
以下の翻訳は情報目的のみで提供されます。本翻訳版と英語版の間に差異、不一致、矛盾が存在する場合、

（特に翻訳による遅れもあり）英語版が優先します。 

プライバシー通知 
最終更新日：2022 年 2 月 4 日 

本プライバシー通知は、AWS のウェブサイト、アプリケーション、製品、サービス、イベントおよび体験のう

ち、本プライバシー通知に言及するもの（総称して「AWS サービス」）に関連するお客様の個人情報を、

AWS がどのように収集し、利用するかについて記載したものです。 

本プライバシー通知は、AWS アカウントに関連して AWS サービスを利用するお客様が処理、保存、または

ホストする「コンテンツ」には適用されません。AWS によるコンテンツの取扱いおよび AWS サービスを通じ

てお客様がコンテンツをどのように管理できるかについての詳細は、お客様の AWS アカウントへのアクセ

スについて規定する契約および AWS Data Privacy FAQ を参照してください。また、本プライバシー通知

は、第三者により提供された、または独自のプライバシー通知が定められた製品、サービス、ウェブサイトま

たはコンテンツには適用されません。 

• AWS が収集する個人情報 

• 個人情報の利用について 

• Cookie 

• 個人情報の共有について 

• 個人情報の所在地 

• 情報の保護について 

• インターネット広告および第三者 

• アクセスおよび選択 

• お子様の個人情報 

• 個人情報保持 

• 問い合わせ先、お知らせおよび変更 

• EU-US および Swiss-US Privacy Shield 

• 特定の地域向けの追加情報 

• 収集された情報の例 

AWS が収集する個人情報 

AWS は、AWS サービスをお客様に提供する過程でお客様の個人情報を収集します。 

以下の種類の情報を収集しています。 

https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
https://aws.amazon.com/privacy/#Personal_Information_We_Collect
https://aws.amazon.com/privacy/#How_We_Use_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Cookies
https://aws.amazon.com/privacy/#How_We_Share_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Location_of_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#How_We_Secure_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Internet_Advertising_and_Third_Parties
https://aws.amazon.com/privacy/#Access_and_Choice
https://aws.amazon.com/privacy/#Children.E2.80.99s_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Retention_of_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Contacts.2C_Notices.2C_and_Revisions
https://aws.amazon.com/privacy/#EU-US_and_Swiss-US_Privacy_Shield
https://aws.amazon.com/privacy/#Additional_Information_for_Certain_Jurisdictions
https://aws.amazon.com/privacy/#Examples_of_Information_Collected


• お客様が提供する情報：AWS サービスに関連してお客様が提供するあらゆる情報を収集しています。

お客様が提供している情報の例はこちらをご参照ください。 

• 自動情報：お客様が AWS サービスを利用する際に特定の種類の情報が自動的に収集されます。自動

的に収集される情報の例はこちらをご参照ください。 

• その他のソースからの情報：AWS はサービスプロバイダ、パートナー、および一般的に利用可能なソー

スを含むその他のソースからお客様に関する情報を収集する場合があります。その他のソースから収

集する情報の例はこちらをご参照ください。 

個人情報の利用について 

AWS は、AWS サービスを運営、提供および改善するためにお客様の個人情報を利用します。AWS が個

人情報を利用する目的には以下が含まれます。 

• AWS サービスの提供：AWS は、AWS サービスの提供および遂行のため、および登録、サブスクリプ

ション、購入および支払いを含む、AWS サービスに関連する取引を処理するためにお客様の個人情報

を利用します。 

• AWS サービスの評価、サポートおよび改善：AWS は、AWS サービスの利用を評価し、性能を分析し、

エラーを修復し、サポートを提供し、改善し、開発するためにお客様の個人情報を利用します。 

• おすすめ情報とパーソナライズ：AWS は、お客様が興味がありそうな AWS サービスをおすすめし、お

客様の嗜好を特定することにより、AWS サービスでのお客様の体験をパーソナライズするためにお客

様の個人情報を利用します。 

• 法的義務の遵守：特定の場合において AWS には、お客様の個人情報を収集し、利用し、または保持

する法的義務があります。たとえば、AWS マーケットプレイス出品者の身元を認証するために銀行口

座情報を収集します。 

• お客様とのコミュニケーション：AWS は、AWS サービスに関連して、様々な手段（電話、電子メール、チ

ャット等）を通じてお客様とコミュニケーションを取るために、およびお客様のお問い合わせに応えるため

に、お客様の個人情報を利用します。 

• マーケティング：AWS は、AWS サービスのマーケティングおよびプロモーションのためにお客様の個人

情報を利用します。AWS サービスのためのインターネット広告を表示する場合もあります。詳細につい

ては、インターネット広告のお知らせをご参照ください。  

• 詐欺および不正利用防止および信用リスク：AWS は、お客様、AWS およびその他のセキュリティを保

護するためにお客様の個人情報を利用し、詐欺および不正利用を防止および検知しています。AWS
はまた、信用リスクの評価および管理のためにスコア制をとる場合もあります。 

