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最終更新日：2020 年 10 月 30 日 

 

 
 
当社の概要とこの通知の適用方法について 
Pentair は、あなたのプライバシーを重視しています。この通知は、Pentair があなたについて収
集する可能性がある個人情報について説明します。 

• あなたがこのプライバシー通知にアクセスしている、当社が運営するウェブサイトを通
じて (以下、「ウェブサイト」) 

• コンピューターまたはモバイル デバイス上およびそれらを通じて、当社がその利用を可
能にしているソフトウェア アプリケーション (以下、「アプリ」) を通じて 

• インターネットに接続されている当社の水ソリューション製品を含む、当社の「モノの
インターネット」に接続されているかまたは接続できるデバイス (以下、「IoT デバイ
ス」) のいずれかを通じて 

• あなたがこのプライバシー通知にアクセスしている、当社が管理する当社のソーシャル 

メディア ページとアプリ (以下、総称して「ソーシャル メディア ページ」) を通じて 

• このプライバシー通知へのリンクが含まれた、当社があなたに送信する HTML 形式の電
子メールメッセージを通じて 

• Web ベースのトレーニングや対面イベントなど、当社とのその他のオンラインおよびオ
フラインのやり取りを通じて 

当社は、ウェブサイト、アプリ、IoT デバイス、ソーシャル メディア ページ、電子メールとそ
の他のオンラインおよびオフラインでの活動を、「サービス」と総称します。 

この通知の目的上、「Pentair」とは、このプライバシー通知にリンクするか、その他の方法で
お客様にプライバシー通知提供する Pentair plc およびその子会社を指します。一部の子会社
は、自社の Web サイトに個別のプライバシー通知を掲載する場合があり、このプライバシー通
知ではなく、その場合は、独自に掲載されたプライバシー通知の対象となることに注意してく
ださい。 

当社の概要とこの通知の適用方法について 

Pentair は、信頼こそがあらゆる関係の礎であると考えています。この通知では、Pentair 

が、ウェブサイト、アプリケーションやその他の手段を通じ、あなたについて収集する可

能性がある個人情報 、この情報を当社が利用および開示する方法、およびあなたが知って

おくべきその他の関連情報について説明します。 
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当社があなたの個人情報を収集および保持する方法 
「個人情報」は、あなたを個人として特定する、または特定できる個人に関連付ける情報を指
します。Pentair があなたの個人情報を収集する場合、当社は収集の目的に関連し、適切で、過
剰でない情報を収集するよう努めます。 
 

● 当社があなたについての情報を収集する可能性がある方法には、以下が含まれます。 

o 当社は、電話、当社のウェブサイト、オンライン ビデオ通話、当社のオンライ
ンまたはモバイル アプリケーション、サービス、当社の名義書換代理人または
オンライン広告など、さまざま情報源から個人情報を収集する可能性があり 
ます。 

▪  サービスを通じて：たとえば、当社はビジネス関係の開始または実施
中、イベント、トレーニングまたは見本市の期間中、あなたがニュース
レターを購読する、出版物をリクエストする、アカウントを作成する、
製品を返品または交換する、ギフトカードを有効にする、アンケートに
記入する、Pentair のイベントやオンライン サービスに登録する、詳細な
情報を求めて当社に連絡する、当社の IoT デバイスまたはアプリをインス
トールし使用する、ソーシャル メディア プラットフォームにログイン中
またはログアウトする前に当社のサイトを訪問する際に、個人情報を収
集する可能性があります。 

▪  その他の情報源から：当社は、公的な情報源または第三者のデータ プロ
バイダから個人情報を収集する可能性があります。たとえば、当社の人
事チームは、採用候補者を特定するために LinkedIn や他のソーシャル メ
ディア プラットフォームを活用する可能性があります。各ソーシャル メ
ディア プラットフォームには、あなたがそのウェブサイトにアクセスす
る際に彼らが処理するあなたの個人情報について、独自のポリシーがあ
ります。彼らによるあなたの個人情報の使用に懸念または質問がある場

当社があなたの個人情報を収集および保持する方法 

Pentair があなたの個人情報を収集する場合、当社は収集の目的に関連し、適切で、過剰
でない情報を収集するよう努めます。 当社は、直接あなたから、Cookie などの技術か
ら、および第三者を含むさまざまな情報源から、あなたについての個人情報を収集、 

