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発効日：2022 年 4 月 25 日 

本プライバシーポリシー（以下「本プライバシーポリシー」）では、当社 Analog Devices, Inc. が当社の 

ウェブサイトおよび当社が運営し本プライバシーポリシーへのリンクを掲載するその他のサイトまたは場所

（以下、総称して「本サイト」）を通じてお客様の個人データを収集、使用および移転する方法に関する情

報を提供します。本プライバシーポリシーは、一般条項と、特定地域のユーザーに適用される地域別の規定

で構成されています。 

当社は、独自の裁量により、本プライバシーポリシーをいつでも変更、修正、追加または削除する権利を留

保しますが、変更が行われた際には積極的にお客様にお知らせします。本サイトにアクセスすると、お客様

は、その時点で本サイトに掲載されている最新版の本プライバシーポリシーに同意したことになります。変

更点があるかを確認するために、その後も本プライバシーポリシーに随時アクセスすることを推奨します。 

本プライバシーポリシーについてご質問がある場合、または本プライバシーポリシーで言及するいずれかの

権利の行使を希望する場合は、以下のいずれかの方法で当社にご連絡ください。 

メール：  dataprivacy@analog.com  

住所：One Analog Way, Wilmington, MA 01887（宛先：Legal and Risk Organization, Data Privacy） 

フリーダイヤル： +1 (855) 601-5263 

EU、中東、アフリカのデータ保護責任者：Nicole Jahn（Nicole.Jahn@analog.com） 

英国のデータ保護責任者：Dev Patel（Dev.Patel@analog.com）  

南北アメリカのデータ保護責任者：Jodi Dahlgard（Jodi.Dahlgard@analog.com）  

アジア太平洋（中国を除く）のデータ保護責任者：Marc Salarda（Marc.Salarda@analog.com） 

中国のデータ保護責任者：Grace Lin（Grace.Lin@analog.com）  

当社は、お客様の要求に対応する前に、お客様の身元を確認するための特定の情報を求めなければならない

場合があります。これは、個人データを受け取る権利のない人に個人データが開示されないようにするため

のセキュリティ対策です。確認目的でお客様から受け取った情報は、お客様の身元を確認するためにのみ使

用されます。特定の状況においては、お客様の身元を確認するために、政府発行 ID の写しを求める場合が

あります。また、対応を迅速化するために、お客様の要求に関連した追加情報をお伺いする場合があります。 
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1. 当社について 

Analog Devices, Inc. とその子会社は、さまざまな法人からなるグループを形成しています（以下、総称し

て「ADI グループ」）。本プライバシーポリシーは ADI グループを代表して発行されているため、本プライ

バシーポリシー内での「当社」への言及は、ADI グループ全体および ADI グループの個々の法人への言及と

なります。ADI グループにはさまざまな Maxim Integrated 団体が含まれています。ADI グループを構成する

団体の詳細は、こちらでご覧いただけます。 
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Analog Devices, Inc.（以下「ADI」）がデータ管理者となります。これは、ADI がお客様の個人データの処

理方法およびその目的を決定することを意味します。特定の処理活動において子会社がお客様の個人データ

の処理方法とその目的を決定する場合、当該子会社が当該個人データ処理の管理者となります。ADI と特定

の子会社が個人データの処理方法とその目的を共同で決定する場合、ADI と当該子会社は、当該処理活動の

共同管理者となります。これらのいずれかの状況が発生した場合は、お客様に別途お知らせします。  

2. 収集方法 

お客様の個人データは、（i）お客様から提供されるか、（ii）第三者から取得されるか、および/または（iii）

お客様による本サイトの利用過程で当社によって作成されます。さらに、適用法で認められる範囲で、当社

は、お客様による本サイトの利用過程で当社が作成した個人データを、お客様が当社に提供した個人データ

と組み合わせる場合があります。 

3. 当社が収集する個人データの種類  

当社は、以下の種類の個人データを処理する場合があります。 

• ID データには、姓名、ユーザー名、または同様の識別子が含まれます。 

• 連絡先データには、請求先住所、配送先住所、メールアドレス、電話番号が含まれます。 

• 取引データには、お客様との間の支払いに関する詳細、お客様が当社から購入した製品およびサー

ビスのその他の詳細が含まれます。 

• 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、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、ブラウザのプラグインの種類とバージョン、オペレーテ

ィングシステムとプラットフォーム、および本ウェブサイトにアクセスするために使用するデバイ

スに関するその他の技術が含まれます。 

• プロフィールデータには、ユーザー名とパスワード、お客様が行った購入または注文、関心、嗜

好、フィードバック、アンケート回答が含まれます。 

• 製品データには、お客様への製品またはサービスを実現するために収集されたお客様に関する情報

が含まれます。 

• 利用データには、お客様による本サイト、製品、サービスの利用方法に関する情報が含まれます。

これにはウェブサイト Cookie が含まれます。  

• マーケティングおよびコミュニケーションデータには、当社および第三者からのマーケティングの

受け取りに関するお客様の好みや、お客様のコミュニケーション設定が含まれます。  

また当社は、匿名化されたデータや集計されたデータなどの個人を特定できない情報を、分析、当社の製品

分野における傾向の把握、新たな ADI サービスの研究開発などのために収集、使用および共有します。ただ

し、集計されたデータをお客様の個人データと組み合わせて直接的または間接的にお客様を特定できるよう

にする場合、当社は、組み合わされたデータを、本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

して取り扱います。 

当社は、本サイトを介して、後述の「個人データ」列に定める個人データを収集、保管および使用します。

個人データの種類ごとの処理目的、法的根拠、保持期間もご確認いただけます。当社が当社の正当な利益に

依拠する場合は、当社の特定の正当な利益についても記載しています。 
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# 
収集対象 使用理由 法的根拠（適用法に基づき該

当する場合） 

保持期間 

1.  オンラインか電話によるかを問わず、

購入またはサンプルのリクエストを行

うためにお客様が当社に提供する情

報。これには以下が含まれます。 

• 氏名、住所、メールアドレス、電話

番号、会社名、居住都市、郵便番

号、役職、myAnalog アカウント 

• 支払い情報、請求情報、注文情報な

どの銀行口座の詳細 

• 当社でアカウントを開設するために

提供する詳細情報 

• 購入した製品 

• 当社の製品およびサービス

を提供するため。 

• 当社のサービスを管理する

ため。 

• お客様の注文を処理するた

め。 

• お客様から支払いを受け

る、またはお客様への払い

戻しを行うため。 

• サポートを提供するため。 

• お客様をクライアントとし

て迎えるため。 

• 当社の顧客が誠実であるこ

とを確認し、不正行為を防

止するため。 

• お客様の連絡先情報を第三

者のディストリビュータ

ー、承認された関連会社、

ベンダーと共有するため。 

• 契約を履行するために必

要となります。 

 

