個人情報保護宣言
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（以下、「当社」といいます。）は、下記の方針に従って個人情報の適正な取扱いに努めま
す。
１．関係法令等の遵守
当社は、お客様の個人情報の取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令・諸規則等を遵守いたし
ます。
２．個人情報の利用目的
当社の個人情報の利用目的は、下記のとおり当社ホームページに掲載して、または書面等で通知してお知らせいたします。当社
は、別途ご本人の同意と得た場合または法令等により例外として取り扱われる場合を除き、以下に定める利用目的のために必
要な範囲においてのみ個人情報を利用いたします。
1) 投資顧問契約および投資一任契約に係る業務、投資信託委託業務、その他当社の行う業務を行うため（お客様に運
用結果、契約資産残高等のご報告をするため、その他当該業務にかかるサービスを提供するための利用を含みます。）
2) 犯罪収益移転防止法等のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法律等の法令に基づく本人の確認
等のため
3) 当社に該当ある法令等を遵守するため
4) 当社の経営管理・リスク管理・内部管理等を行うため
5) お客様に対し、当社または関連会社等の投資戦略のご紹介、サービスのご案内および関連会社等のご紹介を行うため
6) お客様に対し、セミナー等のご案内、並びに経済、企業、市場、信用分析等に関する情報提供を行うため
7) 市場調査、データ分析またはアンケートの実施等により、投資戦略やサービスの研究・開発を行うため
8) 電子メール配信サービスにおいてメールを配信するため
9) 当社社員の採用・選考に関する業務および入社の手続きを行うため
10) 当社グループ会社のプライバシーにかかる通知（プライバシー・ノーティス - アジア・パシフィック地域版）にて公表されている
利用目的のため
11) その他、必要な連絡を取る等お客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
当社は、ご本人の同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、上記範囲を超えて個人情報を取り
扱いません。
３．個人情報の主な取得元
当社が取得する個人情報の取得元は例えば以下のものがあります。個人情報の取得は、業務活動に必要な範囲内で、適正
かつ適法な手段により行います。
1) 商品やサービスの提供を通じて、お客様から取得した情報
2) 当社が実施するアンケート等に、お客様が直接記入された情報
3) 会社四季報、役員四季報等の市販の書籍や、新聞やインターネットで公表された情報等、公に入手可能な情報
４．個人情報の第三者への提供
当社は、法令等に基づく場合、以下５に定める共同利用の場合、以下6に定める外部委託に際してその利用目的達成のため
に必要な範囲内で提供する場合、または公共の利益を保護するために必要な場合を除き、個人データ（個人データベース等を
構成する個人情報を指します。）をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。
５．個人データの共同利用
当社は、以下のとおり、個人データを共同利用することがあります。
1) 共同利用する個人データの項目：氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、年齢、性別、役
職、ご勤務先の名称、ご勤務先の住所、ご勤務先の電話番号、ご勤務先のファックス番号、ご勤務先のメールアドレス、お
取引情報、採用応募者が履歴書等に記載する情報、その他当社がご本人の同意に基づき取得した情報
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2) 共同利用者の範囲：当社および当社の最終親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ、インクの有価証券報告書等に
記載されているグループ会社
3) 共同利用の目的：グループとしての総合的なサービスを提供するため、並びにグループの経営管理・リスク管理・内部管理
等のため
4) 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の名称：ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
６．外部委託
当社は、業務の一部を外部委託しております。当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のものがありま
す。
1) お客様にお送りする書面の印刷または送付業務（電磁的な方法を含みます。）
2) 情報システムの運用・保守に関する業務
７．安全管理措置
当社は、個人データの紛失、漏洩、滅失、毀損等を防止し、リスクに応じ安全管理を行うため、金融庁の「金融分野における個
人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等に基づき、社内規程を定める等必要かつ適切な
措置を講じるとともに、役職員および外部委託先の適正な監督を行います。
８．継続的改善
当社は、個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言を、関係法令等の改正等に応じ見直す等、継続的な改善に努
めます。この保護宣言を改定する場合は、当社ホームページ上に掲載する等の方法で公表いたします。
９．保有個人データの開示等に係る手続き
当社の保有個人データに関し、開示、訂正、利用停止等（以下、「開示等」といいます。）をご希望される場合は、以下10に
定める当社窓口までお問い合わせください。
10．個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、および苦情等の窓口
当社は個人情報の取扱いに関するお問い合わせ、苦情等に対し、適切かつ誠実な対応に努めます。
なお、お問い合わせ・ご相談は下記窓口にお願いいたします。
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 コンプライアンス部
電話： 03－6758－3800
11．認定個人情報保護団体
当社は次の認定個人情報保護団体の対象事業者です。
認定個人情報保護団体の名称、および苦情解決の申出先：
一般社団法人日本投資顧問業協会 苦情相談室
一般社団法人投資信託協会

