DEXCOM プライバシー ポリシー
本 DEXCOM プライバシー ポリシーは 2019年2月11日より発効し、これまでの DEXCOM
プライバシー ポリシーに取って代わります。
本契約は以下の使用に関連して、お客様と DexCom, Inc. ならびにその子会社である Dexcom
(UK) Limited、Dexcom Sweden AB、Dexcom (UK) Intermediate Holdings LTD、Dexcom
Operating LTD、Dexcom (UK) Distribution Limited、Dexcom Deutschland GmbH、DexCom
Suisse GmbH, Nintamed Handels GmbH、DexCom (Canada), Inc., DexCapital LLC, DexCom
International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program,
LLC 及び Type Zero Technologies, Inc.(以下「DexCom」と総称) の本プライバシー ポリシーは
以下に適用されます: (a) DexCom ウェブサイト (https://www.dexcom.com/) ならびにかかるサ
イトからアクセスできるウェブ ページまたは他のウェブ アドレス (一例として DexCom Store
などが挙げられますが、これに限定されません) (以下「ウェブサイト」と総称) (b) ウェブサイ
ト、Apple® App Store、他の携帯電話サービス プロバイダーのサイト、当社が示したまたはコ
ンピューターまたはモバイル デバイスを介してアクセスできる他のサイトから、ダウンロード
できるソフトウェア アプリケーション (以下「ソフトウェア アプリ」) (c) Dexcom の製品 (以下
「Dexcom 製品」) (d) インターネットを介して (DexCom 製品またはソフトウェア アプリによ
って生成されたデータへのアクセス、収集、保存、処理、分析、転送を実施および許可するこ
とを目的とした) DexCom 製品またはソフトウェア アプリのユーザーに提供されるデータ サー
ビス (以下「データ サービス」) (e) 本プライバシー ポリシーへのリンクまたは参照が含まれる
、当社からお客様に送信されるあらゆる電子メールまたは他のメッセージ (ウェブサイト、ソフ
トウェア アプリ、Dexcom 製品、データ サービス、弊社が送信するメッセージを含め、以下「
Dexcom 製品およびサービス」と総称)。
当社の製品およびサービスの個々のユーザー、ならびにかかるユーザーの親または保護者は「
お客様」または「ユーザー」と称します。ユーザーを介して Dexcom 製品またはサービスを使
用している会社もまた、「お客様」または「ユーザー」と称します。処方を受けたユーザー

によって使用される Dexcom 製品、または米国外に居住しており、かつ Dexcom 製
品の使用が法的に承認されているユーザーによって使用される Dexcom 製品は「ユ
ーザー デバイス」と称されます。本プライバシー ポリシーには各地域の Dexcom 利用規約
(www.dexcom.com) が適用されます。本プライバシー ポリシーと Dexcom 利用規約との間に
不一致が生じた場合、本プライバシー ポリシーの規定が優先されます。 管轄区域によっては
、Dexcom 製品またはサービスを使用することで、本プライバシー ポリシーの規定に同意した
ものとみなされます。

当社が入手する情報。本プライバシー ポリシーのひとつまたは複数の規定 (一例として、以下
に定義する個人情報の収集・使用についての規定が挙げられますが、これらに限定されません)
に関連して、該当する管轄区域においてお客様の積極的かつ明確な同意を得ることが義務付け
られている場合、かかる規約はお客様の積極的かつ明確な同意があった場合にのみ適用される
ものとします。本プライバシー ポリシーの「同意します」を選択することで、適用法の許容範
囲内で積極的かつ明確な同意を示していただいたものとみなされます。

当社がお客様から収集する個人データ (以下、お客様の「個人情報」と総称)
として、登録・注文情報、フィードバック情報、データ
サービス情報、使用に関する情報、派生情報が挙げられます:
「登録・注文情報」とは、Dexcom 製品またはサービスの使用に関連してお客様が Dexcom

•

に登録する際に、あるいは Dexcom 製品またはサービスを Dexcom
から注文する際にお客様が提供する必要のある情報を指します。このような情報の例として
、お客様の氏名、住所、電話番号、電子メールなどの連絡先、支払いに関する情報
(該当する場合は健康保険会社を含む)、ならびにお客様による Dexcom
製品およびサービスの使用に関する情報 (ユーザー デバイスのシリアル番号を含む)
が挙げられます。
「フィードバック情報」とは、お客様による Dexcom

•

製品およびサービスの使用に関連して、お客様が当社のウェブサイト、データ
サービス、または他の手段を介して当社に送信した、Dexcom
製品およびサービスに関する、あるいは当社および当社の事業に関連した他の事項
(このような情報に関連したメタデータなど) に関する情報を指します。
•

「データ
サービス情報」とは、当社の製品およびサービスを介して当社が授受する情報を指します。
例として、以下が挙げられます:
•

グルコース測定値;

•

それぞれのグルコース測定値に関連した情報 (日付、時刻、デバイス ID など);

•

データ サービスまたはソフトウェア アプリに入力したしきい値、ならびにこれらのしき
い値の入力によって発せられた通知;

•

他のデータ サービス情報を作成するために Dexcom 製品によって生成または使用された
データ、またはお客様の Dexcom 製品を介して当社が入手できる他のデータ (技術サポー
トに用いたデータなど);

•

お客様が提供する情報、または Dexcom 製品またはサービスの機能を介してご自身の個
人情報を受領するようお客様が指名した他の人物 (以下、かかる人物をそれぞれ「“指定受
領者”」と称します) が提供する、お客様に関する情報。

•

情報提供の許可をお客様から得ている第三者データ サービスが、同第三者データ サービ
スを介して、または当社のデータ サービスを用いて利用できるオプションを介して提供
される情報 (以下、情報を当社に提供する許可をお客様から得ているかかる第三者データ
サービス、または当社によるお客様の情報の提供先として許可をいただいている第三者デ
ータ サービスを「指定第三者サービス」と称します)。

•

「使用に関する情報」には以下が含まれます:
•

Dexcom 製品およびサービスに関連してお客様が使用するコンピューター、携帯電話、
または他のデバイスから当社が受け取る情報、お客様による使用に関連して当社がこれら
の製品およびサービスから受領する情報 (お客様の IP アドレスやお使いのコンピューター
に関する他の情報、インターネット サービス、お使いのブラウザー、Dexcom 製品およ
びサービスの使用時の行動 (ソフトウェアを開く頻度など)、設定、ならびに Dexcom 製
品およびサービスのコンポーネントの使用に関する他の行動などが挙げられます)；