• 当社は、お客様の連絡先

情報を第三者のディスト

リビューター、正規の関

連会社、ベンダーと共有

することにより、これら

の者が ADI グループの製

品およびサービス（追加

のカスタマーサポートを

含みます）に関してお客

様に連絡を取れるように

することについて、お客

様の同意を求めます。 

• 当社との契約期間およびその後 10 

年間（特定の地域でより短い期間

が特定された場合を除きます）  

• 問題が生じた場合は、上記より長

い期間保持します。 
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2.  マーケティング情報を受け取るために

お客様が当社に提供する情報。これに

は以下が含まれます。 

• 氏名 

• メールアドレス 

• 電話番号 

• ソーシャルメディア ID 

• 新たな製品、リファレンス

デザイン、設計ツール、技

術資料および設計リソース

に関する情報を送信するた

め。 

• 当社は情報の送信につい

て同意を求めます。ただ

し、オプトアウトに基づ

く情報送信が適用法によ

って認められている場合

はこの限りではなく、そ

の場合は、お客様がオプ

トアウトするまで情報を

送信します。 

• お客様が同意を撤回するか、オプ

トアウトするまで。 

3.  お客様による当社のサービスの利用方

法に関する情報。これには以下が含ま

れます。 

• 当社の提供内容またはお客様の購入

内容 

• いつ、どこで購入したか 

• 支払内容および支払方法 

• 当社からの電子形式の通信を開いた

か否か 

• 当社からの電子形式の通信内のリン

クをクリックしたか否か  

• 新しいサービスを開発する

ため。 

• サービスを向上させるた

め。 

• お客様が関心を持つ製品や

マーケティングを特定する

ため。 

• お客様が関心を持つ当社の

サービス内容や、お客様に

よる当社のサービスの利用

方法をパーソナライズする

ため。 

• 統計的な分析および調査 

• 契約を履行するために必

要となります。 

• 当社は、当社のサービス

を向上させ、顧客がその

サービスをどのように利

用しているかをより良く

把握するための正当なビ

ジネス上の利益を有しま

す。 

• 当社は、適用法で要求さ

れる場合、自動化された

意思決定メカニズムに基

づいて提供されるパーソ

ナライズされたサービス

を拒否するオプションを

お客様に提供します。  

• 現在または以前のお客様は、上記

の #1 を参照してください。 

• 同意が必要となる場合は、同意し

た期間 

• 同意が必要ない場合は、文書また

は情報が最新でなくなってから以

下の年数。ロシア、中国、香港、

インド、フィリピン、タイ（3 年

後）、カナダ、米国（5 年後）、シ

ンガポール、スウェーデン（6 年

後）、マレーシア（7 年後）、日本

（10 年後）、台湾（15 年後）。 
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4.  お客様が、当社に直接、または当社の

ウェブサイト、メール、電話、ソーシ

ャルメディア、その他のあらゆる媒体

を通じて伝える情報。これには以下が

含まれます。 

• お客様の連絡先情報（お客様が

ソーシャルメディアアカウント

を通じて当社とやり取りする場

合、当該ソーシャルメディアア

カウントが含まれる場合があり

ます） 

• お客様から当社への通信内容 

• 当社からお客様への通信内容 

• 問題、懸念、要求に回答す

るため。 

• 品質およびトレーニングの

目的で顧客との通信を監視

するため。 

• 新しいサービスを開発する

ため。 

• サービスを向上させるた

め。 

• 当社のサービスをパーソナ

ライズするため。 

• 契約を履行するために必

要となります。 

• 当社は、顧客のフィード

バックを把握し、一貫し

た方法で顧客の連絡に対

応することに正当なビジ

ネス上の利益を有しま

す。 

• 同意が必要となる場合は、同意し

た期間 

• 同意が必要ない場合は、文書また

は情報が最新でなくなってから以

下の年数。ロシア、中国、香港、

インド、フィリピン、タイ（3 年

後）、カナダ、米国（5 年後）、シ

ンガポール、スウェーデン（6 年

後）、マレーシア（7 年後）、日本

（10 年後）、台湾（15 年後）。 

5.  お客様のアカウントの一部として提供

される情報。これには以下が含まれま

す。 

• ユーザー名 

• パスワード 

• アカウント設定 

• アカウント環境設定 

• メールアドレス 

• ソーシャルメディア ID 

• 当社のサービスを提供する

ため。 

• 当社のシステムを管理する

ため。 

• お客様が希望するアカウン

トの使用方法を把握するた

め。 

• アカウントを提供するた

めに必要となります。 

• 当社は、お客様がオンラ

インで自身の環境設定や

設定を更新できるように

することに正当なビジネ

ス上の利益を有します。 

• 上記の #1 に定めるとおりです。 

• 同意が必要となる場合は、同意し

た期間 

• 同意が必要ない場合は、文書また

は情報が最新でなくなってから以

下の年数。ロシア、中国、香港、

インド、フィリピン、タイ（3 年

後）、カナダ、米国（5 年後）、シ

ンガポール、スウェーデン（6 年

後）、マレーシア（7 年後）、日本

（10 年後）、台湾（15 年後）。 
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6.  当社ウェブサイトの利用を通じて収集

する情報。これには以下が含まれま

す。 

• オペレーティングシステム、一意の

デバイス識別子、モバイルネットワ

ークシステムなどのデバイス情報 

• ハードウェアとブラウザの設定 

• 要求の日時 

• お客様が行う要求 

• 訪問したページ、クリックしたリン

ク、検索エンジンで使用した用語 

• IP アドレスと場所 

• 当社ウェブサイトとそのコンテンツ

への往来方法 

• お客様の嗜好、お客様が閲覧または

検索した製品やサービス 

• クラッシュ、ダウンロードエラー、

応答時間 

• 当社のサービスを提供する

ため（オプトアウト可能な

ターゲットマーケティング

を含みます）。 

• 新しいサービスを開発する

ため。 

• サービスを向上させるた

め。 

• ウェブサイトおよびそのユ

ーザーエクスペリエンスの

問題を特定するため。 

• セキュリティの監視と保護 

• 不正行為を検出および防止

するため。  

• 当社ウェブサイトの利用方

法を監視するため。  

• 契約を履行するために必

要となります。 

• 当社は、お客様にサービ

スを提供するため、サー

ビスを開発および改善す

るため、ならびに安全な

オンライン環境を確保す

るための正当なビジネス

上の利益を有します。 

• 法的義務を履行するため

に必要となります。 

•  

 

