
LifeLock プライバシーポリシー 

 

このプライバシーポリシーは、https://www.lifelock.com/legal/privacy/を日本語化したものです。 

発効日: 2019 年 4 月 22 日 

 

■LifeLock 社の使命 

LifeLock 社（以下、「弊社」といいます）は、最重要事項を保護することで、生活を豊かにすることに尽力してい

ます。 

これには、お客様の個人情報（以下に述べます）を保護することと、そのような情報を安全に配慮を持って取り

扱うことが含まれます。 

弊社は、第三者との情報共有について安心感が求められていることを理解したうえで、弊社の行動基準や、お

客様の個人情報の収集と利用の可否の選択方法をお客様に理解していただけるよう、本プライバシーポリシ

ーを定めました。 

 

■適用範囲、その他の規約と通知 

本プライバシーポリシーは、自動的に収集されたお客様に関する情報（以下、「一般情報」といいます）と、弊

社がお客様からオンラインおよびオフラインで直接収集した個人情報（下記の定義を参照）、第三者のパート

ナー企業や関連会社など、その他の情報源から得た情報（お客様からまたはお客様の関係者から得たその

他の情報に追加することがあります）に対して適用されます。 

本プライバシーポリシーは、弊社 Web サイト www.lifelock.com（以下、「本サイト」といい、モバイルアプリ版の

サイトを含みます）の閲覧者と利用者、弊社が提供する無料のサービスの利用者（以下、「ユーザー」といいま

す）、料金の支払いが必要なサービスの利用者（以下、「会員」といい、「ユーザー」と「会員」を総称して「お客

様」といいます）、および、見込み客に対して適用されます。 

弊社が収集する情報と、どのようにその情報を利用し共有するかについて詳しくは、こちらをご覧ください。 

お客様がご利用になることを選択したサービスに基づいて、本プライバシーポリシーに加えて、LifeLock 社サ

ービス利用規約（以下、「サービス利用規約」といいます）と弊社 Web サイト利用規約など、その他の規約もお

客様に適用されます。 

お客様がその他のサービスを利用する場合、追加のプライバシー規約が適用される場合もあります。 

お客様が本ポリシーに記載された弊社の行動基準に同意できない場合、本サイトと弊社のサービスはご利用

いだだけません。 

 

■LifeLock 社の責任 
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弊社は、（1）プライバシーの問題と弊社のサービスに関するあらゆる苦情と関心事を公正に解決するためにお

客様と協力し、（2）個人情報盗難となりすましの犯罪防止に取り組む法執行機関と規制機関を支援すること

に尽力します。 

弊社のプライバシー保護行動基準についてのご質問やご懸念については、電子メールで 

privacy@lifelock.com 宛て、または、郵便で LifeLock, Inc., Attn. Chief Privacy Officer, 60 E. Rio Salado 

Parkway, Tempe, AZ 85281 宛てにお問い合わせください。 

 

■変更 

弊社は、本プライバシーポリシーを随時変更することがあります。 

弊社は、変更が発効する前に、本 Web サイトに変更内容を掲載します。 

弊社は、変更が発効する前に、本プライバシーポリシーの重要な変更をお客様に通知します。その手段には、

お客様の電子メールアドレスが記録されている場合、変更されたポリシーのコピーをお客様に電子メールで送

付することが含まれます。 

かかる変更後もお客様が本サイトまたは弊社サービスを継続的に利用することは、お客様は変更されたポリシ

ーに合意したこととみなされます。 

お客様が本サイトを利用するたびに、最新版のプライバシーポリシーが表示され適用されます。 

 

■会員とユーザー 

本サイトに単にアクセスし閲覧するためであれば、お客様は弊社に入会または登録する必要はありません。 

ただし、お客様が弊社サービスのいずれかの入手または利用を選択した場合、お客様は弊社に登録または入

会（もしくは承認された第三者を介して入会）し、弊社のサービス利用規約（参照により本プライバシーポリシー

を組み込んでいます）に同意する必要があります。 

 