•

当社による第三者へのコメントまたはフィードバックの要求に関連して、当社がお客様
から受け取る情報；

•

お客様が Dexcom 製品およびサービスの使用中に、広告または第三者のウェブサイトへ
のリンクをクリックした際に広告主および他の第三者から当社が受け取り得る情報 (訪問
したページ、これらのページにおける行動、お客様によるこれら第三者からの購入または
他の取引などが挙げられます)。

•

「派生情報」とは、お客様の個人情報の一部または全部を当社が組み合わせ / 分析すること
で作成される情報を指します。

上記のいずれの個人情報によってもお客様の身元が特定されない場合、適用法のもとで認めら
れている場合に限り、当社はこのような情報を「その他の情報」としてあらゆる目的で使用し
ます。適用法のもと、その他の情報についても個人情報と同様に扱うことが求められる場合、
当社はかかる情報を個人情報の使用および開示規定に沿って使用することがあります。
お客様の権利と責任
•

一般に、お客様にはいつでもご自身の個人情報にアクセスできる権利が付与されます。お
客様は、このような情報の一部を修正、消去、他の組織へ送信、または処理を制限するよ
う要求する権利を持っています。また、一部の処理に反対する権利や、(お客様のデータの
処理についてお客様が同意を示した場合) 同意を撤回する権利も保有しています。これらの
権利は、状況によっては制限が課せられることもあります。一例として、そのような要求
を満たすにあたり、他の人物の個人情報が明かされてしまう場合や、お客様のデータを処
理することが法律で求められていることを当社が証明できる場合など挙げられます。この
ことは、状況によっては、たとえお客様が同意を撤回しても当社が引き続きお客様のデー
タを維持できる場合があることを意味します。お客様の権利に課せられる制限については
、当社のプライバシー チームまでお問い合わせください。以下に詳細を記します:

•

登録・注文情報は、お持ちのアカウントまたは当社のウェブサイトにログインすることでい
つでも更新できます。アカウントがアクティブになっている間は、登録・注文情報が最新の
状態に維持されることに同意するものとします。

•

お客様はユーザー アカウントを介して、特定の個人情報を確認、更新、削除できるほか、
ユーザー アカウントを閉じることで、特定の Dexcom サービスの使用を終了できます。お
客様は特定のデータ サービスの機能を介して、特定の個人情報を共有、または使用状況を確
認、更新、削除できるほか、データ サービスを介して特定のデータ サービスの使用を終了
できます。ソフトウェア アプリがインストールされているコンピューター、携帯電話、他の
デバイスから同アプリを削除することで、ソフトウェア アプリ、またはソフトウェア アプ
リを必要とするデータ サービスの使用を終了することもできます。更に、
privacy@dexcom.com.にご連絡いただければ、お客様の個人情報を確認、修正、更新、公
開停止したり、以前の同意内容を撤回したりできます。要求を提出される場合は、どの個人
情報を変更したいのか、お客様の個人情報が当社のデータベースで公開されることを停止し
たいかどうか、あるいは当社によるお客様の個人情報の使用にどのような制限を設けたいの
かを明確にお知らせください。データ保護のため、要求の提出に使用した特定の電子メール
アドレスに関連付けられた、個人情報に関する要求にのみ対処いたします。また、要求を処
理する前に、お客様の身元を確認しなくてはならない場合もあります。当社はお客様の要求
を、適度に実行可能な範囲内ですみやかに処理します。当社は特定の情報については、記録
維持の目的で、あるいはこのような変更または削除が要求される前からすでに始まっていた
取引を完了させる目的で維持しなくてはならない場合があることに留意してください。また
、当社のデータベースおよび他の記録には、一部の情報が残る可能性もありますが、これら
は削除されません。

• お客様が他の人物に関する個人情報を当社に提出した場合、お客様はそのような行為を実行

する権限、ならびに当社がかかる情報を本プライバシー ポリシーに沿って使用することを承
•

認する権限を持っていることを表明するものとします。
法律または契約上の義務を果たすうえで当社がお客様の個人情報を必要とする場合、かかる
データの提供は必須となります。かかるデータが提供されない場合、当社はお客様との関係
を管理したり、当社に課せられる義務を果たしたりできません。それ以外の場合については
、要求された個人情報の提供はいずれも任意となります。

入手した情報はどのように使用されるか (個人情報の収集・使用目的)
•

登録・注文情報: 当社はお客様のアカウントと、該当する Dexcom 製品およびサービスを管
理する目的で、ならびに下記の目的で登録・注文情報を収集・使用します。また、アカウン
トに関連して連絡を差し上げる目的で、お客様の電子メール アドレスを収集・使用します
。いずれの登録・注文情報も公開されることはありません。当社は、お客様による Dexcom
サービスおよびソフトウェア アプリの使用を、お客様による Dexcom 製品の使用とリンク

させる目的で、お客様のユーザー アカウントと登録・注文情報を収集・使用します。この
情報は、Dexcom サービスを提供している当社の職員がアクセスすることもあります。
•フィードバック情報:

フィードバック情報の提供は必須ではありませんが、提供していただく場合は、お客様を特
定することがないよう、そしてお客様の特定に使用できるような情報を除外したうえで、当
社が独自の判断でフィードバック情報を使用できる旨に同意していただきます。フィードバ
ック情報は当社によって収集・使用され、さらには当社の顧客または第三者に提供されるこ
とがあります。このような提供は、お客様に提供していただいたとおり形式で、あるいは抜
粋、集計、匿名化された形式で (お客様が提供元であるとの言及あり・なしに)
行われます。当社は大衆に対する広告、マーケティング、および他のコミュニケーション、
事業上の関係、ならびに社内コミュニケーションにおいてフィードバック情報を使用するこ
ともあります。この際、いずれもお客様が提供元であると言及されることはありません。さ
らに当社は、お客様に同意していただいた範囲内で、お客様がフィードバック情報の提供元
であることを特定する場合もあります。
•データ サービス情報: 当社はデータ

サービス情報を収集・使用し、これを当社のサーバーに保存して、(お客様によって要求さ
れた Dexcom 製品およびサービスに該当する場合)
これをユーザーおよび該当する指定受領者 /
指定第三者サービスに送信します。当社はデータ
サービスの提供に関連して、ならびに適用されるデータ保護法に沿った当社の業務、管理、
製品開発、メンテナンス、サポートの目的で、データ
サービス情報を使用する場合があります。
•使用に関する情報: 当社は使用に関する情報を収集・使用し、当社のサーバーに保存し、当社

のシステムを用いて処理し、当社の事業目的のために分析を行います。当社は、お客様が特
定されるような形で使用に関する情報を第三者に開示することはありません
(ただし、本プライバシー ポリシーで許容されている場合を除きます)。
•