作成、観察する可能性があります。これらの種類のデータには、連絡先情報、コミュ 

ニケーションおよび支払データ、またはマーケティング データなどを含む可能性があり
ます。 当社は、長期間の保持が法によって認められていない限り、このプライバシー通
知に記載されている目的を満たすために必要な期間、あなたの個人情報を保持します。 
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合は、それらを利用する前に該当するプライバシー ポリシーを注意深く
読む必要があります。当社は、潜在的な顧客を特定するために共同で 
マーティングを行うパートナーと、株主とのやりとりを調整するために
名義書換代理人と、または Pentair の従業員へサービスを提供するために
他の第三者と協業する可能性があります。 
 

● 当社が収集する可能性がある個人情報の種類には、以下が含まれます。 
o 氏名、肩書、電話番号、住所および電子メール アドレスなどの連絡先情報。 
o 注文、質問、写真／ビデオ、フィードバックなど、あなたが提出したコミュニ 
ケーションに関する情報。 

o 言語、年齢、性別など、人口統計学的情報。 
o 電子メールの購読、頻度に関する選好など、マーケティングにおける選好。 
o クレジットカードの詳細およびアカウント情報など、支払情報。 
o 当社の IoT デバイスまたはアプリをインストールし使用するときの当社モバイル 
アプリの利用規約で定義されている「デバイス データ」。 

▪  たとえば、アプリには、プール ビルド サイトにインストールしたオンサ
イト カメラにアプリを接続して、それらのカメラでアプリを通じてキャ
プチャした写真やビデオ コンテンツ（ライブ ストリーミングやタイムラ
プス ビデオなど）を表示できる機能が含まれている場合があります。 

o 本サービスを利用するために登録するときのユーザー資格情報。 
 
当社は、リクエストされたサービスをあなたに提供するために、個人情報を収集する必要
があります。当社がリクエストした情報をあなたが提供しない場合、サービスを提供でき
ないことがあります。サービスに関連して、あなたが他の人々に関する個人情報を当社ま
たは当社のサービス プロバイダへ開示する場合、あなたはその開示を行う権限およびこの
プライバシー通知に従って当社による情報の利用を許可する権限を持っていることを表明
したことになります。 
 

● 当社があなたの個人情報を保持する期間は、収集の目的とその本質によります。当社
は、長期間の保持が法によって求められていない限り、このプライバシー通知に記載さ
れている目的を満たすために必要な期間、あなたの個人情報を保持します。当社が保持
期間を決定するために使用する主な基準には以下を含みます： 

o あなたが Pentair にアクティブなアカウントまたは関係を持っている期間。 
o 当社が潜在的な顧客またはビジネス パートナーとしてあなたを知る時。 
o 裁判所命令、法律、法的手続きに当社が従う必要がある時。 
o 税および監査目的、健康と安全に関する情報、制限、訴訟または法的調査に適用
可能な法令に関して、法的要件および専門家ガイドラインが必要とする時。 
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当社があなたの個人情報を利用する方法 
Pentair は、あなたにサービスを提供する、当社のサービスを向上する、あなたが自身の個人情
報を当社に提供した目的を達成するため、および以下を含め正当なビジネスの目的のために、
あなたの個人情報を利用する可能性があります： 

● サービスの機能性を提供し、あなたのリクエストに応えるため。 

o 注文の処理、購入製品の登録、保証クレームの処理、関連するカスタマー サー
ビスの提供など、あなたがリクエストした取引を実行するため。 

o あなたのアカウントおよび購入済み製品についてあなたに連絡する、あなたの問
い合わせに対応する、あなたのリクエストに応えるため。 

o 当社の契約条件およびポリシーの変更など、管理上の情報をあなたへ送付する 
ため。 

o 購入済み製品に対してサービスを提供し、製品機能に関して請求された情報を送
付するため。 

 
当社は、あなたとの契約上の関係の管理および／または法的義務の履行のためにこ
れらの活動に従事します。 

 

● 情報および／またはマーケティング素材をあなたに提供するため。 

o あなたが関心を持つ可能性がある、Pentair の製品またはサービスについてあな
たに知らせるため。 

o Pentair の製品およびサービスのご利用に関するアンケートをあなたに送付する
ため。 

o あなたがその利用を選択するソーシャル シェアリング機能を促進するため。た
とえば、当社のサービスには、Facebookの「いいね」ボタンやウィジェット、
「これを共有」ウィジェット、または当社のサービスで実行されるインタラクテ
ィブなミニプログラムなどのソーシャルメディア機能が含まれています。 
 