■第三者 Web サイト 

本サイトは、1 つ以上の第三者によって運営される別の Web サイト（以下、総称して「第三者サイト」といいま

す）にリンクしていることがあります。 

本サイトの一部の領域で、お客様は、第三者サイトとやり取りできることがあります。また、特定の状況において

は、お客様がリンクから第三者サイトへ移動したにもかかわらず、本サイト内にとどまっているように見えることが

あります。 

第三者サイトは、本サイトとは異なるプライバシーポリシー、利用規約、および/または商慣習に基づいているこ

とがあり、お客様による第三者サイトの利用には、当該第三者サイトのプライバシーポリシーと利用規約に適用

されます。 
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本サイトの一部のページでは、フレーミング技術も利用して、本サイトの外観と操作性を維持したまま、弊社と

弊社パートナー間で互いのコンテンツを提供しています。 

この場合、お客様はご自分の個人情報を、LifeLock 社ではなく、これら第三者に提供していることにご留意く

ださい。 

 

■弊社が収集する情報 

弊社は、さまざまな元データからお客様についての情報を収集することがあります。これには、お客様が登録ま

たは入会（もしくは承認された第三者を介して入会）するとき、弊社のサービスを利用するとき、または本サイト

や弊社のオンライン広告を見るときに、弊社がお客様から直接収集する情報が含まれます。 

弊社は、以下に記載するその他の情報源からもお客様についての情報を収集することがあります。 

 

■弊社がお客様から直接収集する情報 

お客様がサービスに登録または入会したとき、弊社に直接情報を提供することに同意したとき、または、承認さ

れた第三者を介してサービスに入会したとき、いくつかの個人情報が収集されます。 

弊社がお客様または承認された第三者から直接収集する個人情報の種類の一部を以下に示します。 

・名前 

・連絡先情報（電子メールアドレス、住所、電話番号） 

・社会保障番号（ソーシャルセキュリティナンバー） 

・生年月日、年齢、性別 

・母親の旧姓など、お客様の識別に使用する個人情報 

・クレジットカードまたは口座番号など、支払い情報と金融機関情報 

・運転免許証情報など、お客様が自発的に会員ポータルサイトで識別に使用した公的機関発行の個人情報 

・保険情報など、お客様が自発的に保護の目的で会員ポータルサイトに提供するその他の情報 

・欲しい商品や興味がある商品 

・優先する連絡方法 

・お客様が会員として登録したい、または弊社からの連絡を勧めたい友人やご家族の連絡先情報。 

お客様のご家族は Privacy@LifeLock.com にご連絡いただくと、この情報を LifeLock 社のデータベースから

削除するようご依頼できます。 

・会員アンケートや調査への回答として、または新製品または新サービスへの入会時の情報の一部として、お

客様が自発的に提供するその他の情報 



・お客様が弊社に電話するか電子メールでやり取りした場合、法令や弊社の記録ポリシー、情報管理ポリシー

の要請により、またはこれらで許可される範囲で、弊社は電子メールの内容（またはそのハードコピー）を保持し

ます。 

弊社は、伝言メッセージやお客様との通話の録音も保持することがあります。 

 