電話：03-3663-0505

投資者相談室 電話：03-5614-8440

12．ティー・ロウ・プライスのプライバシーにかかる通知
当社グループ会社のプライバシーにかかる通知（プライバシー・ノーティス - アジア・パシフィック地域版）は以下よりご確認いただ
けます。

ティー・ロウ・プライス | 2

ティー・ロウ・プライス プライバ
シー通知（APAC）
本プライバシー通知の中で言及する「当社」または「ティー・ロウ・プライス」は、本通知の末尾に「管理者」として特定さ
れているティー・ロウ・プライス組織を指します。本プライバシー通知は、ティー・ロウ・プライスによる、ティー・ロウ・プライス
外部の個人（本通知では「お客様」とします）に関する個人データの収集および使用を対象としています。当社は、
お客様の個人データを様々な状況で取得します。例えば、お客様が当社から取得した商品やサービスに関連して、お
客様が当社のデジタルコンテンツとインタラクト（当社のウェブサイトを訪問、当社から電子メールを受信、あるいはモバ
イルアプリを使用するなど）するとき、または、お客様が別の個人や組織の代表者である（お客様が、当社の顧客、サ
ービスプロバイダー、または取引先企業である会社の従業員であるなど）場合などが挙げられます。
本プライバシー通知では、当社が収集する個人データの種類、当社における個人データの使用方法、個人データの共
有先、個人データの保護方法、およびお客様の法的権利について説明しています。お客様の個人データおよびその取
扱方法に関する当社の見解および実践を下記に説明いたしますので、よくお読みになるようお願いします。「個人デー
タ」とは、（単独で、または他の利用可能な情報と組み合わせて）お客様を一個人として特定することが可能な情報
または直接的もしくは間接的に認識することが可能な情報を意味します。
お客様は、本ウェブサイトにアクセスする、本ウェブサイトを介して情報を提供する、または本プライバシー通知の記載に
従って当社とやりとりをすることにより、随時更新される本通知で定められている情報処理が行われることに同意しま
す。
当社は、独自のプライバシーポリシーおよび顧客情報に関する実践を有する他のサイトへのリンクを貼る場合があります。
お客様がサードパーティサイトにクリックスルーする場合、当社は他のサイトのコンテンツや実践について責任を負うことは
できませんので、当該サイトのプライバシー通知を必ずお読みください。

個人データの種類
当社が収集し使用する可能性のある個人データの種類には下記が含まれます。
▪

氏名およびニックネーム、性別、生年月日、年齢、パスポート情報、政府発行の番号および身分証明書、写
真、署名、国籍、および職業資格または職歴などの個人情報

▪

住所、メールアドレス、および電話、ファックス、携帯電話番号などの連絡先情報

▪

お客様の勤務先の会社名および役職、会社所在地および担当業務などの雇用/会社情報

▪

記録ライン上、電子メールまたは他の方法による当社とのやりとり、過去または今後予定されている電話もしく
は会議の記録などのやりとりおよびインタラクションに関する情報

▪

当社が提供する投資ファンドまたは銀行口座や保管口座など他の口座に関する取引詳細、説明、口座番号
などの取引関連情報

▪

資金源ならびにマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与に関するデューデリジェンス、顧客確認
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（Know Your Customer/KYC）業務、政府リストに照らしたスクリーニング、および類似の身元調査およ
びスクリーニングチェックなどに関連して取得された情報などの財務情報およびスクリーニング用情報。当社は、
適用される現地の法律に基づき、当該個人データの収集を義務付けられるまたは認められる場合があります。
データ主体の要求および関係文書、苦情、調査、インシデント詳細、当該問題の解決など、コンプライアンス