派生情報: 当社はお客様、大衆、または対象集団に送信する情報
(勧誘・案内を含む。定義については下記の項を参照)
を特定するため、ならびに適用される本プライバシー
ポリシーの規定に沿って業務を遂行する目的で、派生情報を収集・使用する場合があります
。

•

個人情報と勧誘・案内: 当社は適用法で許容される範囲において、お客様
(あるいは該当する場合はお客様) の指定受領者にどのような電子メールおよび通知
(当社の製品およびサービスに関連するオファーに関した電子メールおよび通知など。以下
、これらについて「勧誘・案内」と総称) を送信するかを特定するため、お客様
(あるいは該当する場合はお客様の指定受領者)

に関する個人情報を収集・使用する場合があります。また当社は適用法で許容される範囲内
で、お客様の電子メール
アドレスまたは他の登録・注文情報を、お客様が関心を持つと思われる勧誘・案内を提供す
るために当社と提携している代理第三者サービス
プロバイダーと共有する場合もあります。当社が上記の目的でお客様の情報を第三者に提供
することをオプトアウトするには
(または、積極的な同意が必要な管轄区域に居住しており、同目的で同意した内容を破棄し
たい場合は)、以下の手段でお問い合わせください:
•

カナダ以外の国にお住まいの場合は gdpr@dexcom.comまでに電子メールを送るか
、または下記の「連絡先」セクションに記載の住所に書簡を郵送してお問い合わせ
ください。または

•

カナダにお住まいの場合は、 gdpr@dexcom.com
までに電子メールを送るか、または501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C
0E4まで書簡を郵送してお問い合わせください；または1-844-8321810まで電話でお問い合わせください。

たとえ当社から送られるマーケティング関連の電子メールを停止することを選択しても、重
要な管理上のメッセージは引き続き送信されることに留意してください。このようなメッセ
ージはオプトアウトできません。お客様の同意を得ることなく、第三者が代理としてお客様
に連絡するために当社が個人情報をかかる第三者と共有することはありません。

日本または韓国にお住まいの場合、当社は勧誘・案内の目的で個人情報を使用ま
たは共有することはありません。マーケティングに関しては、Dexcom 製品を購
入した販売店に問い合わせるか、付随するプライバシー ポリシーを参照してく
ださい。
•

個人情報とお客様による Dexcom 使用体験: 当社は Dexcom
製品またはサービスの使用時の体験、ならびに Dexcom
製品またはサービスの使用時に表示されるコンテンツをお客様
(または該当する場合はお客様の指定受領者) に合わせて調整するために、お客様
(または該当する場合はお客様の指定受領者)
に関する個人情報を収集・使用する場合があります。当社は、当社の製品およびサービス
(ウェブサイトを含む)
を管理するため、当社の事業を改善して新しいウェブサイトと製品およびサービス機能を提
供するため、ならびに当社の事業を他の方法で管理するために、適用されるデータ
プライバシー法に沿って個人情報を収集・使用する場合があります。

•その他の第三者: 当社は通常の業務において、当社の代理としてサービスまたは機能を実施す

るための第三者プロバイダーを利用します。当社はこれらの第三者に対し、当社が委託した

サービスを提供する場合を除き、お客様の個人情報を維持、使用、公開することを許可しま
せん。当社は、Dexcom が関与している企業の売却、合併、買収、解体に伴い、

お客様の個人情報を他の企業に提供する場合があります。
•法の執行と法的手続: 当社は、適用される法律 (お客様の居住国外の法律も含む)

のもとで必要とされれば個人情報を使用・開示します。また、法執行当局または規制機関
(お客様の居住国外の国家・政府機関を含む)
から要求があった場合、または該当する状況においてこのような開示が適切であると当社が
判断した場合にも、個人情報を開示することがありますが、いずれの場合も適用されるデー
タ保護法に沿って開示が行われます。当社は、当社ならびにその関連会社、お客様、他者の
権利、プライバシー、安全、財産を守るため、当社またはその関連会社の業務を守るため、
本プライバシー
ポリシーを履行するため、当社が救済手段を追求するため、または当社が被り得る損害を抑
えるために、個人情報を使用・開示する場合がありますが、いずれの場合も適用されるデー
タ保護法に沿って開示が行われます。
•匿名化: 当社は、お客様を特定できる情報を取り除くことで、お客様の個人情報を「匿名化」

する場合があります。かかる匿名化情報は、適用法のもとで他の義務が定められていない限
り、当社によってあらゆる目的で使用される場合があります。
•

その他の使用: 当社は、本プライバシー ポリシーで許容されている以外の目的でお客様の情
報を収集・使用する場合がありますが、その際には必ず事前にお客様からそのような使用に
対する同意をいただきます。

処理における法的根拠
当社は適用法、慣習、ガイドラインに沿って正当な事業を遂行することを唯一の目的に、お客
様の個人情報を保持、処理、送信する必要があります。情報の開示は、これらの目的で使用す
ることが許可された人物によって必要とされる範囲内でしか行われません。
当社は上記の個人情報を以下の目的で使用します:
•

当社が契約上の関係を構築・履行するため、これを維持または解消するため、ならびに
お客様のアカウントと 、該当する Dexcom 製品およびサービスを管理するため。

•

当社が業務を遂行し、正当な利益を追求して、当社の利益がお客様のデータ保護権によ
って損なわれないようにするため
(正当な利益とデータ保護のバランスをどのように保つかについて詳しくは、当社のプラ
イバシー チームまでお問い合わせください)。

•

適用法に従いつつ、当社の正当な事業利益、法的権利、義務を守るため。

•

お客様に同意していただいた場合。

お客様が他者と共有する情報について

•

当社は指定受領者を管理する立場にないため、指定受領者がお客様のデータ
サービス情報を入手した後は、指定受領者による情報の使用はお客様とかかる指定受領者と
の間の問題となります。当社は、お客様が提供したそれぞれの指定受領者の連絡先を検証す
ることはありません。かかる連絡先を提供した時点より、お客様がその指定を解除しない限
り、当社はデータ
サービス情報をお客様が指定した連絡先に送ります。かかる情報の正確さを確認する責任は
お客様が負うことになります。

•

お客様の指定受領者は、Dexcom
製品およびサービスの使用に関連した目的で、お客様の個人情報を Dexcom
と共有する場合があります。当社はかかるお客様の個人情報を本プライバシー
ポリシーに沿って使用します。お客様の指定受領者がお客様の個人情報を保有している場合
、お客様はここに、かかる指定受領者がその判断によって当社にかかる個人情報を提出する
ことに同意するものとします。

•

お客様が個人情報を第三者 (指定第三者サービスを含む)
と共有した時点より、当社は個人情報ならびに、これがかかる第三者によってどのように使
用されるかを管理することはできなくなります。お客様ご自身で個人情報を提供されるそれ
ぞれの第三者、ならびにお客様が承認される指定第三者サービスのウェブサイトの利用規約
、プライバシー ポリシー、および他の規定を参照してください。