当社は、あなたの同意により、または当社に正当な利益がある場合、これらの活動
に従事します。 

 

当社があなたの個人情報を利用する方法 
Pentair は、あなたへのサービスの提供、当社のサービスの向上、または取引の実行、あ
なたとのコミュニケーションおよび当社のビジネス運営など、あなたが自身の個人情報
を当社に提供して目的を達成するために、あなたの個人情報を利用する可能性があり 

ます。Pentair には、あなたの同意や Pentair の正当な利益などの、状況に応じてあなたの
個人情報を利用するための複数の法的根拠があります。 
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● 業績報告およびカスタム化されたサービスの提供のために個人情報を分析するため。 

o 当社のデジタル コンテンツがどのように利用されているかに関する集計された
トレンド報告を用意する目的で、ユーザーの選好を分析または予測し、当社のサ
ービスを向上するため。 

o あなたの関心事と選好についてよりよく理解し、それによってあなたとのやりと
りをカスタム化し、あなたの関心に合わせた情報および／またはプロモーション
を提供できるようになるため。 

o あなたの選好についてよりよく理解し、それによってあなたとより関連性があり
関心があると当社が考えるサービスを通じて、コンテンツを提供できるようにな
るため。 

 
当社は当社の正当な利益に基づき、あなたの同意を得て、適用法によって要求され
る範囲内で、カスタム化されたサービスを提供します。 

 

● 当社の事業目的を達成するため。 

o 事業を運営し、Pentair およびその他の権利と財産の保護を含め、リスクを管理
するため。 

o 監査やセキュリティ ポリシーなど、法的要件および社内ポリシーに準拠する 

ため。 

o 新製品またはサービスの開発のため。 

o イベントやトレーニングを含む、当社の製品およびサービスを改善、強化、また
は変更する。 

o 最もユーザーの関心が高い当社のサービスが何かを理解するなど、利用傾向を特
定するため。 

o 当社のプロモーション キャンペーンの効果を判定し、それによってキャンペー
ンをユーザーのニーズと関心に合ったものにするため。 
 

当社は、あなたとの契約上の関係の管理のため、法的義務の履行のため、および／
または当社に正当な利益があるため、これらの活動に従事します。 

 
• 懸賞、コンテストまたはその他のプロモーションへのあなたの参加を可能にするため。 

o 当社は、懸賞、コンテスト、またはその他のプロモーションへの参加の機会をあ
なたに提供することがあります。 

o これらのプロモーションの一部には、当社があなたの個人情報を利用および開示
する方法に関する情報を含め、追加のルールが適用されます。 
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当社は、あなたとの契約上の関係を管理するためにこの情報を利用します。 
 

• 個人情報の集計および／または匿名化のため。 

o 当社は、個人情報を集計および／または匿名化する可能性があり、それによって
これらの情報は個人情報とはみなされなくなります。当社は、あらゆる目的で利
用および開示する可能性がある、その他のデータを当社が利用するために生成す
る目的で、それを行います。それらのデータを利用してあなたおよびその他の個
人を特定することは、もはやできなくなっているためです。 

 
 

 

当社があなたの個人情報を共有する方法 
Pentair は、このプライバシー通知に記載されている活動を含め、あなたの個人情報をグループ
内の他の企業、ブランド、部門および子会社と共有する可能性があります。また、以下に説明
するように、選択した第三者とお客様の個人情報を共有する場合があります。 

当社が個人情報を共有する相手先： 

• 当社の関連会社と、このプライバシー通知に記載にした目的のために共有します。当社
の関連企業一覧および住所はこちらをご覧ください。Pentair plc が、共同利用される個
人情報の管理に責任を持ちます。 

• 当社の指示で活動を行う、信頼できる第三者のサービス プロバイダと共有します。これ
らの活動には、上記の「当社があなたの個人情報を利用する方法」に記載されている、
Pentair が行う一切の活動を含む可能性があります。たとえば、これらの活動には、ウェ
ブサイトのホスティング、データ分析、支払処理、受注処理、情報技術および関連する
インフラの提供、カスタマー サービス、電子メール送達、監査、その他のサービスを含
むことがあります。 

当社があなたの個人情報を共有する方法 
Pentair は、あなたの個人情報をグループ内の他の企業、ブランド、部門および子会社と
共有する可能性があります。Pentair は、あなたの同意がある場合、法によって認められ
る場合、または法による要請がある場合に当社を代理して処理を行う第三者とあなたの
個人情報を共有する可能性があります。個人情報の受領者は、欧州経済地域 (EEA) 外の
国を含め、情報が収集された国以外に存在する可能性があります。このようなケースで
は、Pentair はデータのプライバシー保護が適切なレベルで行われるよう、措置を講じ 