• 上記の #1 に定めるとおりです。 

• 同意が必要となる場合は、同意し

た期間 

• 同意が必要ない場合は、文書また

は情報が最新でなくなってから以

下の年数。ロシア、中国、香港、

インド、フィリピン、タイ（3 年

後）、カナダ、米国（5 年後）、シ

ンガポール、スウェーデン（6 年

後）、マレーシア（7 年後）、日本

（10 年後）、台湾（15 年後）。 

7.  以下を含む第三者パートナーおよび法

人顧客から収集する情報。 

• 信用照会機関 

• 支払処理会社 

• お客様の銀行 

• お客様のグループ内のその他の個

人、団体または関連会社 

• 当社のサービスを提供する

ため。 

• 当社のシステムを管理する

ため。 

• お客様から支払いを受け

る、またはお客様への払い

戻しを行うため。 

• 支払いの処理または返金

のために第三者の情報源

から情報を収集すること

は、契約に基づき当社の

サービスを提供するため

に必要となります。 

• 上記の #1 に定めるとおりです。 

• 同意が必要となる場合は、同意し

た期間 
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• 選挙人名簿などの一般に入手可能な

情報源 

• ロイヤルティプログラムの他のメン

バー 

• ディストリビューター、パートナー

または顧客  

• 当社の顧客が誠実であるこ

とを確認し、不正行為を防

止するため。 

• 当社のサービスをパーソナ

ライズするため。 

• 当社クライアントの統計的

な分析および調査 

• この情報を上述の他の種類

の情報と組み合わせるた

め。 

• 詳細を確認することは、顧

客の身元を特定するための

法規制上の要件を満たすた

めに必要となります。 

• 身元を確認し、不正行為

を防止できることは、公

共の利益のために必要と

なります。 

• 当社は、当社グループ内

の他の事業体や当社のロ

イヤルティスキームの他

のメンバーから共有顧客

に関する情報を受け取る

ことに正当なビジネス上

の利益を有します。 

• 当社は、顧客基盤を把握

することに正当なビジネ

ス上の利益を有します。 

• 当社は、適用される規制

を遵守するという正当な

ビジネス上の必要性があ

ります。 

• 同意が必要ない場合は、文書また

は情報が最新でなくなってから以

下の年数。ロシア、中国、香港、

インド、フィリピン、タイ（3 年

後）、カナダ、米国（5 年後）、シ

ンガポール、スウェーデン（6 年

後）、マレーシア（7 年後）、日本

（10 年後）、台湾（15 年後）。 

8.  当社が他の情報源または公の情報源か

ら偶発的に収集する情報。これには以

下が含まれます。 

• メディアで入手可能な情報 

• 当社のソーシャルメディアのタイム

ラインに表示された情報 

• 市場認知度を維持するた

め。 

• ソーシャルメディアのブラ

ンディングを構築し維持す

るため。 

• 当社は、世間の認知度を

維持し、従来のメディア

とソーシャルメディアの

両方に存在することに正

当なビジネス上の利益を

有します。 

• メディア認知およびソーシャルメ

ディアに関連する情報について

は、当該情報が公開されている限

り。 
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• お客様の個人の身元を確認するため

に法律で要求される情報 

• セキュリティシステムによって収集

される情報 

• 当社のサイトにセキュリ 

ティを提供するため。 

• 当社は、当社の事業に対

するセキュリティを提供

することに正当なビジネ

ス上の利益を有します。 

• 当社は、適用法で認めら

れる範囲で、お客様また

は他者によって合法的に

公表されたお客様の個人

データを妥当な範囲内で

処理します。 

• セキュリティシステムによって偶

発的に収集された情報について

は、適用される方針に従って合理

的な期間保持します。 

9.  ベンダー、ディストリビューター、代

理店およびサービスプロバイダーから

収集する情報 

• それらの会社に勤める個人の連絡先

詳細 

• 当該個人に関するその他の個人情報 

• 他の組織との関係を構築す

るため。 

• 契約を締結し履行するた

めに必要となります。 

• 当社は、ベンダー、パー

トナー、その他の企業と

の関係を構築および維持

し、そこに勤める個人と

取引することに正当なビ

ジネス上の利益を有しま

す。 

• 問題がある場合を除き、当社との

契約期間およびその後 10 年間（以

下に該当する場合を除く）。 

• フランス、韓国（5 年後）、英国、

インド、シンガポール（6 年後）、

アイルランド、イスラエル、オラ

ンダ、マレーシア、日本（7 年

後）、中国（8 年後）、スペイン

（15 年後）。 

※同じデータに複数の保持期間が適用される場合は、長い方の期間が優先します。保持期間は ADI によって変更されることがあります。
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4. データ保持 

当社は、お客様の個人データを、法律、会計、報告の要件の遵守など、収集した目的を果たすた

めに必要な期間に限り保持します。 

当社は、個人データの適切な保持期間を決定するにあたり、個人データの量、性質、機微性、個

人データの不正使用や開示による潜在的な危害のリスク、お客様の個人データを処理する目的、

別の手段を通じてこれらの目的を達成できるか否か、および適用される法的要件を考慮します。 

お客様の個人データのさまざまな側面についての保持期間の詳細は、上記に定めるとおりです。 

5. オプトアウト 

オプトインに基づいて連絡を受け取ることを受領者に義務付ける法律に基づき、当社は、プロモ

ーションやその他のプロジェクトに関連して、特定のデータ使用または共有に対して異議がある

か否かをお客様にお伺いすることがあります。そのような状況でお客様がオプトアウトした場合、

当社はお客様の決定を尊重します。 

商業的なメールの受信をオプトアウトしたり、サービスの利用を停止したりするには、

dataprivacy@analog.com にメールを送信するか、メッセージ内にある停止リンクをクリックして

ください。マーケティングメッセージの受信のオプトアウトは、製品/サービスの購入、保証登録、

製品/サービス体験、その他の取引の結果として当社に提供された個人データには適用されません。

当社がマーケティング目的でお客様の個人データを共有する第三者は、当社とは異なる独自のデ

ータプライバシーポリシーを有する場合があり、オプトアウト要求については、それらの第三者

に個別に問い合わせる必要があることにご注意ください。 

6. 個人データの開示 

適用される範囲で、当社は、お客様の個人データを以下の第三者に開示または当該第三者と共有

します。 

当事者 場所 個人データ 

当社のグループ

会社 

オーストラリア、オース

トリア、ブラジル、カナ

ダ、中国、デンマーク、

フランス、ドイツ、香

港、インド、アイルラン

ド、イスラエル、イタリ

ア、日本、韓国、マレー

シア、メキシコ、オラン

ダ、フィリピン、スコッ

トランド、セルビア、シ

ンガポール、スペイン、

スウェーデン、スイス、

台湾、タイ、トルコ、英

国、米国 

• ID データには、姓名、ユーザー名、または同

様の識別子が含まれます。 

• 連絡先データには、請求先住所、配送先住

所、メールアドレス、電話番号が含まれま

す。 

• 取引データには、お客様との間の支払いに関

する詳細、お客様が当社から購入した製品お

よびサービスのその他の詳細が含まれます。 

• 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、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、ブラウザの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とプラット

mailto:dataprivacy@analog.com
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当事者 場所 個人データ 