•

お客様はご自身の判断により、当社の特定のソフトウェア
アプリによってグルコース測定値および他の個人情報が Apple Health
アプリと、ならびにかかる測定値を保存・転送するための他の指定第三者サービスと共有さ
れるよう選択することができます。当社のソフトウェア
アプリによってかかる測定値および他の個人情報が共有される時点で、当社はかかる測定値
および他の個人情報、ならびにその使用について管理することはできなくなるため、当社の
ソフトウェア
アプリによってお客様の個人情報がかかる第三者または指定第三者サービスと共有されるよ
うお客様が選択する前に、それぞれの第三者製品の使用に関する規約、ならびにこれらに適
用されるプライバシー ポリシーについて把握しておく必要があります。

お客様の情報の共有先 について
大半の個人情報は当社のもとに残されますが、当社はお客様の個人情報を上記の目的で下記の
受領者と共有する場合もあります。
• 関連会社:
当社は本通知に記載されている目的で必要になった場合に限り、適用法および当社がお客
様に提供した可能性のあるコミットメントに沿って、個人情報をお客様の居住国内外の他
のグループ企業と共有する場合があります。かかる個人情報が下記の EU
基準、ならびに他の管轄区域における適用法、慣習、ガイドラインに沿って確実に保護さ
れるよう、これらの団体は法的に制約されます。

日本または韓国にお住まいの場合、お客様の個人情報の共有先となる Dexcom
Inc.
関連会社は、Dexcom
UK
Limited
となります
(Dexcom
デバイスに関連した苦情に関するデータの保存・分析、米国食品医薬品局
(以下「FDA」) への報告、良識的な商慣行に沿った事業記録の維持)。Dexcom,
Inc. および FDA は米国に拠点を置いています。Dexcom UK Limited
はイギリスに拠点を置いています。
• サービス
プロバイダー:個人情報は、上記の理由で当社を代表して個人情報の処理に当たる、第三者
サービス
プロバイダーと共有されることもあります。このような第三者の例として、給与処理サー
ビス会社、IT サービス プロバイダー、旅行代理店/旅行サービス会社、銀行、クレジット
カード会社、ブローカー、研修提供会社、調査サービス会社、調査員、データ
ホスティング会社、証券保管機関が挙げられますが、これらに限定されません。
o 韓国にお住まいの場合、これらのサービス
プロバイダーはドイツ
Google
(データのクラウド上への保存と分析) およびイギリス SendGrid, Inc. (最初に
Clarity を用いて作成した電子メールおよび連絡内容の転送) となります。
o 韓国にお住まいの場合、これらのサービス
プロバイダーはドイツ
Google
(データのクラウド上への保存と分析) およびイギリス SendGrid, Inc. (最初に
Clarity を用いて作成した電子メールおよび連絡内容の転送) となります。
• 政府機関
/
法執行当局者:
上記の目的で必要となった場合、法律によって義務化されている場合、あるいは適用法の
もと当社の正当な利益に対する法的な保護を維持するうえで必要となった場合、個人情報
が政府機関 / 法執行当局と共有される場合があります。
o 韓国にお住まいの場合、これらの機関には FDA が含まれます。
o 日本にお住まいの場合、これらの機関には
FDA、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、厚生労働省が含まれます。
• 他の外部第三者。上記の目的で必要となった場合、法律によって義務化されている場
合、あるいは適用法のもと当社の正当な利益に対する法的な保護を維持するうえで必要と
なった場合、当社はお客様の個人情報を開示する場合があります。
o

o

韓国にお住まいで、Dexcom
製品およびサービスに関して当社との間でやり取りをされた場合、当社はかか
るやり取りの内容
(かかるやり取りにおいて提出していただいた個人情報を含む) を Huons Co.,
Ltd. (以下「Huons」)
(同社とお客様との関係を同社が管理・処理し、その関係のもとでサービスを提
供する目的) に、そして Synex Consulting, Ltd.(以下「Synex」)
(規制上の報告を行う目的) に転送します。Huons および Synex
によるお客様のやり取りの内容の収集、使用、保管は、該当するプライバシー
ポリシーに沿って行われます。

o

日本にお住まいで、Dexcom
製品およびサービスに関して当社との間でやり取りをされた場合、当社はかか
るやり取りの内容 (かかるやり取りの中で提出していただいた個人情報を含む)

を Terumo Corporation (以下「Terumo」) (Dexcom
製品およびサービスを購入した販売店との関係を同社が管理・処理し、その関
係のもとでサービスを提供する業務を円滑にする目的) に、そして Cobridge
Co., Ltd.(以下「Cobridge」) (規制上の報告を行う目的) に転送します。Terumo
および Cobridge
によるお客様のやり取りの内容の収集、使用、保管は、該当するプライバシー
ポリシーに沿って行われます。
日本または韓国以外の国にお住まいの場合、個人情報の処理にあたる第三者のリスト、ま
たは第三者のカテゴリのリストを提供するよう当社のプライバシー
チームに要請できます。

クッキーおよび他の技術
EU にお住まいの場合、お客様による当社の製品およびサービスの使用に関連して、当社が使用
するクッキーまたは他の追跡技術については、About Cookies (クッキーについて) を参照して
ください。
米国または EU
外の管轄区域にお住まいの場合、お客様による当社の製品およびサービスの使用に関連して、
当社が使用するクッキーまたは他の類似技術について下記を参照してください。
•クッキー:

クッキーとは、お使いのコンピューターに直接保管される情報の断片です。当社はクッキー
を介して、ブラウザーの種類、サービスに費やした時間、訪問したページ、言語設定、他の
匿名トラフィック
データなどの情報を収集することが可能です。当社および当社のサービス
プロバイダーは、セキュリティ上の目的で、ナビゲーションを促進するため、情報をより効
果的に表示するため、そしてサービスの使用時にお客様の体験をパーソナライズするために
かかる情報を使用します。また、製品およびサービスの使用に関する統計情報を入手して、
その設計と機能を継続的に改善するため、これらがどのように使用されているかを理解する
ため、そして当社がこれらに関する質問に容易に対応できるよう、クッキーを使用します。
さらに、クッキーを使用することで当社が提供している広告のうち、どれがお客様に対して
もっとも魅力的にうつるかどうかを判断し、お客様による製品およびサービスの使用中にこ
れらを表示することが可能となります。
クッキーを介してこのような情報が収集されることを望まれない場合は、大半のブラウザーに
おいて簡単な手順によってクッキーを自動的に拒否するか、または特定のサイトからお使いの
コンピューターに送られる特定のクッキー (複数の場合もあり) を拒否または承認するか選択で
きます。詳細をご希望の方は、 こちらをクリック してください。ただし、これらのクッキーを
承認しなかった場合、製品およびサービスの使用において何らかの不都合が生じる場合もあり