ます。 
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• 第三者があなたの選択に応じたマーティング コミュニケーションを送付できるよう、第
三者と共有します。 

• 当社のサービスを通じて提供される特定のビジネス パートナーからのオファーを受け入
れる場合は、サードパーティのビジネス パートナー。 

• IoT デバイス (デバイス データを含む) に関係する情報を特定の販売店と共有するために
アプリを設定するときに、信頼できる販売店と共有します。販売店は、この情報を使用
して IoT デバイスの監視とサービス提供を行ったり、関連する製品やサービスを提供す
る可能性があります。あなたは、いつでもアプリ設定を通じて、この情報を販売店と共
有することを中止することができます。これにより、あなたがそのような共有を中止す
る前に販売店が受け取った情報を販売店が継続的に保管し使用することが影響を受ける
ことはありません。 

• アプリを通じてあなたが IoT デバイスの共有ユーザーに指定した他の人と共有します。
そのような共有ユーザーは、アプリに保存された情報へのアクセス権が付与され、アプ
リを通じて IoT デバイスの監視とコントロールを行うことができます。 

• 本サービスを利用することにより、掲示板、チャット、プロフィールページ、ブログ
（ソーシャルメディアページを含むがこれに限定されない）に情報やコンテンツを投稿
するとき、およびトレーニング、ワークショップ、その他のイベントに参加するとき
に、個人情報を開示することを選択できます。これらのサービスを通じてあなたが投稿
または開示した一切の情報が公開され、他のユーザーまたは一般大衆が利用できる可能
性があることにご注意ください。 

• あなたのサービス アカウントをご自分のソーシャル メディア アカウントとリンクさせ
る場合、そのソーシャル メディア アカウントに関連付けられたあなたのフレンド、そ
の他のユーザー、およびご自分のソーシャル メディア アカウント プロバイダと情報を
共有することになります。そうすることで、あなたは、この情報共有を促進することを
当社に許可し、共有された情報の利用が、ソーシャル メディア プロバイダのプライバ
シー ポリシーに準拠することを了承したことになります。 

• 懸賞、コンテストまたは類似のプロモーションの第三者のスポンサーと共有します。 
 

 

あなたの個人情報のその他の利用および開示 
当社は、また、必要性または適切性に応じ、当社に法的義務がある、またはそれを行う正
当な利益がある場合、あなたの個人情報を利用および開示します。 
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当社は、また、必要性または適切性に応じ、当社に法的義務がある、またはそれを行う正当な
利益がある場合、あなたの個人情報を利用および開示します： 

• あなたが居住する国以外の法を含む、法および規制に準拠するため。 

• 当社が重要と考える情報への要請に対応する、または提供するなど、公的および政府 
機関に協力するため。これらには、あなたが居住する国以外の機関を含むことがあり 
ます。 

• 法執行機関の要請と命令に応える、または当社が重要と考える情報を提供する場合な
ど、法執行機関に協力するため。 

• 当社の契約条件の強化、当社および／または当社の関連会社、あなた、またはその他の
権利、プライバシー、安全または財産の保護を含む、その他の法的理由のため。 

• 当社は、一切の組織再編、合併、売却、合弁事業、譲渡、移転、または当社の事業、 
資産または株式の全部または一部の処分 (あらゆる破産または同様の手続きに関連す 
る場合を含みます) における、あなたの個人情報の第三者への開示または移転に正当な
利益があります。このような第三者には、買収企業およびそのアドバイザーなどを含み
ます。 

 

「その他の情報」は、以下のような個人の具体的な身元を明らかにしない、または特定可能な
個人に直接関連付けない一切の情報を指します。 

• ブラウザおよびデバイス情報 
• アプリ利用データ 
• IoT デバイスを通じて収集した情報 (インストールに関するデータ、製品構成、設定、使
用状況、地理的位置、運用データなど)  

• Cookie、ピクセル タグおよびその他のテクノロジーを通じて収集した情報 
• あなたの具体的な身元を明らかにしない、あなたが提供した人口統計学的情報およびそ
の他の情報  

• あなたの具体的な身元をもはや明らかにしない方法で集計された情報 

適用される法の下で個人情報としてその他の情報を扱うことを当社が求められる場合、当社は
この通知に詳細が記載されている個人情報を利用および開示する目的のため、これを利用およ
び開示する可能性があります。 