フォーム、および本ウェブサイトにアクセス

するために使用するデバイスに関するその他

の技術が含まれます。 

• プロフィールデータには、ユーザー名とパス

ワード、お客様が行った購入または注文、関

心、嗜好、フィードバック、アンケート回答

が含まれます。 

• 製品データには、お客様への製品またはサー

ビスを実現するために収集されたお客様に関

する情報が含まれます。 

• 利用データには、お客様による本サイト、製

品およびサービスの利用方法に関する情報が

含まれます。 

• マーケティングおよびコミュニケーションデ

ータには、当社および第三者からのマーケテ

ィングの受け取りに関するお客様の好みや、

お客様のコミュニケーション設定が含まれま

す。 

• 組み合わされた個人データには、集計データ

と個人データを組み合わせたデータセットが

含まれます。 

ディストリビュ

ーター、代理

店、ベンダー、

サービスプロバ

イダー 

当社には多くの法域に

ビジネスパートナーが

います。  

上記の行に記載されている個人データ 

さらに： 

• 法的要件に基づき、当社は、法律の要求に従い、または当社もしくは他者の法的権利を保護

もしくは行使する目的で、お客様の情報を共有する場合があります。例えば、法執行当局

（監督当局、調査当局、その他の政府機関など）からの要求や裁判手続きに関連して、制限

なくこれを行う場合があります。 

• 当社は、当社事業の全部または一部の将来的または実際の売却、合併、移転、その他の再編

成に関連して、お客様の情報を共有または移転する場合があります。 

• また当社は、個人データに該当しない情報を本サイトで収集した場合、当該情報を完全に使

用および開示する権利を留保します。 



プライバシーポリシー 

©2022 Analog Devices, Inc. All rights reserved.      2022 年 4 月 25 日 11 

7. 個人データを保管および処理する場所 

当社は、米国および ADI が事業を行うその他の地域（アイルランド、シンガポール、フィリピン

を含みます）にある ADI データセンターでお客様の個人データを保管します。当該個人データは 

ADI グループのためにアクセスできるようにされます。アクセスは常に、知る必要性に基づいて管

理され、要求されたサービスをお客様に提供するために必要な場合、または当社が必要もしくは

正当な機能を遂行できるようにするために必要な場合にのみ提供されます。当社の処理者は、お

客様の個人データを別の場所で保管する場合があります。処理者およびその具体的な場所の概要

については、こちらをご覧ください。  

本プライバシーポリシーに従ってお客様の個人データを ADI グループまたは第三者と共有する場

合、当社は、適用されるプライバシーおよびデータ保護法（存在する場合）から生じるすべての

要件を満たすよう徹底します。 

8. セキュリティ 

インターネット経由の送信は 100% 安全ということはなく、エラーが生じることもあります。た

だし、当社は、お客様の個人データが誤って紛失、不正な方法で使用もしくはアクセス、改ざん

または開示されることを防ぐために、合理的かつ適切なセキュリティ対策を講じています。さら

に当社は、お客様の個人データへのアクセスを、業務上知る必要のある従業員、代理人、請負業

者、その他の第三者に制限します。これらの者は、当社の指示に基づいてのみお客様の個人デー

タを処理し、秘密保持義務を課されます。 

またお客様は、本サイトへのアクセスに使用するパスワードとユーザー ID を保護するものとし、

当該パスワードまたはユーザー ID が漏えいした疑いがある場合は、dataprivacy@analog.com に

通知するものとします。お客様は、自身のパスワードおよびユーザー ID を介して行われた本サイ

トの不正利用について単独で責任を負います。 

当社は、疑われる個人データ侵害に対処するための手順を導入しており、侵害の通知が法的に要

求される場合、お客様および該当する規制当局に通知します。  

また、セキュリティ対策に加えて、当社によって処理されるお客様の情報を保護し、安全にする

ための物理上および管理上の手順も維持します。  

9. 第三者リンク 

本サイト上の第三者ウェブサイトへのリンクは、お客様の利便性のためにのみ提供されます。こ

れらのリンクを使用すると、お客様は本サイトを離れます。当社は、そのような第三者サイトの

検証を行っておらず、当該サイトのコンテンツやそのプライバシーおよびセキュリティポリシー

について責任を負いません。したがって、当社は、これらの第三者サイト、またはそこで見つか

る情報、ソフトウェア、その他の製品や資料、またはそれらを使用して得られる結果について、

推奨または表明を行いません。これらの第三者サイトのいずれかにアクセスする場合は、お客様

ご自身の責任で行ってください。 

10. ユーザーフォーラム 

本サイトのユーザーフォーラムを使用する場合、フォーラムの他のユーザーがお客様によって送

信された個人データを閲覧、収集または使用できること、およびお客様に未承諾メッセージを送

信するために当該個人データが使用される可能性があることにご注意ください。当社は、お客様

がこれらのフォーラム内で送信する情報について責任を負いません。 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6281/000000628121000294/adify2110k-ex21subsidiaries.htm
mailto:dataprivacy@analog.com
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11. お子様のプライバシー 

本サイトは成人を対象としています。当社は、13 歳未満のお子様から意図的または故意に個人デ

ータを収集することはなく、13 歳未満の個人が本サイト上で個人情報を提出しないよう求めてい

ます。お客様が保護者としての責任を有しており、お子様が（不正確な年齢を提出するなどして）

お客様の承認なく当社に個人データを提供したことに気付いた場合は、dataprivacy@analog.com 

までご連絡ください。 

保護者としての責任を負う人の承認なしに未成年者の個人データを処理していることが判明した

場合、当社は直ちに当該個人データを削除します。 

地域別の規定 

12. 地域別の規定：欧州連合 

お客様が欧州連合を拠点とする場合、本プライバシーポリシーの残りの部分に加えて、次の規定

が適用されます。 

(a) GDPR とは、個人データの取扱いに関連する自然人の保護および当該データの自由な移

転に関する、指令 95/46/EC を廃止する 2016 年 4 月 27 日の欧州議会および理事会の規

則 2016/679 を意味します。 

(b) 加盟国とは、欧州連合の加盟国を意味します。 

(c) 当社の EU の代理人は Nicole Jahn（Nicole.Jahn@analog.com）であり、当社の主たる事

業所の住所は Analog Devices International U.C., Bay F-1 Raheen Industrial Estate Limerick, 