ます。たとえば、当社がお客様のコンピューターを認識できなくなる可能性があり、この場合
、お客様が訪問されるたびにログインが必要となる可能性があります。
当社の製品およびサービスには現在、ブラウザーの do-not-track
信号を認識または履行する能力を備えていません。
•分析: 当社は製品およびサービスに関連して、Google Analytics などの第三者の分析サービスを

使用する場合があります。かかる第三者サービスにおいては、製品およびサービスの使用に
関する情報が収集・分析され、アクティビティとトレンドを報告するためにクッキーまたは
他の類似技術が用いられることがあります。また、かかるサービスにおいては、他のウェブ
サイト、アプリ、オンライン サービスの使用に関する情報が収集される場合もあります。
Google Analytics について詳しくは、こちらをクリックしてください。Google Analytics オ
プトアウト ブラウザー アドオンは、こちらをクリック .することでダウンロードできます

。
•

ピクセル タグおよび他の類似技術の使用: ピクセル タグ (ウェブ ビーコンまたはクリア GIF
としても知られています)
は、当社の一部の製品およびサービスに関連して、とりわけユーザー
(電子メール受領者を含む) の行動の追跡、当社によるマーケティング
キャンペーンの成功度の測定、そして使用・回答率に関する統計データの編さんに使用され
る場合があります。

•

Adobe Flash 技術 (Flash ローカル共有オブジェクト (以下「Flash LSO」)) および他の類似
技術: 当社はとりわけお客様による製品およびサービスの使用に関する情報を収集・保存す
る目的で、Flash LSO および他の技術を使用する場合があります。Flash LSO がお使いのコ
ンピューターに保存されることを希望されない場合は、Website Storage Settings

Panel(ウェサイト ストレージ設定パネル) に搭載されたツールを使用して、
Flash LSO ストレージがブロックされるよう Flash Player の設定を調整できま
す。また、Global Storage Settings Panel(グローバル ストレージ設定パネル) に移動し
、そこでの手順に従うことでも Flash LSO を制御できます。手順の一例として、既存の
Flash LSO (Macromedia サイトでは「情報」と称されています) を削除するための方法、許
可なく Flash LSO がお使いのコンピューターに置かれるのを防ぐ方法、ならびに (Flash
Player 8 以降の場合) ページ訪問時にそのページオペレーター以外から送信された Flash
LSO をブロックする方法などが挙げられます。Flash Player による Flash LSO の受領を禁
止または制限するよう設定した場合、一部の Flash アプリケーションの機能が低下または阻
害される可能性があることに留意してください。
関心にもとづいた広告: 当社は、お客様が製品およびサービス、他のウェブサイト、またはオン
ライン サービスにアクセス・使用する際に、お客様による製品およびサービス、ならびに他の
ウェブサイトおよびオンライン サービスへのアクセス・使用にもとづいてお客様が関心を寄せ
ると思われる商品・サービスに関する広告を提供できるよう、第三者の広告会社を利用する場

合があります。かかる会社はこれを実現するため (場合によってはピクセル タグを使用して) お
使いのブラウザーに固有のクッキーを配置・認識する場合があります。このような行為につい
て、およびこれに関連したお客様の選択肢について詳しくは、Network Advertising Initiative opt
out site (Network Advertising Initiative オプトアウト サイト) および Digital Advertising Alliance
Self-Regulatory Program (Digital Advertising Alliance 自主規制プログラム) をご覧ください。
HIPAA
•

当社は、1996 年の米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令
(以下「HIPAA」)
のもとで「保護されるべき医療情報」とみなされる、お客様の医療情報を受け取る場合があ
ります。当社が保護されるべき医療情報を受け取った場合、かかる情報に対して、HIPAA
および経済的および臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律 (以下
HITECH)、ならびにこれら法律のもとで発効している規制の要件が課せられます。

•

お客様が Apple Health
アプリを介すなどして保護されるべき医療情報を指定第三者と共有するよう選択した場合、
お客様はご自身の意思で、HIPAA および
HITECH、ならびにこれらの法律のもとで発効している規制の要件が課せられない可能性の
ある第三者にデータを提供することになります。お客様が提供された情報、ならびにお客様
による承認は、アプリ、Dexcom
サービス、またはかかる選択を行った他のコンポーネントを介してこれを撤回しない限り、
お客様ご自身が管理することになります。指定第三者サービスが保護されるべき医療情報を
用いてどのような活動を行う可能性があるかは、かかる指定第三者サービスに適用される利
用規約によって定められるため、当社が関与することはできません。お客様は、撤回を行っ
ても、それ以前に指定第三者サービスに提供された情報はその対象とはならないが、それ以
降の情報の提供は終了することについて理解しているものとします。保護されるべき医療情
報を指定第三者サービスに提供するかどうかの決定は、お客様が使用の権利を保有し得る
Dexcom 製品およびサービスには一切影響しません。

その他のプライバシー事項
•オンラインにおける児童に対するプライバシー保護: Dexcom は、18 歳未満

(またはあなたが日本に居住している場合は、20）の人物が Dexcom
サービスまたはソフトウェア アプリに直接サブスクライブすること、または Dexcom
製品を直接購入することを認めていません。親または法定保護者が
18(日本の居住者の場合は20)歳未満のユーザーのためにサブスクライブすることは可能です
が、親または法定保護者が契約条件 (とりわけ指定受領者の指定、ユーザー デバイスの
Dexcom サービスまたはソフトウェア アプリへの接続、Dexcom
サービスおよびソフトウェア
アプリとのあらゆる方法でのインタラクション、当社とのあらゆるやり取りが
18(日本の居住者の場合は20)歳未満の人物ではなく親または法定保護者との間で行われるこ

との徹底について、親または法定保護者が責任を負う必要があることについての規定)
に明確に同意しない限り、18(日本の居住者の場合は20)歳未満のいかなる人物も Dexcom
製品およびサービスを使用することはできません。
•保護者の付き添いを必要とする成人、後見人、他の法的観察: Dexcom