▪

問題に関する情報
お客様の人種、民族、政治的見解、宗教または哲学的信念、労働組合の会員資格、健康関連情報、性

▪

生活または性的嗜好、有罪判決または犯罪行為など、特別な種類の個人データ
IPアドレス、ログイン情報、ブラウザの種類およびバージョン、デバイス識別子、cookieからのデータ、ウェブビーコ

▪

ン、クリックストリームデータ、デバイス「フィンガープリント」記録、サーバーログ記録（ページリクエストを含む）、
位置およびタイムゾーン設定、ブラウザプラグインタイプおよびバージョン、オペレーティングシステムおよびプラットフ
ォーム、ページ応答時間およびダウンロードエラーなどの、お客様が当社のデジタルコンテンツとインタラクトする際
の技術情報
当社ウェブサイトの前にお客様が訪問したウェブサイト、訪問回数、特定ページへの訪問時間、閲覧ページ、ペ

▪

ージインタラクション情報（スクローリング、クリック、マウスオーバーなど）および当該ページから離れるために使
用した方法、および文書の開封もしくは印刷、またはどのビデオがどの程度の時間再生されたかなど、当社デジ
タルコンテンツからアクセス可能な追加コンテンツに関する類似の情報など、お客様と当社のデジタルコンテンツと
のインタラクションに関する情報
▪

マーケティングに関する設定、優先言語、当社と共有された意見など、お客様の設定および意見

▪

当社の敷地や他の場所またはその周囲において当社が録画する場合のあるCCTV映像

お客様の個人データは、当社がお客様から直接収集するか、お客様の雇用主など他の当事者から当社に提供される
場合があります。また、当社は公的または市販の情報源から個人データを収集する場合もあります。当社は、お客様
とのインタラクションに関する記録やお客様の取引の記録など、お客様に関する個人データを作成する場合があります。
お客様が当社のデジタルコンテンツとインタラクトする場合、当社はcookieおよび他の技術を使用して、個人データを
収集する場合があります。当社は、お客様や他の情報源から取得するすべてのデータ、または本プライバシー通知に従
って当社が作成するすべてのデータの処理を行います。当社におけるcookieの使用方法についての詳細は、当社
Cookie ポリシーをご覧ください。
場合によっては、お客様が他者に関する個人データを当社に提供することもあります。このような場合、お客様は、当
該情報を当社に提供し、本プライバシー通知に記載されているとおりに当社が当該情報を使用することについてその
人から許可を得ている場合にのみ提供を行ってください。また、本プライバシー通知のコピーをその人に提供してください。

当社における個人データの使用方法
下記に定めるとおり、当社はお客様から収集するお客様の個人データを様々な目的で、かつひとつまたは複数の法的
正当性に基づき使用します。
▪

お客様のご要望に効果的に対応することを含め、お客様が代表する会社に（または直接お客様に）対して、ご
要望のあった商品またはサービスおよびその後のクライアントサービスおよびレポートを提供するため、ならびに、当
社商品またはサービスの変更についてお客様に通知するため

▪

マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策に関するデューデリジェンス、顧客確認（KYC）業務、
政府リストに照らしたスクリーニング、ならびに類似のバックグラウンドチェックおよびスクリーニングチェックを実施するた
め

▪

お客様の個人情報の記録の保管および必要に応じた当該情報の更新を含め、内部記録を保管し、当社とお
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客様との関係を管理するため、ならびにお客様とのやりとりの記録を保管するため
▪

サービスの品質を保証し、当社の法的権利のいずれかを行使するためまたは守るために電話や取引のモニタリング
を行うなど、当社のリスクと法的権利を管理するためおよび違法行為の特定に役立てるため

▪

税務当局または他の規制当局への開示など、法令上の要件を満たすため

▪

当社商品およびサービスに関する情報をお客様に提供するため（お客様の同意が必要な場合には、お客様が
同意していることを条件とします）。当社は、お客様の同意が必要な場合には、お客様の情報をこのように処理
する前にお客様の同意を求めます。さらに、当社は、当社が送信するマーケティングメールの中などで、お客様に同
意撤回（オプトアウト）の選択肢を提示します。