その他の情報 
当社は以下のような個人の具体的な身元を明らかにしない、または特定可能な個人に直接
関連付けない「その他の情報」を収集、使用、および開示することがあります。ブラウザ
とデバイスの情報、アプリの使用状況データ、Cookie、ピクセル タグ、その他のテクノロ
ジーを通じて収集された情報が含まれます。 
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その他の情報の収集 

当社は、以下を含むさまざまな方法でその他の情報を収集する可能性があります： 

• ブラウザまたはデバイスを通じて： 

o 使用中の媒体アクセス制御 (MAC) アドレス、コンピューターの種類 (Windows ま
たは Mac)、スクリーンの解像度、オペレーティング システムの名称およびバー
ジョン、デバイスのメーカーおよびモデル、言語、インターネット ブラウザの
種類とバージョン、サービス (アプリなど) など、ほとんどのブラウザによっ
て、またはあなたのデバイスを通じて自動的に収集される一定の情報。サービス
が適切に機能するよう、当社がこの情報を利用します。 
 

• アプリの使用を通じて： 

o アプリをダウンロードして利用する場合、当社および当社のサービス プロバイ
ダは、あなたのデバイス番号に基づいて、あなたのデバイス上のアプリが当社の
サーバにアクセスした日時、およびアプリにダウンロードされた情報とファイル
の種類など、アプリの利用データを追跡および収集する可能性があります。 
 

• Cookie の利用によって： 

o Cookie は、あなたが利用するコンピューターに直接保存される情報のピース 

です。Cookie により、当社はブラウザの種類、サービスの利用時間、訪問したペ
ージ、言語の選好、およびその他のトラフィック データなどの情報を収集する
ことができます。当社および当社のサービス プロバイダは、セキュリティ目
的、ナビゲーションの促進、情報のより効果的な表示およびあなたの体験をカス
タム化するために情報を利用します。また、当社は、デザインおよび機能性を継
続的に改善し、どのように利用されているかを理解し、問題の解決に役立てるた
め、サービスの利用に関する統計的な情報を収集します。Cookie により、当社は
さらに、どの広告またはキャンペーンがあなたに最も訴求効果があるかを選択
し、あなたがサービスを利用している間に表示できるようになります。当社は、
また、当社の広告への反応を追跡するため、オンライン広告に Cookie またはそ
の他のテクノロジーを利用する可能性があります。 

o 当社は、現在、ブラウザの追跡拒否シグナルに対応していません。Cookie の利用
による情報の収集を望まない場合、ほとんどのブラウザで Cookie を自動的に拒
否できる、あるいは個別にウェブサイトで個別の Cookie (または複数の Cookie) 

を拒否または許可する選択肢を与えられています。または、
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html をご参照いただけ 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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ます。しかし、Cookie を拒否する場合、サービスの利用において、一部、不便な
経験をされる可能性があります。また、広告またはあなたの関心やニーズに関連
するその他のキャンペーンを受領しないことも可能です。 
 

• ピクセル タグおよびその他の類似したテクノロジーの利用を通じて： 

o ピクセル タグ。サービスのユーザーのアクションを追跡する (電子メールの受領
者を含む)、当社のマーケティング キャンペーンの効果を測定する、およびサー
ビスの利用と反応率に関する統計を集計するために、ピクセル タグ (ウェブ ビー
コンまたはクリア GIF) も他のものと共に利用されます。 

o Analytics。当社は、Cookie および類似のテクノロジーを利用してサービスの利用
に関する情報を収集および分析する、およびアクティビティとトレンドに関して
レポートする、Google Analytics および Adobe Analytics を利用します。これらの 

サービスは、その他のウェブサイト、アプリおよびオンライン リソースの利用
に関連する情報も収集する可能性があります。Google の慣行については 

www.google.com/policies/privacy/partners/ をご覧ください。Google が提供するオ
プトアウトを実行するにはhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout で提供されて
いるオプトアウト ブラウザ アドオンである Google Analytics をダウンロードし 

ます。Adobe が提供するオプトアウトは、次のサイトにアクセスして実行でき 

ます。https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html  
 

• Adobe Flash (Flash ローカル シェアード オブジェクト (以下、「Flash LSO」)) およびその
他の類似のテクノロジーの利用： 

o 当社は、特にあなたのサービスの利用についての情報を収集および保管するため
に、Flash LSO およびその他のテクノロジーを利用する可能性があります。あな
たのコンピューターに Flash LSO を保存したくない場合、 [Website Storage 