Ireland です。 

(d) 当社がお客様の個人データを欧州経済領域外にある当社のグループ会社または第三者と

共有する場合、当社は、特に欧州委員会が採択した標準契約条項（GDPR 第 46 条（2）

（c））に署名することにより、お客様の個人データの継続的な保護を保証するための適

切な保護措置が講じられるようにします。これらの標準契約条項の詳細については、こ

ちらをご覧ください。さらに、必要に応じて、移転されるデータについて、本質的に同

等の EU 標準に適合した水準の保護を保証する補足措置を採用します。お客様は、当社が

締結しお客様に適用される標準契約条項の写しを受け取る権利を有します。 

(e) お客様の権利についてのさらなる詳細およびその行使方法に関する情報を以下に示しま

す。これらの権利のほとんどは絶対的なものではなく、法律の例外が適用されます。当

社はお客様の権利行使要求に 1 ヵ月以内に対応しますが、この期間を 2 ヵ月に延長する

権利を有します。対応期間を延長した場合は、要求から 1 ヵ月以内にお知らせします。

お客様の要求が明らかに根拠がなくまたは過剰である場合、当社は、そのような状況で

妥当な手数料を請求する権利または対応を拒否する権利を留保します。  

(i) アクセス： お客様は、当社がお客様の個人データを処理しているか否かを当社

に確認する権利を有し、処理している場合は、ご自身の個人データへのアクセ

スを要求することができます。これにより、お客様は、当社が保有するお客様

の個人データのコピーを受け取り、当社が当該個人データを適法に処理してい

ることを確認することができます。  

mailto:dataprivacy@analog.com
mailto:Nicole.Jahn@analog.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
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(ii) 訂正：お客様は、当社が保有する不完全または不正確なお客様の個人データの

訂正を求める権利を有します。myAnalog.com に登録している場合は、ご自身

の個人データを直接編集することができます。 

(iii) 消去：お客様は、特定の状況下で、個人データを消去または削除するよう当社

に求める権利を有します。当社は、特定の場合において、消去要求を拒否する

ことがあります。例えば、法律の遵守のため、または法律上の請求に関連して

当該個人データが必要とされる場合などがあります。 

(iv) 制限： お客様は、特定の個人データの処理を一時停止するよう当社に求める権

利を有します。例えば、お客様が当該個人データの正確性または処理理由を当

社に確認したい場合などです。 

(v) データポータビリティ：お客様は、（技術的に可能であれば）特定の個人デー

タをお客様または他者に移転するよう求めることができます。お客様は、当社

がお客様の個人データを読みやすい形式で他社に提供するよう求める権利を有

します。 

(vi) 異議：当社が当社の正当な利益に基づいてお客様の個人データを処理している

場合、お客様は、これに基づいて処理に異議を唱えることができます。ただし、

適用法により、当社は、当社の正当な利益に基づいてお客様の個人データの処

理を継続できる場合があります。 

(vii) 同意の撤回：特定の目的における個人データの処理に同意した場合、お客様は、

当該処理についての同意をいつでも撤回する権利を有します。同意を撤回して

も、撤回前の同意に基づく処理の適法性には影響しません。  

(viii) 監督当局への苦情の申し立て：当社は、苦情を解決するために最善を尽くしま

す。ただし、苦情が解決されていないと感じる場合、お客様は、自身の居住国、

勤務先の国、または適用されるデータ保護法の違反があったとされる国の監督

当局に苦情を申し立てる権利を有します。EU の監督当局とその連絡先につい

ては、こちらをご覧ください。 

13. 地域別の規定：英国 

お客様が英国を拠点とする場合、本プライバシーポリシーの残りの部分に加えて、次の規定が適

用されます。 

(a) 英国 GDPR とは、個人データの取扱いに関連する自然人の保護および当該データの自由

な移転に関する、指令 95/46/EC を廃止する 2016 年 4 月 27 日の欧州議会および理事会

の保持規則 2016/679 を意味します。 

(b) 当社の英国の代理人は Dev Patel（Dev.Patel@analog.com）です。 

(c) 当社がお客様の個人データを英国外にある当社のグループ会社または第三者と共有する

場合、第 12 (c) 項が準用されます。  

https://my.analog.com/
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:Dev.Patel@analog.com
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14. 地域別の規定：中国 

お客様が中国を拠点とする場合、本プライバシーポリシーの残りの部分に加えて、次の規定が適

用されます。 

(a) 中国データ保護法とは、中国の個人情報保護法（2021 年 11 月 1 日発効）、中国のデー

タセキュリティ法（2021 年 9 月 1 日発効）、その他の適用法（それぞれの適宜の改正ま

たは差替えを含みます）、およびこれらを施行するすべての規則を意味します。  

(b) 個人情報処理者。別段の記載がない限り、One Analog Way, Wilmington, MA, 01887, USA

に登録上の住所を有する ADI（以下「ADI」または「当社」）がお客様の個人情報の個人

情報処理者となります。 

(c) 当社の中国の代理人は Grace Lin（Grace.Lin@analog.com.）です。 

(d) 当社は、以下の状況において、お客様の関連する個人情報をお客様の同意なく収集およ

び使用することがあります。 

(i). お客様が当事者となる契約を締結および履行するために必要な場合 

(ii). 制定法上の義務または法的義務を履行するために必要な場合 

(iii). 公衆衛生上の緊急事態に対応するため、または緊急時に自然人の生命、健康、お

よび財産の安全を保護するために必要な場合 

(iv). 個人情報が、報道、世論管理、その他の公共の利益のための行為を目的として合

理的な範囲で処理される場合 

(v). 個人情報がお客様自身または他の正当な経路を通じてすでに公開されており、当

該個人情報の処理が適用法に基づき合理的な範囲で行われる場合 

(vi). 適用される法律、規制および国家標準で規定されているその他の状況 

(e) 機微な個人情報。当社が収集し処理するお客様の個人情報には、機微な個人情報が含ま

れる場合があります。機微な個人情報とは、自然人の尊厳に容易に害をもたらす、また

は個人や財産の安全を危険にさらす可能性のある個人情報を指します。お客様が利用す

るサービスに応じて、当社が処理するお客様の機微な個人情報には、支払情報、請求情

報などが含まれる場合があります。当社は、お客様に特定のサービスを提供するため、

および本プライバシーポリシーに記載するその他の目的のために、お客様の機微な個人

情報を処理する必要があります。当社は、お客様の個人情報（機微な個人情報を含みま

す）を、お客様の個人の権利および利益に最も影響を及ぼさない方法で処理します（例

えば、必要な人員のみに個人情報へのアクセスを認める、必要に応じて機微な個人情報

を送信および保存するときに暗号化技術を使用する、個人情報保護セキュリティ影響評

価を実施するなどがあります）。 

お客様は、当社が、本プライバシーポリシーに定める目的で、かつその条項に従って、

お客様の機微な個人情報を処理できることに同意するものとします。当社によってお客

様の機微な個人情報が処理されることを望まない場合は、当社の一部のサービスの利用

をお控えください（特定のサービスに関して収集および処理される機微な個人情報の種

類については上述のとおりです）。 
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(f) 個別の同意。適用される中国データ保護法に従い、お客様の機微な個人情報を処理する