▪

お客様のウェブサイト登録を設定し管理するため

▪

当社のデジタルコンテンツが、お客様およびお客様のデバイスにとって最も効果的な方法で提供されるようにするため

▪

お客様が当社ウェブサイトのアンケートやインタラクティブな機能に参加できるようにするため

▪

当社ウェブサイトおよび電子システムを使用して不正、他の犯罪および不正使用を検知し予防する方法のモニタ
リングを含め、当社ウェブサイトおよび電子システムを安心安全な状態に保つためにお客様の個人データの処理が
必要な場合に、処理を行うため

▪

イベントを運営および管理しやすくすることも含め、当社主催の会議および同様のイベント（対面およびバーチャル
なイベントの両方）にお客様が登録し、参加できるようにするため

▪

お客様の関心事項や意向を理解するために当社が受領し収集する情報を組み合わせて、よりパーソナライズされ
た体験をお客様に提供するため。これには、お客様のブラウジング行為や、当社とお客様またはお客様の会社との
これまでのやりとりから当社が導き出したお客様の好みを検討し、お客様とのインタラクションをカスタマイズし、お客
様のニーズを（直接的に、またはお客様の会社の代表として）よりよく満たすことを含みます。ただし、これは、お
客様のマーケティングに関する選択と一致していることを条件とします。

▪

お客様が当社からの連絡を受けないよう求めた場合、サプレッションリストを最新の状態に保ち、当社からお客様
に不注意に再度連絡をしないようにするため。当社は、優れたマーケティング実践に従って、最新のサプレッションリ
ストを維持するために個人データを処理し、お客様が当社からの連絡を希望していない場合に、当社からお客様
に連絡しないことを確実にする義務を負っています。お客様がマーケティング関連の通信メールをオプトアウトしても、
当社に開設されているアカウントに関連する重要な情報は引き続きお送りする場合があることをご了承ください。
状況によっては、法律上の義務または契約上の義務を遵守するために、当社がこのような方法で情報を処理す
る必要がある場合もあります。

▪

当社の商品およびサービスを設計し、新しいサービスおよび商品の開発に役立てるため。これには、会社として当
社の提供サービスを改善することも含まれます。

▪

サービスプロバイダー管理、財務、セキュリティ、情報技術および物理的インフラ、企業監査に関する業務、ならび
に企業再編、合併または買収の交渉および実行などの当社の業務を効果的に運営するため

▪

当社の建物の安全性および秩序だった機能を維持するために、CCTV、訪問者記録、アクセス機器を経由する
などして当社の建物の評価、管理および監視に役立てるため

▪

当社の建物および業務を、安全衛生に関する実践に沿って効果的に管理するため、安全衛生に関する情報、
評価、および関連記録を維持するため。状況によっては、法律を遵守するために当社がこの種類の情報を処理
する必要がある場合もあります。

▪

当社が慎重に扱うべき個人データ（健康、信条、または所属政党に関連する情報など）の処理を行う場合、当
社は、適用される法律に従ってその処理を行い、必要がある場合にはお客様の同意を得るものとします。ただし、
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限られた状況において、お客様の同意を得ずに情報処理が行われることもあります（お客様が事故に遭われた
場合など）。このような場合は、お客様のプライバシー権が保護されることを保証します。
契約を締結もしくは契約を使用可能にするため、または要望のあった商品、サービスもしくは情報を受け取るため、また
は適用法令を遵守するためにデータが必要な場合に、お客様の個人データをご提供いただく必要があります。お客様
が情報提供を拒否されますと、当社はご要望いただいた商品、サービス、情報の提供ができなくなる、または当社の契
約上の義務もしくは他の法律上の義務を果たすことができなくなります。
マーケティングなどを目的とした任意の個人データの提供は、義務ではありません。マーケティングは主に電子メールで実
施されますが、郵便物や電話でも実施されることがあります。お客様は、下記に定めるとおり（「お客様の選択/お客
様のプライバシー権」）、マーケティングメールの受信をいつでも拒否することができます。

個人データの共有先
お客様の個人データはティー・ロウ・プライスに向けられたものであり、ティー・ロウ・プライスの関連会社および子会社と共
有される場合があります。また、特定の場合には、サードパーティとも共有される場合があります。
当社は、お客様の個人データを下記の相手と共有する場合があります。
▪