■お客様が本サイトや弊社のオンライン広告を閲覧時に弊社が収集する情報 

弊社と、弊社が分析や広告のために契約している第三者は、本サイト内でのユーザーの動きを追跡するため、

本サイトがどのように利用されているかについての利用情報と統計情報を収集するため、ユーザーによるログイ

ンや購入を可能にするため、ユーザーの個人設定を保存するため、コンテンツをカスタマイズするため、または

マーケティングと広告目的のためなど、本サイトとそのコンテンツを管理し改善するために、クッキーや類似の

技術を使用します。 

利用者は、個々のブラウザレベルで、クッキーの使用を制御できます。 

お客様がクッキーの使用を拒否した場合でも、本サイトを利用できますが、弊社の一部の機能や領域を利用

することが制限されることがあります。 

ほとんどの Web サイトと同様に、弊社では一部の情報を自動的に収集し、ログファイルに保存します。 

この情報には、IP アドレス、ブラウザの種類、サービスプロバイダ、リファラー/出口ページ、オペレーティングシ

ステム、日付/タイムスタンプ、クリックストリームデータが含まれることがあります。 

弊社は、弊社がお客様から自動的に収集した情報を、お客様に関して収集したその他の情報と統合すること

があります。 

これは、お客様に提供するサービスの改善、マーケティング、アナリティックス、サイトの機能の改善、新製品と

新サービスの開発、お客様向けのコンテンツと広告のカスタマイズが目的です。 

弊社が、クッキー、ログファイル、Web ビーコン、GIF、ピクセルタグ、サーバーログ、顧客情報管理（CRM）ツー

ルや、お客様による本サイトやオンライン広告の閲覧時に自動的に情報を収集するその他の技術を使って収

集する情報の一部の例を以下に示します。 

・閲覧した Web サイトページ 

・IP アドレス 

・お客様が開いたか転送した LifeLock 社からの電子メール 

・お客様が開いた LifeLock 社の特別提供またはリンク 

本サイトへの接続時、たとえば、会員ポータルサイトへの入会手続中やログイン時、デバイスの識別、お客様個

人の識別、お客様のアカウント認証のために、弊社または弊社サービスの提供者が、デバイス ID やその他の

付随する技術的な属性と特性の情報など、お客様のパソコンについての情報にアクセスし、保持、利用するこ

とがあります。 

 



■弊社がその他の情報源から収集する情報（「第三者情報」） 

弊社は、弊社がお客様へのサービス提供を目的として協働している会社（すなわち、弊社のサービスパートナ

ー）、弊社の子会社などの関連会社、ID Analytics 社および弊社が買収、合併したその他の会社、データ集

積会社、または、公共のデータベースなど、第三者情報源からお客様の情報を取得することがあります。 

この種の第三者情報の例を以下に示します。 

・名前 

・年齢 

・住所 

・電話番号 

・婚姻区分と子供の数 

・オンライン行動、購入行動、興味があるもの、その他の消費者および市場調査データなど、弊社がお客様の

個人情報盗難の危険性を判断する材料となりうるその他の情報 

・弊社の会員登録フォームに入力した情報 

・弊社の子会社、ID Analytics 社、その他の関連会社やサービスパートナーから取得したお客様の社会保障

番号、生年月日などの情報 

 

■弊社によるお客様の情報の利用と共有 

弊社がお客様の情報をどのように利用するか、共有するかどうか、共有する場合の理由について以下に要約

します。 

また、お客様がこれらの行動についてどのような決定を下せるのか、弊社がご依頼にどのように応えるかについ

ても説明します。 

弊社は、本プライバシーポリシーに記載されている方法でのみ、またはお客様の同意を得ている場合のみ、お

客様の個人情報を第三者と共有します。 

弊社がお客様の個人情報を第三者に販売することはありません。 

お客様の個人情報を以下に記載したとおり第三者と共有する場合、弊社は当該第三者と、お客様の情報の

利用についての機密保持条項を含み、お客様の個人情報の紛失、盗難、または漏えいが発生した場合、弊

社に通知する義務を課す契約を締結します。 

 

・弊社がお客様の情報を利用する理由 

サイトの統計情報とインターネットの利用状況を把握するため 

 



お客様が要求したサービスの提供時、お客様個人の識別時、新機能/新サービス/提供内容や手続きの変

更についてお客様への通知時、および、お客様からの注文または要求の履行時や請求時 

 

弊社または弊社の関連会社がお客様に、サービスやプロモーションについてのマーケティング資料、またはお

客様が興味を示される可能性があるその他の資料を、電子メール、双方向音声応答電話、ダイレクトメール、

またはその他の手段で配信時 

 

行動広告またはインタレストベース広告（お客様への特定広告の配信） 

 

はい。サービス提供者、ネット広告代理店と共有します。（「行動広告またはインタレストベース広告」で説明し

ます。） 

 

新製品と新サービスを開発するため 

 

個人情報盗難の影響とリスクについての弊社のソートリーダーシップの一部として、および教育のため 

 

不正行為または犯罪を捜査するため、法令に遵守するため、または、弊社または他者の権利、財産、安全を

保護するのに必要と弊社が判断したとき 

 

個人情報盗難と関連する犯罪のリスクと防止に関するデータ分析と調査を行うため 

 

弊社の販売、購入、合併、または組織再編に関連して 

 

・弊社が情報を他社と共有するかどうか 

はい。 

弊社は、弊社の製品、提供サービス、本サイト、技術の改善に役立てるために、弊社の関連会社と第三者の

サービス提供者とこの情報を共有します。 

 

