。
お客様は、当社にリクエストを送信することにより、お客様の情報や環境設定を更新、修正、
削除したり、公開領域から情報の削除を要求したり、場合によっては、収集された特定の情報
の項目化を要求することができます。ただし、場合によっては、お客様の個人情報を削除でき
ない場合がありますが、その場合、当社は削除できない旨およびその理由をご連絡いたしま
す。当社は、お客様の個人情報へのアクセス、変更、削除のご要望に対し、30 日以内に対応
いたします。
お客様が当社のウェブサイトにアクセスする際に、お客様の身元を確認する必要はありませ
んので、当社のウェブサイトを利用するためにユーザーID およびパスワードを設定する必要
はありません。ただし、当社のサービスに一部加入している場合や、アカウント情報へのアク
セスを求めるお客様の場合は、パスワードの入力が必要となります。パスワードは誰にも漏ら
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さないことをお勧めします。当社は、お客様のパスワードを、求めに応じたものでない電話また
は電子メールで尋ねることは決してありません。お客様は、常にお客様固有のパスワードおよ
びアカウント情報の機密性を維持する責任があります。
アカウントをお持ちの方は、アカウントにログイン後、「マイ設定」「プロフィールの編集」で個人
を特定できる情報を更新できます。このセクションでは、お名前、メールアドレス、住所、電話
番号を更新することができます。
お客様が当社からプロモーション通信やニュースレターを受信する場合、お客様は、当社から
受信したプロモーション用電子メールまたはニュースレターの「配信停止」リンクをクリックする
ことで、これらの受信を停止することができます。

6. 顧客コンテンツに関する注記
当社の主要なサービスにより、当社の顧客は、デジタルコンテンツにアクセスすることを希望
する個人にデジタルコンテンツを配信することができます。例えば、お客様が当社のメディア顧
客のウェブサイトからニュース映像にアクセスする場合、その映像コンテンツは、当社のコンテ
ンツに中立的な一時的ネットワークを介してお客様に配信されます。当社のサービス範囲は、
当社が事業顧客と締結する契約上の契約に従うものとします。当社の事業顧客は、当社のネ
ットワークを使用して配信することを許可したコンテンツを全面的に管理し、それについて責任
を負います。当社は、当社のネットワークを介して配信される当社の顧客のコンテンツを管理
することはできず、お客様に代わって当社が個人情報の処理することを依頼される可能性の
ある個人とは直接の関係を有していません。当社は、当社の顧客が消費のためにお客様にコ
ンテンツを配信するための導管であり、そのため、当社は、当社の事業顧客から当社に与えら
れた指示および許可に従って、当社の顧客の'コンテンツを処理するに過ぎません。
当社の顧客が管理する不正確なデータにアクセスしようとする方、または訂正、修正、削除し
ようとする方は、この問い合わせを当社の顧客に指示してください。当社の顧客が当社のネッ
トワークからデータのコピーを削除するように要求した場合、当社は、30 営業日以内にその要
求に対応します。

7. 情報セキュリティへの取り組み
当社は、お客様の個人データを含む情報を、不正使用、改ざん、開示または破棄から保護す
ることに努めています。例えば以下のとおりです。
•
•

商業的に合理的な物理的、管理的、技術的なセーフガードを含め、さまざまな業界標
準の技術、慣行、手順を用いて、お客様の個人情報の健全性と安全性を維持します。
当社の顧客ポータルの使用には、マルチファクター認証を必要とします。
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•

•
•

当社の従業員、請負業者、および情報を知る必要があるその他の個人は、守秘義務
を負い、当社の高水準の秘密保持を遵守しなかった場合は、解雇を含む懲戒処分を
受ける可能性があるものとして、個人データへのアクセスを制限されます。
TLS 暗号化を使用して情報を暗号化します。
本ポリシーの遵守についての定期的な監査を実施します。

これらおよびその他の商業上合理的な保護措置が実施されていても、またお客様の情報が安
全かつ確実に保護されていることを確認するためのお客様自身の努力があったとしても、セキ
ュリティ侵害のリスクは依然として存在します。当社は、個人情報を含めた情報が完全に安全
であることを保証するものではありません。当社の物理的、技術的または管理上の安全対策
のいずれかに違反することにより、不正なアクセス、開示、改ざんまたは破棄を受ける可能性
があります。
セキュリティ・システムの違反が判明した場合、当社は、お客様が適切な保護措置を講じるこ
とができるよう、お客様に電子的に通知しようと試みることがあります。セキュリティ違反が発
生した場合、当社のウェブサイトに通知を掲載することがあります。お客様がお住まいの地域
によっては、文書によるセキュリティ違反の通知を受ける法律上の権利を有する場合がありま
す。セキュリティ侵害の通知書を無償で受け取るには、当社に通知する必要があります。