ティー・ロウ・プライスの系列会社。当社は、当社のサービスおよび商品を管理し、お客様にカスタマーサポート
を提供し、お客様のご意向を理解し、お客様が関心をもたれる可能性のある商品およびサービスに関する情
報をお客様に提供し（必要な場合にはお客様の同意を得て）、本プライバシー通知に記載されているその他
の業務を実施するために、当社の系列会社の間でお客様の個人データを共有する場合があります。かかるファ
ミリー会社には、お客様が所属する法域の外に所在する当社子会社および関連会社が含まれます。

また、当社は、下記の種類のサードパーティ組織とお客様の個人データを共有する場合もあります。
▪

外部監査人、会計士、法務アドバイザーおよびその他の専門アドバイザー。

▪

当社サービスプロバイダー。当社は、当社に代わってサービスを実施する、またはティー・ロウ・プライスの商品ま
たはサービスをお客様に提供する上で当社を補助する、他の会社または契約業者（「サービスプロバイダー」）
を使用します。当社は、下記の種類のサービスプロバイダーと個人データを共有する場合があります。
-

インフラおよび技術サービスプロバイダー

-

マーケティング、宣伝、分析、調査、イベントおよびコミュニケーションプロバイダー

-

不正検出防止機関

-

名義書換代行機関、証券保管機関、および証券価格設定機関など、ティー・ロウ・プライスの商品または
サービスのための管理業務サービスプロバイダー

これらのサービスプロバイダーは、かかるサービスを提供する過程で、お客様の個人データにアクセスできる場合
があります。ただし、当社は当社サービスプロバイダーには当該サービスを実施するために必要な情報のみを提
供します。サービスプロバイダーは当社の指示に従って行動し、当社はお客様の個人データをその他の目的に
使用しないようサービスプロバイダーに指示します。当社は、当社が提携しているすべてのサービスプロバイダー
がお客様の個人データを安全に保つことができるように、常に最善の努力を払います。
▪

法律により許可されているサードパーティ。特定の状況において、当社は、法令上の義務を遵守するために、
お客様の個人データの開示または共有を求められる場合があります（例えば、警察、規制機関、政府機関、
不正対策組織、または司法当局もしくは行政当局などに個人データの開示を求められる場合があります）。ま
た、当社は、情報の開示が当社の権利を保護または擁護するため、国家安全保障上の問題、法的処置のた
め、当社の契約を履行するため、不正を検知または防止するため、またはお客様の権利もしくは公共の利益を
守るために法的に認められかつ必要な場合に、お客様の個人データをサードパーティに開示することがあります。
ティー・ロウ・プライス | 6

▪

お客様の会社または代理人および他のサードパーティ。当社は、お客様が他者との電子メールのやりとりに記
載されている場合や、お客様に関する情報や役割を確認するためなどに、お客様の個人データをお客様の会
社または他の代理人と共有する場合があります。また、当社は、お客様の会社またはアカウントに関連するサー
ドパーティと、または当社がお客様もしくはお客様の会社と行っている取引に関連するサードパーティと、お客様
の情報を共有する場合があります。

▪

事業譲渡に関連しているサードパーティ。当社は、資産の再編成、再構築、合併、取得または譲渡に関連
して、お客様の個人情報をサードパーティと共有またはサードパーティに転送する場合があります（ティー・ロウ・
プライスの既存または新設のファミリー会社を含みます）。ただし、データ受領当事者が、本プライバシー通知に
従ってお客様の個人データを取り扱うことに同意していることを条件とします。

お客様の個人データの保存場所
当社のグローバルなビジネスの性質および必要な技術により、当社がお客様から収集する個人データは、お客様の属
する法域以外の場所に転送され保存される場合がありますが、その場所のデータ保護法は、お客様が属する法域の
法律ほど詳細ではない可能性があります。
お客様の個人データは、米国のT. Rowe Price Associates, Inc.に転送され、同社に保存され、同社から閲覧さ
れ、イギリス、欧州経済地域、中東、北米およびアジア太平洋（APAC）のオフィスで当社または別の関連会社のた
めに勤務するスタッフによって閲覧される場合があります。また、お客様の個人データは、通常は同様の地域に所在す
る当社サービスプロバイダーのスタッフによって処理されることがあります。当社は、場所を問わず、お客様の個人データ
が適切に保護され、本プライバシー通知および適用されるデータ保護法に従って取り扱われるようにするために、適切
な保護措置を実施するものとします。