はい。以下と共有します。 

・お客様のアカウントに登録されたほかの会員 



・弊社の関連会社 

・保険会社、ポイント/マイレージプログラム、支払承認サービス、金融機関など、第三者のサービス提供者 

・政府機関と法執行機関（個人情報盗難への対応） 

・消費者保護機関 

 

はい。弊社のダイレクトメールやその他のマーケティング活動を提供するために、弊社と契約している弊社の関

連会社および第三者のサービス提供者と共有します。 

 

はい。弊社の関連会社が製品とサービスを開発する目的で関連会社と、製品とサービスを開発する目的で、

技術者、Web 開発者など、弊社と契約しているコンサルタントやその他の第三者と共有します。 

 

はい。弊社の関連会社や第三者と共用します。ただし、この情報は各個人を識別するために利用されません。 

 

はい。法執行機関、弁護士、裁判所職員、仲裁人、調停者、および、すべての司法手続、裁判所命令、類似

の法的手続きに関与するその他の関係者と共有します。 

 

はい。情報を保護する目的で弊社の関連会社、および弊社と契約している第三者と、また法執行機関やその

他の政府機関と共有します。 

 

はい。買収先、購入先、その他の対象法人と共有します。これには、法務顧問および財務顧問、その他の適

切な個人、法人が含まれますが、これに限定されません。 

 

・共有される情報 

一般情報 

一般情報、個人情報 

一般情報。名前、住所、電子メールアドレス、電話番号などの個人情報。第三者情報 

名前、住所、電子メールアドレス、および、電話番号など、お客様の個人情報の一般情報要素。第三者情報 

一般情報第三者情報 

一般的な統計情報、要約など、お客様の個人情報に由来する集約された情報 



一般情報、個人情報、第三者情報 

一般情報、個人情報、第三者情報 

一般情報、個人情報、第三者情報 

 

・お客様が共有を制限できるかどうか 

お客様は、ブラウザを設定することで、クッキーを遮断できます。これにより、弊社が、お客様による本サイトと

弊社サービスの利用についての一部の情報を収集するのを防ぐことができます。 

この場合でも、弊社は、お客様がログインした場合など、お客様による弊社サービスの利用についての情報を

収集、分析して、本サイトの利用状況を把握するのに役立てることがあります。 

いいえ。この情報は、お客様が登録している製品やサービスの機能のアップデートなど、サービスを提供するの

に必要です。 

要求される情報は、お客様が選択したサービスによって異なることがあります。 

情報のこの目的での使用は、マーケティング目的の使用からは分離され、区別されます。以下で説明します

が、後者については、お客様はオプトアウトできます。 

 

はい。お客様の個人設定で配信をオプトアウトしていただくか、1-800-543-3562 にご連絡いただくか、電子

メール配信設定を変更していただくか、または Attn.: Marketing, 60 East Rio Salado Parkway, Suite 400, 

Tempe, AZ 宛てに郵便でご連絡いただく方法があります。 

 

はい。下記「トラッキングとインタレストベース広告」に記載するとおり、お客様は、特定の第三者サイトで 

LifeLock 社製品についてのターゲット広告を含む行動広告を受信しないように選択する権利を行使できま

す。 

 

LifeLock 社による行動広告を目的としたお客様の情報の利用を制限するように選択する権利を行使するに

は、こちらをクリックしてください。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

 