• お客様の同意を必要とする目的：AWS は、お客様にご連絡する特定の目的のためにお客様の個人情

報を利用することへの同意を求める場合があります。 

Cookie 

AWS のシステムがお客様のブラウザまたはデバイスを認識できるよう、および AWS サービスを提供でき

るように、AWS は Cookie を使用しています。Cookie および AWS の使用方法についての詳細は、Cookie
についてのお知らせをご参照ください。 

個人情報の共有について 

https://aws.amazon.com/privacy/#Information_You_Give_Us
https://aws.amazon.com/privacy/#Automatic_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Information_from_Other_Sources
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202075050


お客様の情報は AWS の事業にとって重要であり、AWS はお客様の個人情報を他者に販売する事業は行

っていません。AWS は以下に記載する通り、かつ、本プライバシー通知に従う、または少なくとも本プライバ

シー通知と同程度の保護方針に従う Amazon.com, Inc.、および Amazon.com, Inc.が支配する子会社と

のみ個人情報を共有します。 

• 第三者が関与する取引：AWS は、AWS サービスの利用に関連して、または AWS サービスの利用を

通じて、第三者が提供するサービス、ソフトウェアおよびコンテンツをお客様に提供します。お客様から

は、取引に第三者が関与していることが分かるようになっており、AWS は当該第三者との当該取引に

関連する情報を共有します。たとえば、お客様は AWS マーケットプレイスを利用する出品者にサービ

ス、ソフトウェアおよびコンテンツを発注することができ、AWS はお客様のサブスクリプション、購入また

はサポートを円滑にするために当該出品者に情報を提供します。 

• 第三者サービスプロバイダ：AWS は、他の会社および個人を雇い、AWS に代わり業務を遂行させてい

ます。たとえば、AWS ハードウェアの配達、コミュニケーションの送信、支払い処理、信用およびコンプ

ライアンスのリスク評価、データ分析、マーケティングおよび販売補助提供（広告およびイベント管理を

含む）、カスタマーリレーション管理、およびトレーニングの提供などがあります。これらの第三者サービ

スプロバイダは業務を遂行するために必要な個人情報へのアクセスが認められていますが、その他の

目的のために利用することはできません。また、第三者サービスプロバイダは、本プライバシー通知に

基づき、かつ適用されるデータ保護法で許可される方法で当該情報を処理しなければなりません。 

• 事業譲渡：AWS が事業を発展し続けるにあたり、事業またはサービスを売却または買収することがあ

ります。かかる取引がある場合、個人情報は一般的に譲渡される事業資産に含まれますが、既存のプ

ライバシー通知で約束された事項に引き続き従います（別途個別の同意がある場合を除く）。また、万

が一 AWS またはその実質的な全資産が取得された場合、お客様の情報は当然ながら譲渡される資

産に含まれます。 

• AWS およびその他の保護：AWS は法令順守、AWS の利用条件およびその他の契約を執行もしくは

適用するため、または AWS、お客様その他の権利、財産またはセキュリティ保護のために適切だと判

断した場合は、アカウントおよびその他の個人情報を提供します。これには、詐欺防止および検知、な

らびに信用リスク軽減のための他社および他組織との情報交換が含まれます。 

• お客様の選択：上記に定める以外で、お客様の個人情報が第三者と共有される可能性がある場合に

はお客様に通知され、情報を共有しないことを選択することができます。 

個人情報の所在地 

Amazon Web Services, Inc.はアメリカ合衆国に所在し、関連会社は世界中にあります。お客様の AWS
サービスの利用範囲によって、お客様の個人情報はアメリカ合衆国を含む複数国に保存されたり、アメリカ

合衆国を含む複数国からアクセスされる場合があります。個人情報が他管轄へ移転される場合、AWS は

当該情報が本プライバシー通知に従い、かつ適用されるデータ保護法に許可される方法で移転されること

を確保します。 

情報の保護について 

AWS ではセキュリティを最優先としています。AWS はお客様のセキュリティおよびプライバシーを念頭に置

いてシステムを構築しています。 

• AWS はセキュリティ管理を有効にする多岐にわたるコンプライアンスプログラムを維持しています。コン

プライアンスプログラムの詳細についてはこちらをご参照ください。 

https://aws.amazon.com/compliance/programs/


• AWS は、AWS ウェブサイト、アプリケーション、製品またはサービスからの送受信時に、暗号化プロト

コルおよびソフトウェアを利用してお客様の情報のセキュリティを保護しています。 

• AWS は、クレジットカードのデータを取り扱うにあたり、Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS)に従います。 