は、契約を締結して契約条件を履行する責任能力を持たない人物が、Dexcom
サービスまたはソフトウェア アプリに直接サブスクライブすること、または Dexcom
製品を直接購入することを認めていません。法定保護者、後見人、または代理として行動す
る法的権利を持った他の人物が、契約を締結して契約条件を履行する責任能力を持たない人
物のためにサブスクライブすることは可能ですが、法定保護者、後見人、または代理で契約
条件に同意する法的権利を持った他の人物が契約条件
(とりわけ指定受領者の指定、ユーザー デバイスの Dexcom サービスまたはソフトウェア
アプリへの接続、Dexcom サービスおよびソフトウェア
アプリとのあらゆる方法でのインタラクション、当社とのあらゆるやり取りが責任能力のな
いユーザーではなくかかる法定保護者または他の人物との間で行われることの徹底について
、かかる法的保護者または他の人物が責任を負う必要があることについての規定)
に明確に同意しない限り、これらのいかなるユーザーも Dexcom
サービスまたはソフトウェア アプリを使用することはできません。
•フィッシング: 当社は安全でない一方的な電子メールまたは電話でのやり取りを介して登録・

注文情報を要求することは決してありません。「なりすまし」および「フィッシング詐欺」
は当社が大いに懸念している問題です。お客様をなりすましから守るために情報を保護する
ことは、当社の優先課題です。フィッシングについて詳しくは、Federal Trade
Commission(連邦取引委員会) のウェブサイトをご覧ください。.
•セキュリティ: Dexcom

は商業的に妥当な技術基準および運用セキュリティを用いて組織内の個人情報を保護してい
ます。Dexcom
製品およびサービスを介して個人情報が転送される場合は暗号化されます。残念ながら、デ
ータ転送または保管システムは 100%
安全という保証はありません。当社とのやり取りが安全でないと感じられる場合は、下記の
「連絡先」の項に従ってただちに当社までご連絡ください。
•第三者サイトへのリンク: Dexcom

製品およびサービスには、第三者のウェブサイト、アプリケーション、または他の品目への
リンクが含まれている場合があります。当社はこれらのウェブサイト、アプリケーション、
または他の品目における情報の取り扱いについての責任は負いません。また、このようなリ
ンクが挿入されていても、当社がリンク先のサイトまたはサービスを支持していることを意
味するものではありません。さらに本プライバシー
ポリシーは、当社の製品およびサービスのリンク先となるサイトまたはサービスを運用して
いる第三者、あるいはアプリ、ソーシャル メディア プラットフォーム、オペレーティング

システム、ワイヤレス サービス /
デバイスの第三者プロバイダーをはじめとする、あらゆる第三者のプライバシー、情報、ま
たは他の慣行には適用されません。当社は、お客様が個人情報を第三者に開示、またはその
製品およびサービスを使用するのに先立ち、該当する第三者プライバシー
ポリシーをお読みになるよう推奨します。
•Do Not Track の開示: カリフォルニア州オンライン プライバシー保護法の Do-Not-Track

改正規定に従い、当社は現在、お客様のブラウザーから送られる「do not
track」信号または類似メッセージには応答していないことをお知らせします。
•保持:

当社は法律によって他の保持期間が要求または許容されている場合を除き、本プライバシー
ポリシーに記載された目的を満たすために必要な期間にわたってお客様の個人情報を保持し
ます。
アカウントの解約
•

Dexcom
アカウントは、当社のウェブサイトの該当ページに記載された手順に従うことで解約できま
す。フォロアーは、該当する Dexcom
サービス内でユーザーをキャンセルすることで、または該当するソフトウェア
アプリを削除することで、自身のフォロアー ステータスを終了できます。

•

アカウントを解約すると、適用法のもとで他の処理が要求または許可されている場合を除き

、お客様の個人情報も削除されます。当社は該当する保持期間が経過した時点で、電子ファイ
ル形式を安全な方法で破棄し、書類については微粉砕または焼却することで、お客様の個人情
報を削除します。
お客様は下記の「連絡先」の項に記載された電子メールまたは郵送先を使用して、個人情報の
削除を要請することができます。当社はこれを受け、ただちにアクティブ
システムからお客様の情報を削除するよう努めます。

全ての管轄地域に対するデータ権限依頼
お客様に適用するデータ権限（またはお客様がご自分の扶養者に代わって法的保護者としての
データ権限）の行使を以来をする場合は、以下の情報とを添えて次までご連絡ください：
gpdr@dexcom.com 添付する情報:
•

姓と名

•

題のアカウントに付随するユーザー名

•

生年月日

•

居住国

•

題のアカウントに付随する電子メールアドレス

•

患者との関係 (例えば、自身、保護者、など）

•

依頼の詳細

国境を越えた転送
お客様の個人情報は、当社が施設を置いている、またはサービス
プロバイダーと協働しているあらゆる国で保存・処理される可能性があるため、お客様は
Dexcom
製品およびサービスを使用することで、あるいは積極的な同意を必要とする管轄区域にお住ま
いのお客様については積極的な同意を示すことで、居住国以外の国に情報が転送されることに
同意したものとみなされます。個人情報の転送先となる国には、お客様の居住国とは異なる保
護規則が適用される場合もあります。
DexCom, Inc. が
EU、欧州経済地域、スイス内の関連会社および企業から受け取る個人情報については、DexCo
m, Inc. はかかる個人情報を、EU 標準契約条項または下記に詳述するプライバシー
シールドをはじめとする、国際転送に関するヨーロッパの法原則に従って処理するよう努めま
す。

プライバシー シールド
Dexcom は、欧州経済地域 (以下「EEA」) 加盟国 (28 の EU
加盟国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを含む) の居住者の個人情報
(氏名、住所、電子メール、電話暗号、注文情報、または機密情報と考慮される医療または健康
に関する情報を含む)
を第三者から、またはかかる居住者から直接受け取る場合があります。当社はかかる個人情報
について「欧州個人情報」と称します。当社は、欧州共同体の法律のもとでは、かかる欧州個
人情報に対して「十分な保護」を施さない限り、EEA
域内の会社が欧州個人情報を米国に転送する行為が禁止されていることを認識しています。当
社には米国連邦取引委員会の調査権および執行権が及ぶことから、適用されるデータ
プライバシー法の要件を満たした他の保護が欧州個人情報に施されていない状況において、こ
のような十分な保護を提供するため、当社は欧州個人情報に関して米商務省
(www.privacyshield.gov) が発行した EU・米国間のプライバシー シールドの枠組み (以下「
プライバシー シールド」) に遵守します。一例として、当社は特殊な状況においては欧州委員会
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
によって承認された標準契約に同意する場合があります。これにより、かかる標準契約の条件
がこのような状況に適用されることになります。