■セキュリティ標準 

お客様の個人情報のセキュリティは弊社にとって重要事項であり、弊社は多層からなる技術的、物理的、手

続き的手段を講じて安全に保管します。 

たとえば、弊社は、通信中も保管時も強力な暗号化技術で個人情報を暗号化した状態に保ち、予防的監視

ツールやその他のツールを採用して、不正アクセスから保護しています。 

弊社は、継続的に第三者と協働して弊社の行動基準を最新のものに保ち、弊社のセキュリティとプライバシー

についての活動を検査する第三者による年次監査を受けます。 

弊社と第三者相互の努力にもかかわらず、お客様は、完全なセキュリティは存在しないことを理解し承知して

おり、またインターネットを介したサービスの提供と受益に内在する一定のリスクがあることを理解しているものと

します。 

弊社のサービスでお客様の個人情報を安全に保つには、お客様にも義務があります。 

お客様は、妥当な方法でお客様の個人情報を利用すること、および、お客様の社会保障番号、金融機関口

座番号、その他の個人情報を、不正に利用したり開示したりする可能性がある他者に無分別に開示することを

避けることに同意するものとします。 

たとえば、マルウェアを伝染させる可能性があるサイトにアクセスしないよう、お客様の個人情報を要求するフィ

ッシング詐欺、迷惑メール、ポップアップメッセージに応答しないよう注意を払うものとします。 

お客様は、本サイトを経由して、コンテスト、ブログ、プロモーション、その他の活動に参加する可能性がありま

す。 

これらの活動は第三者 Web サイトによって提供され、本プライバシーポリシーに記載された条件と異なる条件

が適用されることがありますので、お客様の情報を開示して送信するかどうかは注意して判断するものとしま

す。 

お客様の個人情報のセキュリティや、本サイトのセキュリティについてご質問がある場合や、セキュリティ上の潜

在的な問題を報告するには、lifelock.com/security にアクセスしてください。 

セキュリティ上の潜在的な問題がある場合、できるだけ詳しく内容を記載し、その他の参考になりそうなデータ

を添付してください。 

お客様のアカウントへのアクセスに問題がある場合は、弊社の会員サポートセンターにご連絡ください。 

 

■紹介 

お客様が、本サイトを友人に知らせるために弊社の紹介サービスを利用することを選択した場合、弊社はお客

様の友人の電子メールアドレスをお客様にお尋ねします。 

弊社は、お客様の友人を本サイトに招待する 1 回限りの電子メールをお客様の友人に自動的に送信します。 

弊社は、この 1 回限りの電子メールを送信する目的でのみ、この情報を保存します。 



お客様の友人は、弊社の Privacy@Lifelock.com 宛てに連絡することで、この情報を弊社のデータベースから

削除するように依頼できます。 

 

■シングルサインオン 

お客様は、Open ID プロバイダやオンライン銀行口座などのサインインサービスを使って、本サイトにログインで

きます。 

これらのサービスは、お客様個人を認証し、また、一部の個人情報を弊社と共有するためのオプションをお客

様に提供します。 

お客様が、お名前、電子メールアドレス、銀行口座情報など、お客様の個人情報を共有することを選択した場

合、弊社はこの情報を収集し、お客様のアカウントプロファイルに事前入力するのに使用し、お客様について弊

社が収集するその他の情報と統合します。 

 

■ソーシャルメディア 

本サイトには、Facebook の［いいね］ボタンや［共有］ボタンなどのウィジェット、本サイトで実行するインタラクテ

ィブなミニプログラムなど、ソーシャルメディア機能が備えられています。 

これらの機能は、お客様の IP アドレスや、お客様が本サイトのどのページを閲覧したかという情報を収集し、そ

の機能が正しく動作できるように、またはその他の目的でクッキーを設定することがあります。 

ソーシャルメディアの機能とウィジェットは、本サイトに表示されますが、ウィジェットで識別される第三者によって

提供されます。 

これらソーシャルメディアの機能とウィジェットは、本プライバシーポリシーでなく、独自のプライバシーポリシーの

適用対象であり、それらのプライバシー行動基準は本サイトのそれとは異なることがあります。 

 

■推薦文 

弊社は本サイトに対するお客様の個人的な推薦文やその他の証言を表示します。 

お客様が同意する場合、弊社は、お客様の推薦文をお名前と共に掲載することがあります。 

お客様が推薦文の更新や削除を希望される場合、Privacy@LifeLock.com にご連絡ください。 

 

■子供のプライバシー 

弊社は、インターネットで子供に対する追加的な保護が重要であることを確信しており、両親、保護者が子供と

共にオンラインで安全でいられる方法を勉強し理解することを推奨しています。 

本サイトは、18 歳未満の人が利用することを意図していませんが、両親と保護者は弊社が提供する一部のサ

ービスのために未成年者を入会させることができます。 



本文書で特に記載されている場合を除き、弊社は、本サイトで 18 歳未満の人から個人情報を収集すること

を望むものではなく、これを意図しません。 

 

