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ダウはプライバシーを尊重します 

当社はお客様のプライバシーを大切にしています。当社のグローバルデータ保護/プライバシー

ポリシーとともに、本オンラインプライバシーポリシーは、お客様が本ウェブサイトおよび本

オンラインプライバシーポリシーを表示するダウ関連会社のウェブサイトを訪問した際に、本

ポリシーを示す The Dow Chemical Comany またはその関連会社 (「ダウ」および「弊社」) が、

お客様のプライバシーをいかに保護するかを説明するものです。本ポリシーは、お客様を個人

的に特定する情報である「個人情報」に、単独で、あるいは当社が利用できるその他の情報と

併用して、適用されます。 

数分お時間をいただき、本オンラインプライバシーポリシーをご確認ください。本サイトへア

クセスまたは本サイトを使用することで、お客様は、本オンラインプライバシーポリシーに規

定されるご自身の個人情報の収集、使用および開示に同意するものとします。さらに数分お時

間をいただき、当社ウェブサイトの利用条件のセクションをご確認ください。本プライバシー

ポリシーまたは利用条件に規定されるご自身の個人情報の収集、使用および開示に同意されな

い場合は、本ウェブサイトを終了し使用しないでください。 

本オンラインプライバシーポリシーには、お客様がウェブサイトを使用する際に、弊社がどの

ような種類の情報を収集・追跡するか、当該情報がどのように使用されるか、また当該情報を

誰と共有するかが説明されています。本オンラインプライバシーポリシーに関してご質問がご

ざいましたら、弊社までお問い合わせください。 

本オンラインプライバシーポリシーには以下が含まれます: 

弊社収集する情報 

弊社によるお客様の情報の使用・共有 

情報の場所 

弊社ウェブサイトの特殊機能または領域の使用 

お子様のプライバシー 

セキュリティ 

外部リンク 

本オンラインプライバシーポリシーの変更 

お客様の選択 

お客様の個人情報に対するアクセス、更新または修正 

Contact Dow 

 

弊社収集する情報 

適用法令により認められる場合、弊社は以下の情報を収集する場合があります: 

お客様が提供する情報。弊社は、オンラインフォームへの記入、情報またはサービスのための

登録、仕事への応募、または弊社への送信によってお客様が故意に提供する個人情報を収集し
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ます。例えば、お客様が弊社のいずれかの事業によるコミュニケーションを受け取るために登