Settings (ウェブサイト保管設定)] パネルのツールを使用して Flash LSO の保管をブ
ロックするために Flash プレーヤーの設定を調節できます。また、[Global Storage 

Settings (グローバル保管設定)] パネルで、指示に従う (たとえば、既存の Flash 

LSO を削除する方法 (以下、「情報」)、確認なくあなたのコンピューターに Flash 

LSO を配置しないようにする方法、その時点であなたが閲覧しているページのオ
ペレータによって配信されていない Flash LSO をブロックする方法を説明する) こ
とができます。Flash LSO を制限または受諾を限定する Flash Player の設定によ
り、一部の Flash の機能性を低減または妨害する可能性があることにご注意くだ
さい。 
 
 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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• IP アドレス： 

o あなたの IP アドレスは、インターネット サービス プロバイダによってあなたの
コンピューターに自動的に割り当てられます。IP アドレスは、ユーザーがサービ
スにアクセスする際に、訪問時間および訪問したページと共に、当社のサーバ 

ログ ファイルで自動的に特定され、記録されます。IP アドレスの収集は標準的
な慣行であり、多くのウェブサイト、アプリケーションおよびその他のサービス
によって自動的に行われます。当社は、利用レベルの計算、サーバの問題の診断
およびサービスの管理などを目的として IP アドレスを利用します。当社は、あ
なたの IP アドレスから大まかな位置を割り出す可能性があります。 

• 物理的位置： 

o 当社は、あなたがアプリで IoT デバイスの物理的位置を手作業で入力するか、ア
プリでの地図機能の使用に同意するときに、当社が信頼する販売店の 1 つが本製
品をインストールするために使用する携帯電話の位置を通じて、IoT デバイスの
物理的位置を収集する可能性があります。 

o 当社は、衛星、携帯電話の中継塔、Wi-Fi 信号などを利用して、あなたのデバイ
スの物理的位置を収集する可能性があります。当社は、あなたのデバイスの物理
的位置を利用して、位置に基づくカスタマイズした IoT デバイス向けサービスを
あなたに提供する可能性があります。当社および当社のサービス プロバイダー
は、お客様が閲覧した広告に関する情報および当社が収集するその他の情報と組
み合わせて、お客様のデバイスの物理的な場所を使用して、よりパーソナライズ
されたコンテンツを提供し、当社の広告キャンペーンの効果を調査する場合があ
ります。場合によっては、あなたにはそのような使用および／またはデバイス位
置の共有を許可または却下する権限が付与されることがあります。しかし、あな
たがそうする場合でも、当社および／または当社のビジネス パートナーとマー
ケティング パートナーは、あなたにふさわしいカスタマイズされたサービスお
よびコンテンツを提供することはできません。 
 

その他の情報の利用および開示  

当社は、当社が要求される場合を除き、適用法の下であらゆる目的のためにその他の情報を使
用および開示する可能性があります。一部のケースでは、当社はその他の情報を個人情報を組
み合わせる可能性があります。その場合、当社は、組み合わされている限り、組み合わされた
情報を個人情報として扱います。 
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あなたの個人情報のセキュリティ 
あなたの情報のセキュリティは当社にとって重要です。Pentair は、あなたの個人情報の機密
性、完全性および可用性を保護するために、技術的および組織的な保護措置を講じています。
残念ながら、100% の安全を保証できるデータ送信または保管システムは存在しません。当社と
のやりとりがもはや安全ではないとあなたが信じる理由がある場合は、下記の「当社の連絡
先」セクションに従って、速やかに当社に通知してください。 

 
あなたの個人情報へのアクセスおよび選択 
登録済みのアカウントをお持ちの場合は、個人用ダッシュボードを介して、登録済みのアカウ
ントに含まれる個人情報への変更にアクセス、確認、および管理できます。 

あなたは、下記の「当社の連絡先」セクションに従って当社に連絡することで、以前、当社に
提供した個人情報のレビュー、修正、更新、停止、制限または削除を依頼すること、または別
の国に送信する目的であなたの個人情報の電子コピーを受領するよう依頼することができます 

(データ可搬性へのこの権利が適用法によってあなたに適用される範囲において)。当社は、 

適用法にしたがってあなたの依頼に対応します。 

依頼の中で、どの個人情報の変更を希望するのか、当社のデータベース上でのあなたの個人情
報の停止を希望するのかどうかを明確にしてください。または、あなたの個人情報の当社によ
る利用にどのような制限を課したいのかをお知らせください。 