■マーケティング 

お客様が弊社に電子メールアドレスや住所を提供した場合、お客様は弊社または弊社の関連会社からマーケ

ティングのメッセージと資料を受け取ることがあります。 

お客様は、弊社からどの通信手段で受け取りたいかを選択できます。 

弊社のサービスのマーケティング資料は、お客様が弊社のパートナー（弊社のサービスを福利厚生の一部とし

て提供している場合、お客様の雇用主が含まれることがあります）や、弊社のサービスを特別提供の一部とし

て提供するサービス提供者から受け取るメッセージにも含まれることがあります。 

お客様が弊社からのマーケティング目的の通信を受信しないことを選択した場合、弊社はお客様の要望を尊

重します。 

ただし、サービスの提供、お客様からのお問い合わせに対する回答、サービスに関連するメッセージの中継に

必要な場合、弊社はお客様に引き続き連絡します。 

お客様は、第三者から、第三者の独自のメーリングリストを使って、弊社サービスについての情報をその後も受

け取ることがあります。 

お客様は、各通信に含まれる指示に従っていただくか、お客様の会員ポータルサイトで個人設定を変更してい

ただくか、1-800-543-3562 にご連絡いただくか、または Attn.:  

Marketing, 60 East Rio Salado Parkway, Suite 400, Tempe, AZ 宛てに郵便でご連絡いただくことで、プロモ

ーション目的の電子メールや郵便物の配信を停止できます。 

 

■トラッキング拒否機能 

現在、弊社では、オンラインで追跡されないためのブラウザ要求（トラッキング拒否機能と呼ばれます）に対応

していません。 

ただし、お客様は、下記「行動広告またはインタレストベース広告」のセクションに記載されたオンライン広告の

目的での追跡をオプトアウトできます。 

お客様は、本プライバシーポリシーに記載のとおり、ブラウザの設定で、クッキーやその他のトラッキング技術に

よる情報の収集をオプトアウトすることもできます。 

 

■行動広告またはインタレストベース広告 

弊社は第三者と提携し、本サイトに広告を表示し、またはその他の Web サイトでの弊社の広告を管理します。 



たとえば、弊社は、ネット広告代理店などの第三者を利用して、本サイトや、お客様が閲覧する可能性がある

その他の Web サイトに広告を表示します。 

第三者であるネット広告代理店は、お客様による本サイトおよびその他の Web サイトの閲覧回数に基づいて

広告を表示します。 

これにより、弊社および第三者は、お客様が興味を持っている可能性がある製品とサービスについての広告を

表示することで、より効果的に宣伝できます。 

第三者の広告ネットワークプロバイダ、広告代理店、広告主、および/またはトラフィック計測サービスは、これ

らの広告の有効性を測定し、広告コンテンツをお客様向けにパーソナライズするために、クッキー、

JavaScript、Web ビーコン（透明 GIF を含む）など、本プライバシーポリシーに記載された技術のいくつかを利

用することがあります。 

これにより、弊社および第三者は、お客様の興味に対してより関連性が高く、マッチした広告コンテンツをお客

様に提供できます。 

本サイトに表示される可能性があるその他の Web サイトへのリンクと同様に、これらのトラッキング技術には、

本プライバシーポリシーでなく、それぞれの第三者のプライバシーポリシーが適用されます。 

弊社は、お客様による本サイトと弊社サービスの利用についての個人識別情報以外の情報と、本サイトの閲覧

者と弊社サービスのユーザーについての集約された情報または個人識別情報以外の情報を、第三者である

これら広告代理店に提供することがあります。 

弊社は、お客様の個人情報をこれら第三者に提供はしません。 

お客様が、弊社がお客様向けにインタレストベース広告を表示することや、第三者とインタレストベースの行動

データを共有することを望まない場合、お客様はオプトアウト（下記参照）できます。 

ただし、オプトアウト後も、オンライン広告が表示されることはご理解ください。 

オプトアウトは、お客様がオプトアウトした広告ネットワークからネットワーク参加社がそれ以降ターゲットコンテン

ツをお客様に配信しないことのみを意味します。 

お客様がオプトアウトしていないその他の第三者からの、または弊社が準拠するオンライン行動広告用の自主

規制基準に従わない会社からのインタレストベース広告は引き続き表示されます。 

お客様が複数の Web サイトにアクセスしたことに基づくターゲット広告でない一般的な広告も引き続き表示さ

れます。 

お客様は、ネット広告サービス業界団体（NAI）とデジタル広告連合（DAA）の会員によって運営されるネットワ

ークなど、多くの第三者広告ネットワークからオプトアウトできます。 

NAI と DAA によって運営される第三者広告ネットワークについての詳しい情報と利用可能な選択肢について

は、それぞれの Web サイト（NAI: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp、DAA: 