録された場合、弊社はお客様のメールアドレスの他、ご提供いただくすべての関連情報も収集

します。「お問い合わせ」機能をご利用いただく場合、「お問い合わせ」フォームへの記入の

際にご提供いただく情報を収集します。 

補足情報。随時または必要に応じて、弊社はお客様が提供される情報を、例えば、お客様の住

所を確認する情報、郵便番号または取引に基づいた情報、お客様とダウとの関係に基づいた情

報といった他のソースからの情報で補完する場合があります。 例えば、お客様がダウの顧客ま

たはサプライヤーである場合、弊社は、お客様がオンラインで提供される情報と、お客様とダ

ウとの取引関係で提供される情報で補完することができます。さらに、ユーザが個別にオプト

インしてマーケティング用の自動プラットフォームである Eloqua (Oracle Corporation の製品) 経

由でダウからの情報を受け取る場合、ダウのウェブプロパティでの全体的なユーザ体験を向上

させるため、当該情報は他のデジタルツールと共有される場合があります。 

お客様がお使いのウェブブラウザで弊社に送信される情報。弊社は、お客様がお使いのウェブ

ブラウザが自動的に弊社に送信する情報を収集します。この情報は通常、お客様のインターネ

ットプロトコル (IP) アドレス、ご利用のインターネットサービスプロバイダの身元、ご利用の

オペレーティングシステムとブラウザの名前とバージョン、お客様が訪問された日時、お客様

とダウをリンクしたページ、お客様が訪問したページを含みます。 

クッキーおよびその他の技術。ダウは、本ウェブサイトで「Cookie」技術を使用する場合があ

ります。Cookie は、ウェブサイトが送信し、お客様のハードディスクドライブまたは一時記憶

装置に保存される情報が含まれます。お客様は常に、お使いのインターネットブラウザ上で 

Cookie の設定を変更したり、弊社の Cookie を削除することができます。 弊社は、Cookie を使用

して、弊社ウェブサイトでのお客様の設定を保存したり、弊社ウェブサイトへの訪問者数やフ

ァイルのリクエスト件数、ブラウザの種類に関連する分析、その他の集計データを収集したり

します。 さらにダウは、透明ピクセル (例: GIF、PNG など) ファイルを使用して、 弊社ウェブサ

イトへのアクセスを促す広告に関連する情報を収集することで、オンライン広告を管理する場

合があります。 

分析。本ウェブサイトは、Adobe Systems Incorporated (「Adobe」) が提供する Adobe Marketing 

Cloud 製品と、Google, Inc. (「Google」) が提供する Google Analytics というウェブ分析サービスを

使用しています。これらの分析サービスは、お客様のコンピュータに配置されたテキストファ

イルである「Cookie」を使用して、ユーザがサイトをどのように使用するかに関するウェブサ

イトの分析を支援します。お客様のウェブサイトの使用に関して Cookie が生成した情報は (IP 

アドレスを含む)、Adobe と Google によって米国のサーバに転送され保存されます。Adobe およ

び Google は、お客様のウェブサイト使用の評価、ウェブサイトアクティビティに関するウェブ

サイトオペレーター向けのレポートの集約、ウェブサイトアクティビティおよびインターネッ

ト使用に関連する他のサービスの提供の目的のために本情報を使用します。また Adobe および 

Google は、法令で求められる場合、または第三者が Adobe および Google の代わりに本情報を
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処理する場合、本情報を第三者に転送する場合があります。 Adobe および Google は、お客様の 

IP を、Adobe または Google が保持する他のいかなるデータとも関連付けません。 お客様は、お

使いのブラウザで適切な設定を選択することで Cookie の使用を拒否することができますが、そ

うすることによって本ウェブサイトの完全な機能を使用できなくなることがあります。本ウェ

ブサイトを使用することで、お客様は、Adobe および Google が、上記の手段と目的でお客様に

関するデータを処理することに同意いただくこととなります。 

広告リマーケティング。本ウェブサイトは、 Google AdWords、Facebook、LinkedIn、AddThis お

よび Turn のリマーケティングサービスや他の考えられるサービスを使用して、弊社サイトへの

これまでの訪問者に対して第三者ウェブサイト (Google を含む) に広告を掲載します。これは、

弊社のウェブサイト上で作業 (例: 問合せフォームを使用して質問する) を中断したことがある

これまでの訪問者、あるいは弊社製品に関する情報を閲覧したことがあるこれまでの訪問者に

対して弊社が広告を行うことを意味します。これは、Google の検索結果のページ、Google 

Display Network のサイト、ソーシャルネットワークでの広告の形態を取る場合があります。

Google を含むサードパーティのベンダーは、Cookie を使用して、ダウのウェブサイトへのユー

ザのこれまでの訪問に基づいて広告を配信します。もちろん、収集されたいかなるデータも、

弊社独自のプライバシーポリシーの他、リマーケティングサービス独自のプライバシーポリシ

ーに従って使用されます。 

お客様は、Google Ad 設定ページを使用して Google の広告の仕方を設定することができます。

また、希望すれば Cookie の設定によってまたは常にブラウザのプラグインを使用することで完

全にユーザの関心事に基づいた広告を解除することができます。  

弊社によるお客様の個人情報の使用・共有 

適用法令により認められる場合、弊社は以下の目的のために弊社のウェブサイト経由で収集し

た個人情報を使用する場合があります:  

 ご希望の製品、情報およびサービスを提供するため 

 効率的な顧客サービスを提供するため 

 弊社ウェブサイトのコンテンツ、機能、性能および有用性を向上させるため 

 弊社のマーケティング活動および販促活動を向上させるため 

 技術サポートおよびトラブルシューティングを提供するため 

 セキュリティ、クレジットまたは詐欺防止の目的のため 

 適用されるプライバシー声明、またはお客様がダウとの間で交わしているその他の契約

に指定されるその他の目的のため 

 