プライバシー シールドの原則

Dexcom は EU
加盟国からの個人情報の収集、使用、保持に関して、米商務省によって設けられた
EU・米国間のプライバシー シールドの枠組みに遵守します。Dexcom
は、当社が通知、選択の権利、再転送に対する説明責任、セキュリティ、データの整合性と目
的の制限、アクセス、そして回復、執行、責任の観点でプライバシー
シールドの原則に従っていることを証明します。本プライバシー
ポリシーのポリシーとプライバシー
シールドの原則との間に不一致があった場合は、プライバシー
シールドの原則が優先されます。プライバシー シールド
プログラムについての詳細、および当社の証明ページを閲覧するには、https://www.privacyshiel
d.gov/ にアクセスしてください。
通知
当社および当社の子会社はプライバシー シールドに参加します。プライバシー シールドのリス
トは、米商務省が運用しているウェブサイトでご覧になれます:
https://www.privacyshield.gov/list.
Dexcom は、Dexcom 連続グルコース モニター (以下「DexcomCGM」)
を製造、販売、サポートしています。Dexcom CGM
は、ユーザーのグルコース濃度を定期的に測定するための装置です。当社はまた、Dexcom
CGM によって測定されたユーザーのグルコース濃度、そして Dexcom CGM
のユーザーならびにその医療提供者および被指名者がグルコース濃度を管理するうえで役に立
つ、他の情報を受信、保存、処理することを目的としたソフトウェア
アプリも販売・サポートします。当社はかかるソフトウェア アプリの使用に関連して、Dexcom
製品およびソフトウェア アプリの使用についてユーザーに伝えるため、新しい Dexcom
製品およびソフトウェア
アプリを提供するため、そして正当な事業目的で関連作業を実施するために、欧州個人情報を
収集・使用します。また、国家機関による合法な要求
(国家安全保障または法執行当局の要件を満たす目的など)
を受けた場合も欧州個人情報を開示します。

さらに、プライバシー
シールドの効果をかんがみ、人的資源の観点で欧州個人情報を収集・処理します。

選択の権利
当社はプライバシー
シールドの要件に従い、欧州個人情報を当社に提出している人物に対し、かかる欧州個人情報

が第三者に開示される場合、または当初の収集目的および当事者による後日の承認目的とは大
きく異なる形で使用される場合、選択 (オプトアウト) する機会を提供します。
当社は機密情報については、かかる欧州個人情報が第三者に開示される場合、または当初の収
集目的および当事者による後日の承認目的とは大きく異なる形で使用される場合、当社はオプ
トインの選択肢を提供することで、かかる人物から積極的かつ明確な同意 (オプトイン)
を得ます。当社は第三者から受け取った、機密情報として特定・処理されているいかなる欧州
個人情報も、機密扱いにします。

また、個人情報の処理または共有にあたって当事者の積極的かつ明確な同意を必要としている
管轄区域においては、お客様の個人情報を処理または共有するのに先立ち、必要とされる範囲
内でお客様の積極的かつ明確な同意を得ます。

再転送に対する説明責任
会計監査役を務める第三者に個人情報を転送するにあたり、当社は「通知」と「選択の権利」
に遵守します。当社はまた、契約を第三者の管理者と締結し、この契約においてはかかるデー
タが当事者による同意に沿って限定的かつ指定された目的でのみ処理されること、そして受領
者は少なくともプライバシー
シールドと同等のレベルの保護を提供し、このような義務を果たせなくなったと判断した場合
には当社に通知することが条件とされます。同契約のもとでは、かかる判断が下された際には
、第三者管理者は処理を停止するか、他の妥当かつ適切な修正措置を講じることが条件とされ
るものとします。
代理店を務める第三者に個人情報を転送するにあたり、当社は以下を遵守します: (i)
かかるデータは限定的かつ指定された目的でしか転送しない (ii)
代理店が少なくともプライバシー
シールドと同等のレベルの保護を提供するよう義務付けられていることを確認する (iii)
代理店がプライバシー
シールドにおける当社の義務に沿って、転送された個人情報を効果的に処理していることを徹
底するための妥当かつ適切な措置講じる (iv) プライバシー
シールドで求められているものと同等のレベルの保護を提供する義務を果たせないと代理店が
判断した場合には、当社に通知するよう要求する (v) 通知を受けた時点で、(iv)
の項目も含め、不正な処理を停止・修正するための妥当かつ適切な措置を講じる (vi)
要求に応じて、かかる販売店との契約における関連プライバシー規定の要約または代表的な写
しを米商務省に提出する。

再転送に対する説明責任の原則に関しては、当社の代理店がプライバシー
シールドの原則に沿ってかかる個人情報を処理しなかった場合、損害の原因となった事象の責
任が当社に課せられない場合を除き、当社が引き続き責任を負います。

セキュリティ
当社は欧州個人情報が持つ性質、そしてその処理に伴うリスクを十分に考慮に入れたうえで、
欧州個人情報を紛失、不正使用、不正アクセス、公開、改ざん、破壊から守るための妥当かつ
適切な対策を講じます。

データ整合性と目的の制限
プライバシー
シールドに従い、当社が処理する欧州個人情報はその目的に関連した情報に限定されます。当
社は、当初の収集目的および当事者が後日承認した目的にそぐわない形で欧州個人情報を処理
することはありません。当社はこれらの目的のために必要な範囲内で、かかる欧州個人情報が
使用目的に適した信頼性を誇り、かつ正確、完全、最新であることを確認するための妥当な措
置を講じます。当社は欧州個人情報を保持している限り、プライバシー
シールドの原則に遵守します。

欧州個人情報は、処理目的またはプライバシー
シールドのもとで許容されている目的にかなう間にわたってのみ、個人を特定する形式または
特定可能な形式で維持されます。当社はこの規定に遵守するため、妥当かつ適切な対策を講じ
ます。

アクセス
欧州個人情報を当社に提出している人物は、欧州個人情報にアクセスし、またこれが不正確ま
たはプライバシー シールドの原則に反して処理されている場合には (これがプライバシー
シールドで許容されている場合を除き)
かかる情報を修正、是正、削除する権利が付与されます。

回復、執行、責任
当社はプライバシー シールドの要件に従って、プライバシー
シールドへの遵守を徹底するための堅牢なメカニズムを維持します。
Dexcom は EU・米国間のプライバシー
シールドの原則に従い、お客様のプライバシーに関する苦情、ならびに当社によるお客様の欧
州個人情報の収集・使用に関する苦情を解決するよう尽力します。本プライバシー