www.aboutads.info/choices）をご覧ください。 

これらネットワークからオプトアウトすることは、本プライバシーポリシーに別途記載された個人情報や一般情報

の収集を制限するものではありません。 
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注記のとおり、弊社は第三者の広告ネットワークに参加しており、第三者 Web サイト LifeLock 製品の広告を

表示するなど、弊社の宣伝効果を改善するためにクッキーを使用します。 

お客様による第三者 Web サイトの閲覧時に LifeLock のターゲット広告を表示するために、弊社が本サイトで

お客様の行動について収集する一般情報の弊社による利用についてお客様は制御できます。 

これら LifeLock のターゲット広告の配信からオプトアウトするには、こちらをクリックしてください。 

LifeLock のターゲット広告への参加からオプトアウトしても、本サイトの最適化を目的とした分析や、新製品と新

サービスの開発など、その他の目的での弊社による一般情報の利用からはオプトアウトされません。 

注:  

お客様によるオプトアウトページへのアクセス時、クッキーを拒絶するようにお客様のブラウザを設定している場

合や、オプトアウト後にクッキーを削除した場合、別のパソコンを使用する場合、または別の Web ブラウザに変

更した場合、お客様のオプトアウトは無効になります。 

上記のリンクからアクセスできる NAI と DAA の Web サイトにさらに詳しい情報があります。 

 

■カリフォルニア州の消費者に対する特記事項 

お客様がカリフォルニア州在住の場合、カリフォルニア州 Civil Code 1798.83 項により、お客様は、第三者の

ダイレクトマーケティング目的でのお客様の個人情報の第三者への開示についての情報を請求できます。 

弊社は、お客様の個人情報をダイレクトマーケティング目的で弊社の関連会社と共有することがありますが、弊

社は、関連会社でない第三者にこれを販売したり共有したりしません。 

お客様は、LifeLock, Attn.:  

Marketing, 60 East Rio Salado Parkway, Suite 400, Tempe, AZ 宛てにご連絡いただくことで、弊社の関連

会社一覧を請求できます。 

お客様は、暦年で 1 年に 1 回請求できます。 

請求時に、お客様がカリフォルニア州在住である事実を証明し、現在のカリフォルニア州の返信用住所を記載

してください。 

弊社が返答するまで最大 30 日間かかります。 

 

■お客様からのご自身情報へのアクセス 

請求があれば、LifeLock 社は、弊社がお客様の個人情報を保持しているかどうかについての情報をお客様に

提供します。 

お客様は、お客様の会員ポータルサイトにログインし、アカウントまたは会員情報のオプションを選択すること

で、本サイト上で、お客様が弊社に提供した個人情報にアクセス、更新、訂正できます。 



お客様は会員でなく、弊社がお客様について保持している個人情報について知りたい場合、お客様は、下記

「お問い合わせ」の条項に記載した弊社住所宛てに郵便でお問い合わせいただく必要があります。 

弊社は、10 営業日以内にお客様のお問い合わせに返答します。 

お客様が利用中のサービスをキャンセルする場合、弊社は本項に従ってお客様の情報を保持します。 

弊社は、以下の条件でお客様の情報を保持します。 

・お客様が会員として有効である期間中 

・お客様にサービスを提供するのに必要な場合 

・弊社のポリシーまたは法的義務で必要とされる場合 

・紛争を解決に必要な場合 

・弊社の契約の履行に必要な場合 

 

■お問い合わせ 

本プライバシーポリシーについて何か疑問がおありの場合、1-800-LifeLock（543-3562）、

privacy@lifelock.com、または郵便で LifeLock, 60 East Rio Salado Parkway, Suite 400, Tempe, AZ 

85281, Attn.:  