場合、お客様の個人情報を「管理者から管理者」として第三者と共有する場合、お客様

の個人情報を公表する場合、またはお客様の個人情報を中国外に移転する場合、当社は、

お客様の個別の同意を求めることがあります。  

(g) 国際移転。お客様の個人情報を中国外に所在する当社のグループ会社または第三者と共

有する場合、当社は、お客様の個人情報の継続的な保護を保証するための適切な保護措

置が講じられるようにします。さらに、必要に応じて、所轄官庁が実施するセキュリテ

ィ評価を申請し、必要な認証を取得し、またはデータ受領者と標準契約を締結します。  

(h) お客様の個人情報の受領者。ADI は、お客様に役立つことを目的とした正当なビジネス

上の利用の実現に関連して、お客様が関心を持つ可能性のある製品、サービス、活動の

マーケティングおよびプロモーションの実施、ユーザーの要望の分析および把握、当社

の製品およびサービスの改善、ユーザー体験の向上などために、お客様の個人情報を世

界中の当社の関連会社と共有する場合があります。 

(i) 権利。中国居住者は、中国データ保護法に基づき以下の権利を有します。当社は、お客

様の権利要求に対し、当該要求を受け取ってから 15 営業日以内に対応します。それ以外

の場合は、遅延およびその理由をお知らせします。  

● アクセスおよびコピーの権利：お客様は、当社が処理しているお客様の個人情報へ

のアクセスを求める権利を有します。これにより、当社が保有するお客様の個人情

報のコピーを受け取ることができます。 

● 知る権利：お客様は、個人情報の処理規則を説明するよう当社に求める権利を有し

ます。  

● 訂正の権利：お客様は、当社が保有する不完全または不正確なお客様の個人情報の

訂正を求める権利を有します。myAnalog に登録している場合は、ご自身の個人情

報を直接編集することができます。 

 

● 消去の権利：お客様は、以下の場合に、当社に個人情報の消去または削除を求める

権利を有します。すなわち、処理目的が達成されたか、達成できない場合、関連す

る目的のために個人情報が不要となった場合、関連する製品もしくはサービスの提

供を当社が中止した場合、保管期間が満了した場合、お客様が同意を撤回し、その

他の処理の法的根拠が存在しない場合、当社による個人情報の処理が、適用される

法律、行政上の規則もしくは合意された要件に違反する場合、または法律や行政上

の規則で定められたその他の状況が生じた場合。ただし、法律や行政上の規則で定

められた保管期間が満了していない場合、個人情報の消去が技術的に不可能である

場合、または当社の法的義務を遵守するために個人情報の処理が必要な場合は、お

客様の要求に応えられない可能性があります。 

● データポータビリティ権：お客様は、当社が保有するお客様の個人情報を、お客様

が指定した他の個人情報処理者に移転するよう当社に求める権利を有します。当社

は、お客様の要求を検討し、当該要求が所轄官庁が定める関連条項に基づく適用法

定要件を満たしている場合、移転のための経路をお客様に適切に提供します。 
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● 同意を撤回する権利：お客様は、当社がお客様の同意に基づいてお客様の個人情報

を処理する場合、同意を撤回する権利を有します。同意を撤回した場合、当社は、

撤回された同意に対応したサービスをお客様に提供することができなくなります。  

● 自動化された意思決定に異議を唱える権利：お客様は、自動化された意思決定メカ

ニズムに基づく情報のプッシュおよび商業マーケティングに対して意義を唱える権

利を有します。さらに、自動化された意思決定に基づく決定がお客様の権利と利益

に重大な影響を及ぼす場合、お客様は、その問題を説明するよう当社に求める権

利、および自動化された意思決定のみに基づいて行われた決定に対して異議を唱え

る権利を有します。 

● myAnalog アカウントを登録解除する権利：お客様は、MyAnalog アカウントの登

録解除を当社に求めることができます。登録解除後、当社は、お客様への製品およ

び/またはサービスの提供を中止し、法律で別段の定めがある場合を除き、お客様の

要請に応じてお客様の個人情報を削除します。 

(j) 上記のいずれかの権利を行使する場合は、dataprivacy@analog.com にメールをお送りく

ださい。ADI は、有効な要求を検討し、実行します。要求が有効とみなされないか、ま

たは処理できない場合、ADI は、当該要求が無効である理由または処理できない理由、

ならびに監督当局および司法上の救済手段を通じて解決を求めるための選択肢をお伝え

します。お客様は、当社に対する苦情を中国の所管官庁に申し立てる権利を有します。 

(k) お子様のプライバシー：当社は、中国の 14 歳未満のお子様から意図的または故意に個人

情報を収集することはありません。お客様が保護者としての責任を有しており、お子様

がお客様の承認なく当社に個人情報を提供したことに気付いた場合は、

dataprivacy@analog.com に連絡して削除を求めることができます。 

15. 地域別の規定：米国 

お客様がカリフォルニア州を拠点とする場合、本プライバシーポリシーの残りの部分に加えて、

次の規定が適用されます。 

(a) カリフォルニア州データ保護法とは、2018 年カリフォルニア州消費者プライバシー法お

よび 2020 年カリフォルニア州プライバシー権法（それぞれの適宜の改正または差替えを

含みます）、ならびにこれらを施行するすべての規則を意味します。 

(b) 収集時の通知：本プライバシーポリシーの最終更新日に先行する 12 ヵ月間に当社が収集

したカリフォルニア州居住者の個人情報のカテゴリー（収集源や当該情報の使用および

共有方法を含みます）について詳しく知るには、以下のチャートを参照してください。

カリフォルニア州個人情報詳細（以下「チャート」）をダウンロード。当社は、当該個

人情報を以下の情報源カテゴリーから収集しました：チャートをダウンロード。当社は、

当該個人情報を以下の目的で収集しました：チャートをダウンロード。当社は、当該個

人情報を以下のカテゴリーの第三者と共有しました：チャートをダウンロード。当社は、

以下の特定の個人情報を収集しました：チャートをダウンロード。当社は、過去 12 ヵ月

間に以下のカテゴリーの個人情報を販売しました：当社は過去 12 ヵ月間に消費者の個人

情報を販売していません。当社は、過去 12 ヵ月間に、消費者に関する以下のカテゴリー

の個人情報を事業目的で開示しました：チャートをダウンロード。 
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(c) 販売通知：当社は、カリフォルニア州居住者の個人情報を販売することはありません。