合理的に実行可能な限りできるだけ速やかに、あなたの依頼に応えるように努めます。あな 
たの個人情報へのアクセスを提供する前に、あなたの身元を検証する手順を踏む可能性があり
ます。あなたを保護するため、あなたが当社に依頼を送信するために使用した電子メール アド
レスと関連付けられている個人情報に関する依頼のみに対応します。一部のケースでは、契約

あなたの個人情報のセキュリティ 
あなたの個人情報のセキュリティは当社にとって重要です。 Pentair は、あなたの個人情
報の機密性、完全性および可用性を保護するために、技術的および組織的な保護措置を講
じています。 

あなたの個人情報へのアクセスおよび選択 
下記の連絡先情報を使用して当社に連絡することで、あなたの個人情報のレビュー、修正
または削除を依頼することができます。あなたの連絡先情報またはその他の個人情報への
あらゆる変更は、当社に通知してください。当社のプロモーション電子メールの購読を解
除するには、電子メールの下部に記載された購読解除の指示に従うか、当社にご連絡くだ
さい。 
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上の義務のためにあなたの連絡先情報を当社が保持する、および／または変更や削除を依頼す
る前にあなたが開始した取引を完了するタイミングなど、当社はあなたが依頼した選択を実行
できない可能性があります。あなたの連絡先情報またはその他の個人情報へのあらゆる変更
は、当社に通知してください。 

当社のプロモーション電子メールの購読を解除するには、電子メールの下部に記載された購読
解除の指示に従うか、当社にご連絡ください。このアクションは、セキュリティ キャンペーン
および受注処理メッセージなど、あなたのアカウントに関する管理メッセージの購読を解除し
ない可能性があります。 

カリフォルニア州の居住者は、当社が関連会社および／または第三者とマーケティング目的で
共有する個人情報のカテゴリーを特定し、該当する関連会社および／または第三者の連絡先情
報を提供する通知を当社に求める権利があります。あなたがカリフォルニア州の居住者であ
り、この通知のコピーを希望される場合は、書面での依頼を Privacy@pentair.com に提出してく
ださい。 

子供の情報 
当社のサービスは、16 歳未満の個人を対象としていません。また、16 歳未満の個人であると知
りながら、個人情報を収集することはありません。 

機密性の高い情報 
機密性の高い個人情報 (例：社会保障番号、人種や民族的出自に関する情報、政治的見解、宗教
やその他の信条、健康、生体または遺伝的特徴、犯罪歴、組合加入状況) を当社に送信しないよ
う、そしてサービス上またはサービスを通じて当社に開示しないようにしてください。 

第三者のサービス 

このプライバシー通知は、サービスがリンクする一切のウェブサイトまたはサービスを運営す
る第三者を含む、一切の第三者のプライバシー、情報またはその他の慣行に対応するものでは
なく、当社はこれらに対して責任を負いません。サービス上で記載されているリンクは、これ
らのリンク先のウェブサイトまたは当社や当社の関連会社によるサービスへの保証を意味する
ものでありません。 

さらに、あなたがアプリまたは当社のソーシャル メディア ページ上またはこれらに関連して、
他の組織に開示する一切の個人情報に関するものを含め、Facebook、Apple、Google、
Microsoft、RIM またはその他の一切のアプリ開発者、アプリ プロバイダ、ソーシャル メディア 
プラットフォーム プロバイダ、オペレーティング システム プロバイダ、ワイヤレス サービス 
プロバイダまたはデバイス メーカーなど、他の組織の情報収集、利用、開示またはセキュリテ
ィ ポリシーまたは慣行に対して、当社は責任を負いません。 

mailto:privacy@pentair.com
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第三者の広告  

サービスおよびその他のウェブサイトまたはオンライン サービスにあなたがアクセスして利用
する際に、当社はあなたが関心を持つ可能性がある商品とサービスに関する広告を提供するた
めに、第三者の広告会社を利用します。 

あなたは、あなたのデバイスのいずれかにおいてサービスおよびその他のウェブサイトまたは
オンライン サービスへのアクセスと利用に関連する情報、および第三者から受領した情報に基
づいた広告を受信する可能性があります。これらの企業は、あなたのブラウザ (ピクセル タグ
の使用を通じたものを含む) 上で一意の Cookie を配置または認識します。また、彼らはあなた
のオンライン利用に関して彼らが収集する情報と共に、携帯電話やノート パソコンなど、あな
たが利用するデバイス上で、あなたを認識するためにこれらのテクノロジーを利用します。 