適用法令により認められる場合、弊社は以下の通りお客様の情報を共有する場合があります:  

 ダウ社内。 弊社は、本オンラインプライバシーポリシーに規定される目的のために、お

客様の個人情報をダウ関連会社と共有する場合があります。 
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 弊社のサービスプロバイダ。弊社は、子会社、関連会社、およびウェブサイトのサポー

トサービスプロバイダなど、弊社の代わりにサービスを実施するその他の団体を含む企

業または組織とお客様の個人情報を共有する場合があります。その場合、かかる第三者

は、適切なプライバシーの保護を使用する必要があり、またダウにサービスを提供する

目的のためだけに情報を使用することができます。 

 取引および譲渡。 ダウは、ダウのひとつまたは複数の事業を購入、売却、提携または再

編成したり、売却、合併、再編成または清算などの結果として株式または清算資産を販

売したりする場合があります。 このような種類の取り引きが発生する場合、お客様の情

報を、ダウと機密保持契約を結んだ見込み購入者やパートナーに開示することがありま

す。 

 法律の遵守および弊社および他者の権利の保護。弊社は、法律、裁判所命令または召喚

状に準拠するために、開示が適切であると善意で判断する場合に、個人情報を開示する

ことがあります。また弊社は、政府調査に協力するため、不正行為またはなりすまし犯

罪といった犯罪の可能性を抑止または調査するため、弊社のオンライン利用条件または

その他の契約を実施または適用するため、弊社独自の権利または所有権、あるいは弊社

ユーザまたは他者の権利、所有権または安全を保護するため。 

 

弊社は、お客様が製品または販促広告の受け取りに同意した場合を除き、お客様の個人情報を

使用して製品または販促広告を送付しません。 上記に記載する目的以外に、ダウは第三者にお

客様の個人情報を提供・販売しません。 

情報の場所 

ダウは、米国に本社を構えるグローバル企業です。 弊社のサーバ、データベースおよびサービ

スプロバイダは、米国およびその他の国々にあります。 国によって個人情報保護に関する法律

および要件は異なり、また米国を含む一部の国では、他国よりも個人情報の法的保護が厳しく

ない場合があります。 お客様は本サイトを使用することで、本オンラインプライバシーポリシ

ーに記載されている目的たのめの米国またはその他の国々における個人情報の収集、使用、ま

たは米国またはその他の国々への移動について同意するものとします。 

弊社ウェブサイトの特殊機能または領域の使用 

弊社ウェブサイトの一部には、特殊機能 (アンケート、ライセンス取得済みコンテンツなど)、

オンライン店舗、パスワードで保護された領域 (顧客専用領域、キャリア領域など) が含まれま

す。本オンラインプライバシーポリシーは、個別のダウウェブサイト (投資家向けサイトおよび

キャリアサイトを含むがこれに限定されない) に固有の、かつ表示されるプライバシー声明によ

って、随時補完または修正される場合があります。一般に、これらの声明は、ウェブサイトの

特定のページまたは領域で弊社が収集するまたは収集しない個人情報、弊社が当該情報を必要

とする理由、当該情報の使用についてお客様が有する選択肢に関する詳細を提供するものです 
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お客様が特殊機能またはパスワードで保護された領域を使用するために登録すると、特殊機能