また、16 歳以下のカリフォルニア州居住者の個人情報の販売についても現実に認識して

いません。 

(d) 追跡拒否：当社は、お客様のオンライン活動に関する情報を、経時的にかつさまざまな

サイトおよびアプリケーションにわたって随時収集する場合があります。また、お客様

が当社のウェブサイトを利用する際、お客様のオンライン活動に関する情報を、第三者

が、経時的に、かつさまざまなウェブサイト、オンラインもしくはクラウドコンピュー

ティングサービス、オンラインアプリケーション、またはモバイルアプリケーションに

わたって収集する場合があります。一部のブラウザは、「Do Not Track」機能に対応して

います。これは、訪問するさまざまなウェブサイトで追跡されたくないことをウェブサ

イトに伝える信号として意図されています。ただし、当社の Cookie に関する通知で説明

するとおりに特定の追跡を無効にすることもできます。 

(e) Shine the Light：お客様は、当社が第三者のダイレクトマーケティングのためにお客様

の個人情報を第三者に開示することに関する要求を提出することができます。要求を提

出するには、dataprivacy@analog.com にメールをお送りください。  

(f) 権利：カリフォルニア州居住者は、アクセス権、削除権、差別を受けない権利など、

CCPA に基づく特定の権利を有します。 

● 知る権利：お客様は、年に 2 回まで、以下を開示するよう当社に求める権利を有し

ます。（i）お客様からの要求があった日に先行する 12 ヵ月間に当社が収集したお

客様の個人情報のカテゴリー、（ii）当社が当該個人情報を収集した収集源のカテ

ゴリー、（iii）当該個人情報を収集または共有するビジネス上または商業上の目

的、（iv）当社が当該個人情報を共有した第三者のカテゴリー、および（v）その期

間中に収集された特定の個人情報。 

● 削除する権利：お客様は、ご自身の個人情報の削除を当社に求める権利を有しま

す。ただし、当該情報が収集された取引の完了、セキュリティインシデントの検

出、悪意のある、不正な、詐欺的または違法なアクティビティの防止、エラーの特

定および是正、法的義務の遵守、その他の認められている法的理由がある場合を除

きます。 

● 要求提出手順：お客様は、ご自身の個人情報を知るまたは削除するための要求を提

出する権利を有します。dataprivacy@analog.com にメールをお送りください。ま

た、権限を与えられた代理人を指定して、代理人に要求を提出させることもできま

す。当社は、お客様の要求の受領を確認し、可能な限り速やかに、すべての適用法

を遵守して当該要求に対応します。 

● 確認方法：お客様の個人情報がお客様の承認なく変更されないようにするため、お

よびお客様の個人情報が権限のない第三者に開示されないようにするため、当社

は、お客様の要求に対応する前に、要求対象の個人情報の種類、機微性および価値

に基づいた合理的な方法によりお客様の身元を確認するよう努めます。これには、

お客様の要求の中で提供された識別情報と当社が保有しているお客様の情報を照合

することが含まれますが、これに限定されません。要求対象の個人情報の機微性に

応じて、当社は、より厳格な確認方法によってお客様の身元を確認する場合もあり
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ます。これには、追加情報をお客様に求めること、虚偽であった場合に偽証罪とな

ることを承知した宣誓書へのお客様の署名を求めることが含まれますが、これらに

限定されません。 

● 差別禁止の権利：当社は、本項に定める権利を行使したことを理由にお客様を差別

しません。また、データプライバシー権の行使に応じて当社が以下を行うことはあ

りません。 

o 商品またはサービスを拒否する。 

o 割引やその他の特典の付与または罰金の適用などにより、商品またはサービス

に対して異なる価格または料金を請求する。 

o 異なる水準または品質の商品またはサービスを提供する。 

o お客様が、商品やサービスに対して異なる価格もしくは料金、または異なる水

準もしくは品質の商品やサービスを受ける場合があることを示唆する。 

 

● 未成年者の消去権：お客様が 18 歳未満のカリフォルニア州居住者である場合、お

客様は、コンテンツまたは情報を当社のソーシャルメディア環境に投稿し、それが

個人情報に該当する場合、その削除を求め、削除させる権利を有します。要求を提

出するには、dataprivacy@analog.com にメールをお送りください。削除は、投稿

したコンテンツまたは情報の完全な、または包括的な削除を保証するものではあり

ません。 
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	(ii) 訂正：お客様は、当社が保有する不完全または不正確なお客様の個人データの訂正を求める権利を有します。myAnalog.com に登録している場合は、ご自身の個人データを直接編集することができます。
	(iii) 消去：お客様は、特定の状況下で、個人データを消去または削除するよう当社に求める権利を有します。当社は、特定の場合において、消去要求を拒否することがあります。例えば、法律の遵守のため、または法律上の請求に関連して当該個人データが必要とされる場合などがあります。
	(iv) 制限： お客様は、特定の個人データの処理を一時停止するよう当社に求める権利を有します。例えば、お客様が当該個人データの正確性または処理理由を当社に確認したい場合などです。
	(v) データポータビリティ：お客様は、（技術的に可能であれば）特定の個人データをお客様または他者に移転するよう求めることができます。お客様は、当社がお客様の個人データを読みやすい形式で他社に提供するよう求める権利を有します。
	(vi) 異議：当社が当社の正当な利益に基づいてお客様の個人データを処理している場合、お客様は、これに基づいて処理に異議を唱えることができます。ただし、適用法により、当社は、当社の正当な利益に基づいてお客様の個人データの処理を継続できる場合があります。
	(vii) 同意の撤回：特定の目的における個人データの処理に同意した場合、お客様は、当該処理についての同意をいつでも撤回する権利を有します。同意を撤回しても、撤回前の同意に基づく処理の適法性には影響しません。
	(viii) 監督当局への苦情の申し立て：当社は、苦情を解決するために最善を尽くします。ただし、苦情が解決されていないと感じる場合、お客様は、自身の居住国、勤務先の国、または適用されるデータ保護法の違反があったとされる国の監督当局に苦情を申し立てる権利を有します。EU の監督当局とその連絡先については、こちらをご覧ください。