この慣行について詳細な情報を希望される場合、およびあなたがこのプライバシー通知にアク
セスしている特定のデバイスのデスクトップおよびモバイル ブラウザ上でそれをオプトアウト
する方法を知りたい場合は、以下のウェブサイトをご覧ください： 

• オーストラリアから：http://www.youronlinechoices.com.au/  

• カナダから：https://youradchoices.ca/  

• ヨーロッパから：http://www.edaa.eu/  

• 米国から：http://optout.aboutads.info/#/ および http://optout.networkadvertising.org/#/  
 

 

 

第三者の広告 
サービスおよびその他のウェブサイトまたはオンライン サービスにあなたがアクセス
して利用する際に、当社はあなたが関心を持つ可能性がある商品とサービスに関する
広告を提供するために、第三者の広告会社を利用します。 

国境を越える転送 
当社が施設を持っている、または当社がサービス プロバイダと関わっているあらゆ
る国において、あなたの情報が居住国外に転送されることをあなたが理解している
サービスを使用することによって、あなたの個人情報が保管および処理される可能
性があります。EEA から欧州委員会によって適切とみなされない国への移転に対し
て、当社はあなたの個人情報を保護するために適切な措置を講じています。 

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
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国境を越える転送 

当社が施設を持っている、または当社がサービス プロバイダと関わっているあらゆる国におい
て、あなたの情報が居住国外 (たとえば、あなたの居住国とはデータ保護規則が異なる米国な
ど) に転送されることをあなたが理解しているサービスを使用することによって、あなたの個人
情報が保管および処理される可能性があります。一定の状況では、その他の国の裁判所、法執
行機関、規制当局または公安機関があなたの個人情報にアクセスする権利を持つ可能性があり
ます。 

EEA の域内または英国に居住されている場合は、以下のようになります。一部の EEA 域外国
は、欧州委員会によって EEA 基準に従った適切なレベルのデータ保護を提供していると認識さ
れています (これらの国の一覧は、こちらをご覧ください)。EEAから欧州委員会によって適切と
見なされない国への転送、および英国からそのような転送を管轄する管轄当局によって適切と
見なされない国への転送については、欧州委員会が採用した標準の契約条項など、お客様の個
人情報を保護するための適切な措置を講じています。これらの措置のコピーを希望される場合
は、Pentair のグローバル プライバシー オフィスにご連絡ください。 

 
当社の連絡先 
  

このプライバシー通知、またはあなたの個人情報の当社による利用についてのあらゆる質問
は、privacy@pentair.com まで、または下記の情報を利用して当社にご連絡ください。 

EEA の域外または英国外に居住されている場合、データの管理は以下のとおりです。 

Pentair Management Company 
Attn：Global Privacy Office  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

EEA の域内または英国に居住されている場合、データの管理担当は以下のとおりです： 

Pentair plc 
以下に主たる事業所を持つアイルランドの企業です： 
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, London, TW13QS 
United Kingdom 
 

当社の連絡先 
このプライバシー通知、またはあなたの個人情報の当社による利用についてのあらゆ
る質問は、privacy@pentair.com まで、または下記の情報を利用して当社にご連絡くだ
さい： 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
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法による要請があるところでは、当社はデータ プロテクション オフィサーを任命しています。
当社のドイツ法人に所属するデータ プロテクション オフィサーの連絡先は以下のとおりです： 

TÜV NORD Group 
IT Security, Business Security & Privacy  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Germany 
電話：+49（0）201-8999-899 

Eメール：privacyguard@tuvit.de  
 
 
あなたの国または地域、あるいは適用されるデータ保護法への抵触の申し立てが発生する場所
のデータ保護機関に苦情を申し立てることができます。しかし、申し立てを行う前に、あなた
のプライバシーについての一切の懸念を解消するために、当社に直接連絡をいただき、あなた
と共に取り組む機会を与えてください。 

このプライバシー通知の変更および更新方法 

当社は、このプライバシー通知を更新する可能性があります。更新する場合は、当社はこのウ
ェブサイトに最新版を投稿し、このページのトップにあるバージョンの日付を改訂します。改
訂版のサービスに関するプライバシー通知を当社が投稿する時点で、一切の変更の効力が発生
します。 
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