またはパスワードえ保護された領域の使用を管理する特別な条件に同意するよう求められます

。この場合、ボックスにチェックを入れるか、「同意する」のボタンをクリックすることで特

別条件に明示的に同意するよう求められます。この種類の同意は、「クリックスルー」契約と

呼ばれます。 クリックスルー契約またはお客様とダウ間の別の契約の条件が、本オンラインプ

ライバシーポリシーの条件と異なる場合、当該契約の条件が本オンラインプライバシーポリシ

ーよりも尊重されます 

お子様のプライバシー 

弊社は、弊社の製品またはサービスの販売または販売促進のために、お子様の情報を意図的に

収集することはありません。 弊社は、地域で学生および教師向けに科学に関する教育プログラ

ムを主催していますが、弊社は未成年者に問合せをさせたり、個人情報を手書きで提供するよ

う求めたりしていません。参加者は、登録時またはアンケート調査の提供時に 18 歳以上である

必要があります。お子様の代わりに保護者または法的後見人が、情報の取得またはアンケート

への参加のために登録することができます。 18 歳未満のお子様がダウに個人の連絡先情報を送

信したと考えられる場合は、以下に記載する住所まで直ちにご連絡ください。弊社で、データ

ベースから当該情報を速やかに削除するための合理的な努力を行います。 

セキュリティ 

弊社は、お客様の個人情報の機密性、完全性および安全を確保するために商取引上妥当な予防

措置を講じます。弊社は、インターネットの使用時には個人情報の取り扱いに注意するようユ

ーザに強く求めています。 

SSL 保護。 弊社ウェブサイトの一部のパスワードで保護された領域では、お使いのコンピュー

タと弊社のサーバ間の安全な接続が確立される必要があります。 弊社では、セキュアソケット

レイヤ (SSL) と呼ばれる暗号化技術を使用しています。お客様がサイトの安全な領域から移動す

るまで安全な接続が維持されます。インターネット上を通過するため、SSL 暗号化を使用して

個人情報の機密性を保護していますが、インターネット上に「完全なセキュリティ保護」は存

在せず、弊社はインターネット上での個人情報の送信に関する安全性を保証することはできま

せん。 

パスワードの保護。お客様は、ご自身のパスワードの機密性を保持する責任を負います。弊社

は、お客様に割り当てられたパスワードを使用して弊社ウェブサイトの 1 つにアクセスする者

は誰にでもアクセスする権利があると仮定する権利を有します。お客様に割り当てられたパス

ワードを使用して弊社ウェブサイトにアクセスするすべての人の活動について、それが実際に

はご本人が認めた人ではない場合でも、全責任を負うものとします。 お客様のパスワードが他

者に漏れた、あるいは不正に使用されたと思われる場合は、サイトで提供されている機能を使

用してパスワードを直ちに変更してください。 

外部リンク 
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弊社ウェブサイトの一部には、ダウの管理下にない、あるいはダウによって維持されていない