	13. 地域別の規定：英国
	(a) 英国 GDPR とは、個人データの取扱いに関連する自然人の保護および当該データの自由な移転に関する、指令 95/46/EC を廃止する 2016 年 4 月 27 日の欧州議会および理事会の保持規則 2016/679 を意味します。
	(b) 当社の英国の代理人は Dev Patel（Dev.Patel@analog.com）です。
	(c) 当社がお客様の個人データを英国外にある当社のグループ会社または第三者と共有する場合、第 12 (c) 項が準用されます。

	14. 地域別の規定：中国
	お客様が中国を拠点とする場合、本プライバシーポリシーの残りの部分に加えて、次の規定が適用されます。
	(a) 中国データ保護法とは、中国の個人情報保護法（2021 年 11 月 1 日発効）、中国のデータセキュリティ法（2021 年 9 月 1 日発効）、その他の適用法（それぞれの適宜の改正または差替えを含みます）、およびこれらを施行するすべての規則を意味します。
	(b) 個人情報処理者。別段の記載がない限り、One Analog Way, Wilmington, MA, 01887, USAに登録上の住所を有する ADI（以下「ADI」または「当社」）がお客様の個人情報の個人情報処理者となります。
	(c) 当社の中国の代理人は Grace Lin（Grace.Lin@analog.com.）です。
	(d) 当社は、以下の状況において、お客様の関連する個人情報をお客様の同意なく収集および使用することがあります。
	(v). 個人情報がお客様自身または他の正当な経路を通じてすでに公開されており、当該個人情報の処理が適用法に基づき合理的な範囲で行われる場合
	(e) 機微な個人情報。当社が収集し処理するお客様の個人情報には、機微な個人情報が含まれる場合があります。機微な個人情報とは、自然人の尊厳に容易に害をもたらす、または個人や財産の安全を危険にさらす可能性のある個人情報を指します。お客様が利用するサービスに応じて、当社が処理するお客様の機微な個人情報には、支払情報、請求情報などが含まれる場合があります。当社は、お客様に特定のサービスを提供するため、および本プライバシーポリシーに記載するその他の目的のために、お客様の機微な個人情報を処理する必要がありま...
	お客様は、当社が、本プライバシーポリシーに定める目的で、かつその条項に従って、お客様の機微な個人情報を処理できることに同意するものとします。当社によってお客様の機微な個人情報が処理されることを望まない場合は、当社の一部のサービスの利用をお控えください（特定のサービスに関して収集および処理される機微な個人情報の種類については上述のとおりです）。
	(f) 個別の同意。適用される中国データ保護法に従い、お客様の機微な個人情報を処理する場合、お客様の個人情報を「管理者から管理者」として第三者と共有する場合、お客様の個人情報を公表する場合、またはお客様の個人情報を中国外に移転する場合、当社は、お客様の個別の同意を求めることがあります。
	(g) 国際移転。お客様の個人情報を中国外に所在する当社のグループ会社または第三者と共有する場合、当社は、お客様の個人情報の継続的な保護を保証するための適切な保護措置が講じられるようにします。さらに、必要に応じて、所轄官庁が実施するセキュリティ評価を申請し、必要な認証を取得し、またはデータ受領者と標準契約を締結します。
	(h) お客様の個人情報の受領者。ADIは、お客様に役立つことを目的とした正当なビジネス上の利用の実現に関連して、お客様が関心を持つ可能性のある製品、サービス、活動のマーケティングおよびプロモーションの実施、ユーザーの要望の分析および把握、当社の製品およびサービスの改善、ユーザー体験の向上などために、お客様の個人情報を世界中の当社の関連会社と共有する場合があります。
	(i) 権利。中国居住者は、中国データ保護法に基づき以下の権利を有します。当社は、お客様の権利要求に対し、当該要求を受け取ってから 15 営業日以内に対応します。それ以外の場合は、遅延およびその理由をお知らせします。
	(j) 上記のいずれかの権利を行使する場合は、dataprivacy@analog.com にメールをお送りください。ADIは、有効な要求を検討し、実行します。要求が有効とみなされないか、または処理できない場合、ADIは、当該要求が無効である理由または処理できない理由、ならびに監督当局および司法上の救済手段を通じて解決を求めるための選択肢をお伝えします。お客様は、当社に対する苦情を中国の所管官庁に申し立てる権利を有します。
	(k) お子様のプライバシー：当社は、中国の 14 歳未満のお子様から意図的または故意に個人情報を収集することはありません。お客様が保護者としての責任を有しており、お子様がお客様の承認なく当社に個人情報を提供したことに気付いた場合は、dataprivacy@analog.com に連絡して削除を求めることができます。


	15. 地域別の規定：米国
	(a) カリフォルニア州データ保護法とは、2018 年カリフォルニア州消費者プライバシー法および 2020 年カリフォルニア州プライバシー権法（それぞれの適宜の改正または差替えを含みます）、ならびにこれらを施行するすべての規則を意味します。
	(b) 収集時の通知：本プライバシーポリシーの最終更新日に先行する 12 ヵ月間に当社が収集したカリフォルニア州居住者の個人情報のカテゴリー（収集源や当該情報の使用および共有方法を含みます）について詳しく知るには、以下のチャートを参照してください。カリフォルニア州個人情報詳細（以下「チャート」）をダウンロード。当社は、当該個人情報を以下の情報源カテゴリーから収集しました：チャートをダウンロード。当社は、当該個人情報を以下の目的で収集しました：チャートをダウンロード。当社は、当該個人情報を以下のカテ...
	(c) 販売通知：当社は、カリフォルニア州居住者の個人情報を販売することはありません。また、16 歳以下のカリフォルニア州居住者の個人情報の販売についても現実に認識していません。
	(d) 追跡拒否：当社は、お客様のオンライン活動に関する情報を、経時的にかつさまざまなサイトおよびアプリケーションにわたって随時収集する場合があります。また、お客様が当社のウェブサイトを利用する際、お客様のオンライン活動に関する情報を、第三者が、経時的に、かつさまざまなウェブサイト、オンラインもしくはクラウドコンピューティングサービス、オンラインアプリケーション、またはモバイルアプリケーションにわたって収集する場合があります。一部のブラウザは、「Do Not Track」機能に対応しています。これ...
	(e) Shine the Light：お客様は、当社が第三者のダイレクトマーケティングのためにお客様の個人情報を第三者に開示することに関する要求を提出することができます。要求を提出するには、dataprivacy@analog.com にメールをお送りください。
	(f) 権利：カリフォルニア州居住者は、アクセス権、削除権、差別を受けない権利など、CCPA に基づく特定の権利を有します。