ポリシーについての問い合わせまたは苦情を提出されたい EU
居住者は、まずは下記の連絡先に記載されている Dexcom
のプライバシー責任者にご連絡ください。
Dexcom はさらに、EU・米国間のプライバシー
シールドの原則のもとで未解決のプライバシー関連の苦情について、紛争解決を目的とした非
営利団体である BBB EU PRIVACY SHIELD (本部は米国に置かれ、商業改善協会が運営)
に委ねるよう尽力します。お客様の苦情が適時に対応されない場合、または苦情の対応に満足
がいかない場合は、www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
で詳細を確認し、苦情を提出してください。
当社は申し立ての仲裁を行い、プライバシー シールドの付録 I (以下を参照) に記載された条件
に従うよう義務付けられています: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-Iintroduction.。
スイス・米国間のプライバシー シールド
スイスについては、Dexcom
はスイスからの個人情報の収集、使用、保持に関して、米商務省によって設けられた
スイス・米国間のプライバシー シールドの枠組みに遵守します。Dexcom
は、当社が通知、選択の権利、再転送、セキュリティ、データの整合性、アクセス、執行の観
点でスイス・米国間のプライバシー
シールドの原則に従っていることを証明します。本プライバシー
ポリシーのポリシーとスイス・米国間のプライバシー
シールドの原則との間に不一致が生じた場合は、スイス・米国間のプライバシー
シールドの原則が優先されます。スイス・米国間のプライバシー シールド
プログラムについての詳細、および当社の証明ページを閲覧するには、https://www.privacyshi
eld.gov/list にアクセスしてください (「Advanced」ボタンを押し、「Program」(プログラム)
から「Swiss-U.S. Privacy Shield」(スイス・米国間のプライバシー シールド) を選択)。
Dexcom はスイス・米国間のプライバシー シールドの原則に従い、お客様のプライバシーに関
する苦情、ならびに当社によるお客様の個人情報の収集・使用に関する苦情を解決するよう尽
力します。本プライバシー ポリシーについての問い合わせまたは苦情を提出されたいスイス居
住者は、まずは下記の連絡先に記載されているプライバシー責任者を介して Dexcom にご連絡
ください。Dexcom はさらに、スイス・米国間のプライバシー シールドのもとで未解決のプラ
イバシー関連の苦情について、紛争解決を目的とした非営利団体である BBB EU/CH PRIVACY
SHIELD (本部は米国に置かれ、商業改善協会が運営) に委ねるよう尽力します。お客様の苦情が

適時に対応されない場合、または苦情の対応に満足がいかない場合は、 www.bbb.org/EUprivacy-shield/for-eu-consumers/ で詳細を確認し、苦情を提出してください。
プライバシー
シールドの原則、通知、選択の権利、再転送に対する説明責任、セキュリティ、データ整合性
と目的の制限、アクセス、および回復、執行、責任について詳しくは、上記の (EU・米国間の)
プライバシー シールドの項を参照してください。これは、必要な変更を加えたうえで
(すなわち類似的に) スイス・米国間のプライバシー シールドにも適用されます。
個人情報の保持

当社はお客様の個人情報を、上記の処理目的を満たすうえで必要な期間にわたってのみ限定的
に保持します。お客様の個人情報は、この期間が経過した後に消去されます。お客様の同意に
もとづいて個人情報を処理する場合、当社はお客様の個人情報を、処理目的を満たすうえで必
要な期間にわたってのみ限定的に保持します。

当社がお客様と契約を締結した場合、当社はお客様の情報を、お客様との契約関係の存続期間
にわたって保持します。かかる関係の終了後は、許容される範囲内で、本通知に記載の目的を
遂行するうえで必要な期間にわたって保持されます。保管期間を特定するにあたり、制定法ま
たは契約上の要件、当社とお客様の関係が持つ性質、対象となるデータの性質、技術的な必要
性が基準となります。法律によっては、特定の情報を一定期間保持するよう求められる場合も
あります。

当社がマーケティング目的またはお客様の同意のもとで個人データを処理する際には、当社は
、お客様がこれを停止するよう要請するまで、そしてその後も (お客様の要請を受け入れるため)
短期間にわたってデータを処理します。当社はお客様のご要望を将来にも反映させるため、お
客様がダイレクト
マーケティングの送付を停止するよう当社に要請した旨、またはデータを処理するよう要請し
た旨についての記録も維持します。

その他の状況として、当社はお客様との関係が終了した後も、当社を法的な請求から守
るため、または事業を運営するため、適切な期間にわたってデータを保持する場合があ
ります。

人材データ

お客様の苦情が適時に対応されない、または Dexcom
による苦情の対応に満足がいかず、かつお問い合わせまたは苦情の内容が人材関連の欧州個人
情報に関与するものである場合、お客様の苦情は独立回復メカニズムによって検討される場合
があります: EU/EEA データ主体については、EU データ保護機関 (以下「DPA」)
によって設置された委員会 (以下「DPA パネル」)
が、スイスのデータ主体については連邦データ保護および情報コミッショナー
(以下「FDPIC」が対処にあたります)。これを実行するには、勤務先の管轄区域における州また
は国のデータ保護 / 労働機関に連絡する必要があります。Dexcom は関連する国内の DPA
と協力し、DPA 委員会およびスイス FDPIC の判断に従うことに同意します。
変更

当社は本プライバシー ポリシーに変更を加える場合があります。その際、本プライバシー ポリ
シーの新バージョンを www.dexcom.com/privacy-policy. に掲載します。 本プライバシ
ー ポリシーの更新時には、本ページの上部の凡例を更新し、本ポリシーの最終更新日を記しま
す。法律で許容されている最大限の範囲において、いずれの変更も更新版のポリシーが当社の
ウェブサイトに投稿された時点で有効となります。これらの変更後にお客様が当社の製品およ
びサービスを使用した場合、お客様が更新されたポリシーに同意したものとみなされます。場
合によっては、当社は適用法の要求に従い、特定のデータ処理活動、または本通知への大規模
な変更について積極的に通知する場合もあります。
いずれかの変更に同意されない場合は、上記に従ってアカウントを解約し、個人情報が追加で
提出されないよう選択することができます。お客様が以前同意した本プライバシー
ポリシーに変更を加える際に、お客様による同意が得ることが適用法のもと義務付けられてい
る場合、かかる変更はお客様が同意を示すまで適用されません。
連絡先
当社のデータ処理または本プライバシー ポリシーに関してご質問や苦情がある場合は、または
勧誘・案内の「オプトアウト」を希望される場合は、以下に従ってください: (1) 当社に電子メ
ール (privacy@dexcom.com) を送信する、または (2) 当社宛てに (ご自身の電子メール アド
レスを添えた) 書簡を以下の住所に郵送する。
Dexcom, Inc.
Attn: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy
Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
電子メールによるやり取りは必ずしも安全ではないため、当社への電子メールにはクレジット
カード情報または機密情報は書き込まないでください。

懸念がまだ残っている場合には、お客様はデータ保護機関に苦情を提出する権限も持っていま
す。関連データ保護機関は、お客様の管理者と同じ国に存在する監督機関となります。
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以下に署名する事でこれらの利用規約に同意します。