インターネット上の他のウェブサイトへのリンクが含まれる場合があります。 こうしたリンク

は、当該ウェブサイト、表示されるコンテンツ、または当該ウェブサイトに関連づけられた個

人または団体による支持を意味するものではありません。ダウのウェブサイトからリンク付け

されたウェブサイトに訪問することで、お客様は、ダウが利便性のためにのみ当該リンクをお

客様に提供していることを認め、またダウがかかるウェブサイトのコンテンツに責任を持たな

いことに同意するものとします。外部サイトは、それら独自の条件およびポリシーにより管理

されるもので、ダウのオンラインプライバシーポリシー、利用条件、アクセス可能性の声明ま

たはその他の条件およびポリシーにより管理されていません。 

本オンラインプライバシーポリシーの変更 

弊社は、本サイトに更新されたテキストを投稿し、本ページの下部に更新された有効日を投稿

することで、いつでも本オンラインプライバシーポリシーおよび関連取引慣行を修正する権利

を留保します。弊社が弊社のウェブサイトに新しい特徴と機能を追加する、あるいはダウのポ

リシーまたは適用法令が変化すると、弊社は本オンラインプライバシーポリシーを更新または

改訂する必要がある場合があります。弊社は、弊社のウェブサイトに改訂版を投稿することで

、事前の通知なくいつでもそうする権利を留保します。かかる変更は、弊社のウェブサイトに

改訂版を投稿した日に有効となります。かかる変更の後にいずれかの弊社ウェブサイトを利用

することで、お客様は改訂されたオンラインプライバシーポリシーの条件に同意されるものと

します。このため、本オンラインプライバシーポリシーを定期的にご確認いただくことが重要

です。 

お客様の選択 

弊社は、お客様の個人情報の収集、使用および開示方法についてお客様が選択する権利を尊重

します。場合によっては、個人情報を収集する際に意思の確認を行います。お客様がメールま

たはマーケティング・コミュニケーションを受け取られる場合、送信されるメールに含まれる

「配信停止」機能を使用して、弊社からのメールやその他のコミュニケーションの受け取りを

いつでも「停止」することができます。ダウ製品をご利用いただいているお客様の場合、当社

は健康および安全、該当する規制、または弊社製品に対する管理責務に関する情報についてお

客様にご連絡する権利を有します。 

お客様の個人情報に対するアクセス、更新または修正 

いずれかの弊社ウェブサイトでアカウントまたは個人プロフィールを作成されている場合、ア

カウント設定またはプロフィールページでご自身の個人情報の一部またはすべてを確認したり

、更新したりできます。その他の個人情報の確認、更新または修正をご希望の場合は、弊社ま

でお問い合わせください。弊社がお客様に連絡させていただき、ご本人確認のために追加の情

報をお伺いする場合があります。ほとんどの場合、ご希望に応じて情報を更新します。ただし
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、法律で認められている場合または法律で求められる場合、あるいはご本人であることを確認

できない場合は、お客様の要求を制限または拒否することがあります。 

お客様の個人情報に対するアクセス、更新または修正 

いずれかの弊社ウェブサイトでアカウントまたは個人プロフィールを作成されている場合、ア

カウント設定またはプロフィールページでご自身の個人情報の一部またはすべてを確認したり

、更新したりできます。その他の個人情報の確認、更新または修正をご希望の場合は、弊社ま

でお問い合わせください。弊社がお客様に連絡させていただき、ご本人確認のために追加の情

報をお伺いする場合があります。ほとんどの場合、ご希望に応じて情報を更新します。ただし

、法律で認められている場合または法律で求められる場合、あるいはご本人であることを確認

できない場合は、お客様の要求を制限または拒否することがあります。 

Contact Dow 

本オンラインプライバシーポリシーまたは弊社のプライバシー慣行についてご質問がある場合

は、以下のページに記載されている電話番号までお問い合わせください: 

http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm。 http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm のオン

ラインフォーム、あるいはメール (dowcig@dow.com) でもお問い合わせいただけます。 以下ま

で封書でお送りいただくこともできます: 

カナダ: 

Dow Chemical Canada ULC. 

Privacy Officer 

2100- 450 1 ST SW Calgary AB T2P 5H1 

403-267-3527 

burt@dow.com  

 

Dow Agro Sciences Canada Inc. 

Privacy Officer 

2100- 450 1 ST SW Calgary AB T2P 5H1 

403-735-8861 

saudette@dow.com 

 

ヨーロッパ: 

Dow Customer Information Group 

PrinsBoudewijnlaan41 

B-2650Edegem 

Belgium 

 

アジア太平洋: 

Dow Chemical MalaysiaSdnBhd 

mailto:saudette@dow.com
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Level 6, CP Tower,Jalan16/11 

PusatDagang, Section 16 

46350PetalingJaya 

SelangorDarulEhsan 

Malaysia 

 

中南米: 

DowQuimicaS.A.  

RuaAlexandre Dumas 1671  

ChacaraSanto Antonio  

São Paulo  

Brazil 04717-903 

 

本オンラインプライバシーポリシーに違反する方法で、ダウと関連のある人物がお客様の情報

を使用したという疑いをお持ちの場合、ダウの商業倫理規定に関連する指導を求める場合、ま

たは非倫理的取引慣行の可能性またはダウの商業倫理規定に対するその他の違反を報告する場

合は、Dow EthicsLine にご連絡ください。 Dow EthicsLine は、世界中でご利用いただける複数言

語対応、年中無休の通話料無料のヘルプラインからアクセスできます。または、書面によるレ

ポートの提出を選択いただけるオンラインフォームからも Dow EthicsLine をご利用いただけま

うｓ。 お電話 (989-636-2544) またはメール (Ethics@Dow.com) で倫理・コンプライアンスオフィ

スにお問い合わせいただくこともできます。 

発効日: 2016 年 11 月 1 日 