お客様の選択/お客様のプライバシー権
どのティー・ロウ・プライス事業所がお客様に商品やサービスを提供しているかにより、また、その事業所の所在国により、
お客様は、当社におけるお客様の個人データの処理に関連する様々な権利を有する場合があります。以下、それぞ
れの権利について説明します。お客様が下記の権利の行使を希望される場合は、ご要望を
Global.Privacy@troweprice.comまでお知らせください。その際は、お客様のお名前、メールアドレス、住所、ティ
ー・ロウ・プライスの担当者氏名、ならびにお客様のご要望の具体的な内容と、当社にてお客様のご要望に対応する
ためまたはお客様のご要望を処理するために必要であると思われるその他の情報を記載してください。
▪

アクセス権。お客様は、お客様の個人データが処理されているか否かを当社に確認する権利を有しています。
処理されている場合には、処理された個人データの種類、処理の目的およびデータ受領者またはデータ受領
者の種類なども含め、当該個人データへのアクセスを要求する権利も有しています。ただし、当社は他者の利
益も考慮する必要がありますので、この権利は絶対的権利ではなく、当社が料金を請求できる場合もあります。

▪

訂正。お客様は、お客様に関する不正確または不完全な個人データを訂正する権利を有しています。

▪

削除。お客様は、お客様に関する個人データの削除を当社に依頼する権利を有しています。ただし、法的義
務を遵守するためまたは法的請求の成立、行使もしくは答弁のために、当社が当該データを保持する必要が
ある場合には、当社は削除義務を負いません。

当社が、マーケティングコミュニケーションを提供するためなどに、お客様の同意に基づいてお客様の個人データの処理を
行っている場合、お客様は同意を随時撤回する権利を有しています。お客様が同意を撤回し、当社からのマーケティ
ングメールの受信停止を希望する場合は、（必要に応じて）電子メールに記載されている受信停止に関する指示ま
たは特定のコンテンツを購読するために使用したウェブサイトに記載されている配信停止に関する説明に従ってください。
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お客様がマーケティングメールの受信停止または配信停止をされた場合でも、当社に開設されているアカウント、当社
との関係、業務およびその他のやりとりについて、当社からお客様にご連絡する場合があることをご了承ください。
お客様によるこれらの権利の行使には、一定の例外が適用されます。かかる例外には、お客様の個人情報の提供に
より、別の個人に関する個人情報が明らかになる可能性がある場合（お客様が閲覧要請を行った場合）、または当
該訂正がなされるべきではないと当社が合理的な根拠に基づき確信する場合（お客様が訂正要請を行った場合）
が含まれます。お客様がこれらの権利のいずれかを行使する場合、当社はお客様の受給権を確認し、ほとんどの場合
は1か月以内に回答いたします。

お客様の個人データの保存期間
当社は、お客様の個人データが収集された目的のために必要な期間、かつ適用法により認められる範囲においてのみ、
当該データを保持します。例えば、当社は、特定の取引詳細情報および文書を、当該取引から生じる請求の期限が
満了するまで、または当該データの保持に関する法令上の要件を遵守するために、保持する場合があります。当社に
おいてお客様の情報を使用する必要がなくなった場合、当社は当該情報を当社のシステムおよび記録から削除し、
当該情報を迅速に匿名化する措置をとるか、そのいずれかを行うことにより、当該情報からお客様の特定が行われる
ことがないようにします（当社に適用される法令上の義務を遵守するためにお客様の情報を保持する必要がない場
合）。

正確性
当社は、お客様の個人データを正確、完全かつ最新の状態に維持することに全力で取り組んでいます。当社の記録
に不正確な内容が見つかった場合、またはお客様の個人データに変更がある場合は、お取引のあるティー・ロウ・プライ
ス事業所に直ちにご連絡ください。当社において必要な変更を行わせていただきます。お客様が個人データの変更につ
いて当社に通知しない場合は、お客様へのご連絡方法や商品やサービスのご提供方法に悪影響が及ぶ場合がありま
す。