Chief Privacy Officer にお問い合わせください。 

お客様は、弊社が、お客様またはいかなる第三者に責任を負うことなく、本プライバシーポリシー、弊社のビジ

ネス、その他いかなる事項に関してお客様が弊社に提供したいかなる提案、アイデア、コンセプト、または情報

（お客様の個人情報以外）を利用し開示することに同意するものとします。 

 

■本ポリシーで使用する用語の定義 

クッキー 

「クッキー」とは、ユーザーのパソコンのハードディスクドライブにユーザーの Web ブラウザが保存する小さなテ

キストファイルです。 

クッキーにより、特定の Web ページでユーザーがアクセスした情報（以下、「クッキー情報」といいます）を「記

憶」して、それ以降の同じユーザーによる当該 Web サイトでの対話型処理を簡略化でき、または、その情報を

利用して、関連する Web サイトでユーザーとのやり取りを効率化できます。 

弊社が本サイトで利用するクッキーは、お客様が本サイトから離れるときに消去される「セッション」クッキーであ

る場合と、お客様が本サイトから離れた後もお客様のハードディスクドライブに保持される「永続的」クッキーで

ある場合があります。 

弊社は、Google 社が設置し、本サイトに関しての利用情報を弊社に提供するクッキーも利用します。 
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弊社が利用するクッキーには、お客様の個人情報は保存しません。 

弊社は、お客様の本サイトへの登録時にもクッキーを設定し、お客様またはいかなる第三者からの通知や許可

がない場合でもこれを行うことがあります。 

「一般情報」とは、お客様による本サイトの利用に関して、自動的に収集される情報のことです。 

一般情報は、お客様個人を識別しませんが、本サイトの利用状況をよりよく理解するのに役立つものです。 

「弊社」とは LifeLock 社のことです。 

「個人情報」とは、弊社がお客様を識別することを合理的に可能にする情報または情報の断片を統合したもの

です。 

個人情報には、お客様のお名前、住所、生年月日、社会保障番号、運転免許証番号などの情報が含まれま

す。 

「第三者情報」とは、弊社に代わって収集される可能性がある情報、または弊社が本サイト以外で第三者から

合法的に取得する情報です。 

「トラッキング技術」とは、クッキー、JavaScript、 Web ビーコン（透明 GIF を含む）、E タグ、ローカルストレージ

（HTML5）、Flash のローカルストレージオブジェクト（LSO）クッキーなどの技術のことです。 

「本サイト」とは、本 Web サイト www.lifelock.com を意味します。 

「サービス」とは、www.lifelock.com を介して、またはオフラインで、LifeLock 社が提供するサービスのことで

す。弊社が特段にお客様に通知しないかぎり、これには、弊社の個人情報保護サービス、信用情報監視サー

ビス、お客様による登録や入会が必要なモバイルアプリまたはその他の製品やサービス、弊社のサービスに関

連するあらゆるオンラインプロモーションが含まれます。 

「Web ビーコン / GIF」。 

弊社は、（直接、または第三者広告パートナーの 1 つを介して）透明 GIF（「Web ビーコン」、「Web バグ」ともい

います）と呼ばれるソフトウェア技術を採用しています。これにより、弊社はどんなコンテンツが効果的かを把握

でき、本サイトのコンテンツの管理を向上できます。 

透明 GIF は、ユニークな識別子を含む小さなグラフィックスで、クッキーと類似の機能により、Web ユーザー

のオンラインでの動きを追跡するのに使用されます。 

クッキーがユーザーのパソコンのハードディスクドライブに保存されるのと異なり、透明 GIF は、Web ページに目

に見えないように埋め込まれ、その大きさは英文のピリオドほどの大きさです。 

弊社の広告会社による透明 GIF の利用について詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 

・AOL: http://adinfo.aol.com/about-our-ads/ 

・Conversant Inc.: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy/ 

・Yahoo: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/topics/webbeacons/index.htm 

・Criteo: http://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/ 
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・YieldMo: https://admin.yieldmo.com/static/docs/privacy_policy.html 

 

弊社は、弊社からの HTML ベースの電子メールでも透明 GIF を使用して、受信者がどの電子メールを開いた

かを把握できるようにしています。 

これにより、弊社は、特定の通信の有効性と弊社のマーケティングキャンペーンの有効性を判断できます。 

「お客様」とは、本サイトまたはサービスの、会員またはユーザーとしてのお客様を意味します。 
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