8. EU-US および Swiss-US プライバシーシー
ルド、標準契約条項
当社は、2021 年 6 月 25 日までの間、EU 米国間のプライバシーシールドフレームワークおよ
びスイス米国間プライバシーシールドフレームワークへの準拠を自己認証し、遵守することに
同意しています。ライムライトの自己認証に関する通知は、こちらをご覧ください。しかし、2020
年 7 月 16 日、欧州司法裁判所は、プライバシーシールドフレームワークを無効とする判決を
出しました。
ライムライトの利用規約には、EU 加盟国、英国、スイスから米国に転送された個人データの
収集、利用、保管を規定する標準契約条項が組み込まれています。ライムライトの利用規約
の対象ではないと思われる場合、または不明な場合は、こちらから標準契約条項を実行する
ことができます。

9. 子どものプライバシーへの取り組み
当社は、13 歳未満の子どもの個人情報を意図的に収集しません。
小さいこどものプライバシーを保護することは特に重要です。そのため、当社は、13 歳未満の
個人情報を意図的に収集したり、維持したりすることはありません。13 歳未満の個人情報が
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当社のウェブサイト上またはウェブサイトを通じて収集されていることが判明した場合には、当
社はこの情報を削除するよう適切な措置を講じます。
お客様が、当社のウェブサイトを利用している 13 歳未満の子供の親または後見人である場合
は、その子供の情報を削除するよう当社に連絡してください。
以下は、親や後見人が子供のインターネット上での特定の種類の資料へのアクセスを監視
し、制限する際に役立つと思われるリソースです。当社はこれらのリソースを推奨するもので
はありませんが、コミュニティへの公的サービスとしてこれらのリソースに関する情報を提供し
ています。
•
•
•
•
•
•
•

米連邦取引委員会（FTC）が管理する「OnGuard Online」
WiredSafety
Netsmartz.org
The Child Safety Network
Control Kids
Cyber Sitter
Net Nanny

10. 海外からの訪問者
欧州経済地域またはその他の非米国領土から当社のウェブサイトにアクセスしたり、当社の
サービスを利用したりするユーザーは、当社のウェブサイトに入力したデータまたは当社のサ
ービスの利用に関連して収集されたデータが、当社および当社の関連会社が本ポリシーに記
載された目的のために使用するために、欧州経済地域外に転送されることにご注意ください。
また、当社は、グローバルに事業を展開しているため、収集した情報を世界中の事業部門で
利用できるようにすることがあります。お客様は、当社のウェブサイト上または当社のサービス
の使用を通じてデータを提供することにより、お客様のデータを米国またはその他の国へ転送
することに、ここに明確に同意するものとします。お客様は、標準契約条項を実行することがで
きます。

11. 本ポリシーの変更および更新
本ポリシーは、お客様への通知なしに定期的に改訂されることがあり、これは、以下の「最終
改訂日」に反映されます。変更を把握するためは、このページをご覧ください。当社は、お客様
の個人情報を受領した時点で、有効な本ポリシーに記載された方法でのみ利用し、お客様の
明示的な同意なしに、お客様の権利を毀損させることはありません。また、本ポリシーの以前
のバージョンをご請求する場合は、(privacy@llnw.com)までお問い合わせください。
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12. 発効日、最終改訂日
本ポリシーの最終改訂日は、2020 年 7 月 28 日です。

13. その他の情報
本ポリシーは、当社が提供するサービスに適用されます。当社のウェブサイトには、プライバ
シーポリシーが当社と異なる可能性のある他のウェブサイトへのリンクが含まれています。お
客様がこれらのサイトのいずれかに個人情報を提出した場合、お客様の情報は、そのサイト
のプライバシーポリシーによって管理されます。当社は、お客様が訪問するウェブサイトのプラ
イバシーポリシーを、注意深くお読みいただくことをお勧めします。
当社のウェブサイトには、Twitter、LinkedIn、Facebook、YouTube などのソーシャルメディア機
能が含まれています。これらの機能は、お客様の IP アドレス、お客様がどのページを訪問し
ているかを収集することがあり、機能を適切に機能させるために Cookie を設定する場合があ
ります。ソーシャルメディアの機能は、第三者によってホスティングするか、または当社のサイ
ト上で直接ホスティングされています。これらの機能との関わりは、提供する企業のプライバシ
ーポリシーによって管理されます。
当社は、非公開のアドレスに迷惑メールを送信したり、当社に連絡を取らないよう依頼された
方に、メールを送信したりしません。当社が送信するニュースレターは、購読者のみに送信さ
れます。当社からのメールやニュースレターの受信を停止するには、メールまたはニュースレ
ターに記載されている配信停止リンクをクリックするか、配信停止のリクエストを
(mktops@llnw.com)まで送信してください。

14.ライムライト連絡窓口情報
本ポリシー、お客様の個人情報、および当社の第三者開示慣行に関するご質問またはご意見
は、当社までご連絡ください。
法務担当副社長宛
ライムライト・ネットワークス
1465 N. Scottsdale Rd., Suite 400
Scottsdale, AZ 85257
(602) 850–5000
電子メール: privacy@llnw.com
マーケティングに関する問い合わせ: mktops@llnw.com
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