セキュリティ
当社は、当社が保管および管理下にある個人データを保護する取り組みの一環として、技術的および組織的なセキ
ュリティ措置を実施しています。当社が実施したことのある措置には、個人データへのアクセスを、本プライバシー通知に
記載されている目的のために当該情報を知る必要のある従業員、契約業者および認可サービスプロバイダーのみに制
限すること、当社従業員および契約業者を対象としたトレーニング、および他の技術上、管理上および物理的な安全
対策が含まれます。当社は、当社のシステム、サイト、オペレーションおよび情報を不正なアクセス、使用、変更および
開示から常に保護するよう努めておりますが、オープンでグローバルなコミュニケーション手段としてのインターネットの固有
の性質および他のリスク要因により、当社は、あらゆる情報が、転送中または当社システムに保管されている間に、ハッ
カーなどの他者による侵入から完全に安全であると保証することはできません。

本プライバシー通知への変更
本プライバシー通知は英語で作成されており、他の言語に翻訳される場合があります。本通知の英語版と翻訳版の
間に何らかの齟齬が生じる場合には、英語版が優先するものとします。
本プライバシー通知（APAC）は最新版であり、最終更新日は本文書の末尾に記載されています。当社は、当社の
プライバシー通知を随時変更する権利を留保します。当社のプライバシー通知に重大な変更を加えることを決定した
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場合には、当該変更についてお客様に電子メールで通知し、関連ウェブサイトのホームページに注意書きを掲載する、
またはそのいずれかを行うなどの方法により、当該変更の事実をお客様にお知らせし、適用法の要請に応じてさらなる
措置をとること、またはそのいずれかを行う努力をするものとします。いずれにしましても、本ページを随時確認し、お手
持ちの当社プライバシー通知が最新版であることを確認されることをお勧めします。

管理者
T. Rowe Price Australia Limited

Level 50, Governor Phillip Tower, 1 Farrer
Place, Suite 50B, Sydney, NSW 2000,
Australia

T. Rowe Price Hong Kong Limited

6/F, Chater House, 8 Connaught Road
Central, Hong Kong

T. Rowe Price Japan, Inc.

〒100-6607 東京都千代田区
丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー7階

T. Rowe Price Singapore Private Ltd

501 Orchard Road, #10-02 Wheelock
Place,
Singapore 238880
Republic of Singapore

お問い合わせ先
本プライバシー通知や当社のサービスプロバイダーのプライバシーポリシーや実践についてご質問がある場合は、当社に
お問い合わせください。
お客様がお取引をされているティー・ロウ・プライスの事業所にお問い合わせください。
通常、お客様が連絡を取られたり取引をされている事業所がお客様の個人データに関するデータ管理者となり、当社
プライバシー通知またはお客様の個人データの使用に関する質問に回答することができます。これらの事業所の問い合
わせ先は、上記の「管理者」の欄に記載されています。
当社グローバルプライバシー室へのお問い合わせ
お客様が取引をされているティー・ロウ・プライスの事業所の担当者と話した後も、ご質問や苦情の内容が解決しない
場合は、Global.Privacy@troweprice.comまで電子メールでお問い合わせください。
当社のグローバルプライバシー担当長が所属しているグローバルプライバシー室についての詳細は下記のとおりです。
Global Privacy Office
T. Rowe Price
For the attention of: Head of Global Privacy
4515 Painters Mill Road
Owings Mills, MD 21117
United States
Global.Privacy@troweprice.com
グローバルプライバシー室は、お客様のご質問や苦情について、現地オフィスにおける適任者と連携します。当社は、お
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客様のご要望について調査し、合理的な期限内に回答いたします。ただし、当社が必要な情報をすべて有しており、
必要な調査をすべて終了していることを条件とします。当社は、お客様のご要望をきちんと理解できるように、その内容
を書面で提出していただくようお願いする場合があります。また、追加情報のご提出やご本人確認をお願いする場合も
あります。当社は、ご要望に関連する業務についてお客様のご理解が得られているか、また、お客様がどのような結果
を期待されているかについて、適宜および必要に応じて確認させていただきます。当社は、お客様からのご要望を機密
情報として扱い、通常は書面で合理的な期間内にお客様に回答します。
データ保護規制機関への問い合わせ
当社にご連絡をいただいた後、お客様の懸念に対する当社の対応が適切でなかったと思われるお客様は、上記の「管
理者」欄の表の記載に従って、お客様が取引されているティー・ロウ・プライス事業所が所在する国のデータ保護規制
機関にお問い合わせください。
本プライバシー通知は、2020年2月1日に更新されました。
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