• AWS は、個人情報の収集、保管および開示に関連して、物理的、電子的および手続き上のセーフガー

ドを維持しています。AWS のセキュリティ手続きとは、お客様に個人情報を開示する前にお客様に身元

の保証を求める場合があることをいいます。 

インターネット広告および第三者 

AWS サービスには、第三者広告ならびに他のウェブサイトおよびアプリケーションへのリンクが含まれる場

合があります。第三者広告パートナーは、そのコンテンツ、広告またはサービスをお客様が利用するとお客

様に関する情報を収集する場合があります。インターネット広告を含む第三者広告の詳細については、イン

ターネット広告のお知らせをお読みください。 

アクセスおよび選択 

お客様は、お客様のアカウントおよび AWS サービスの利用についての特定の情報を閲覧、更新および削

除することができます。お客様がアクセスできる情報の例一覧についてはこちらをご参照ください。ご自身で

情報にアクセスまたは更新することができない場合、いつでもお手伝いしますのでご連絡ください。 

お客様の個人情報の収集および利用についてはお客様が選択できます。AWS サービスの多くには、お客

様の情報がどのように利用されているかについてお客様が選択できる設定が設けられています。特定の情

報を提供しないよう選択することもできますが、その場合、特定の AWS サービスを最大限利用できないこと

もあります。 

• アカウント情報：お客様のアカウントに関連する情報を追加、更新または削除したい場合は、AWS マネ

ジメントコンソールを開いてください。お客様が情報を更新または削除した場合、AWS は通常、更新前

のバージョンのコピーを記録として保持します。 

• コミュニケーション：お客様が AWS からのプロモーションのお知らせの受信を希望しない場合、配信を

停止するか、AWS マネジメントコンソールもしくは AWS 電子メールプリファレンスセンターでコミュニケ

ーションのプリファレンスを調整してください。AWS からのアプリ内通知の受信を希望しない場合、アプ

リまたはデバイスの通知設定を調整してください。 

• 広告：インターネット広告を希望しない場合、お客様の広告プリファレンスを調整してください。 

• ブラウザおよびデバイス：ほとんどのブラウザおよびデバイスにあるヘルプ機能を使えば、ブラウザまた

はデバイスが新しい Cookie を自動的に許可するのを防ぐ方法、新しい Cookie の受信時にブラウザが

通知する設定にする方法、または Cookie を無効化する方法がわかります。 

• 出品者および Amazon パートナー：出品者および Amazon パートナーネットワークのメンバーであれ

ば、AWS マーケットプレイスおよび APN パートナーセントラルそれぞれで情報を追加、更新、または削

除できます。 

お子様の個人情報 

AWS にはお子様が購入できる AWS サービスはありません。18 歳以下のお子様は、親または保護者の監

督下においてのみ AWS サービスを利用することができます。 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202075050
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202075050
https://aws.amazon.com/privacy/#Information_You_Can_Access
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/preferences
https://pages.awscloud.com/communication-preferences.html
https://www.amazon.com/adprefs?app=1p
https://aws.amazon.com/marketplace/account-management
https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin


個人情報保持 

AWS は、お客様が継続的に AWS サービスを利用することを可能にするため、本プライバシー通知に規定

される目的を満たすために必要な期間中、法令により必要となる（税および会計目的を含む）、または別途

お客様にご連絡する方法で、お客様の個人情報を保持します。特定の個人情報をどれだけの期間にわたり

保持するかはその利用の目的によって異なり、適用される法令に基づきお客様の個人情報は削除されま

す。 

問い合わせ先、お知らせおよび変更 

AWS でのプライバシーについて懸念がある場合、または AWS のデータ管理者に問い合わせたい場合

は、詳細なご説明とともにお問い合わせください。 お客様のために問題の解決に尽力します。また以下の

住所宛てにお問い合わせも可能です。 

• Amazon Web Services, Inc.の既存のお客様、または潜在的お客様は Amazon Web Services, Inc., 
410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, ATTN: AWS Legal にご連絡ください。 

• Amazon Web Services EMEA SARL の既存のお客様、または潜在的お客様は Amazon Web 
Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, ATTN:  AWS EMEA 
Legal にご連絡ください。 

• Amazon Internet Services Private Limited の既存のお客様、または潜在的お客様は Amazon 
Internet Services Private Limited, Block E, 14th Floor, Unit Nos. 1401 to 1421, International 
Trade Tower, Nehru Place, New Delhi,  Delhi 110019, India, ATTN:  AISPL Legal にご連絡くださ

い。 

お客様がご自身の組織に代わり、またはご自身の組織を通じて AWS サービスを利用した場合、お客様の

個人情報にはお客様の組織のプライバシー取扱い方針も適用される場合があるため、プライバシーに関す

る問い合わせはご自身の組織にお問い合わせください。 

AWS の事業は絶え間なく変化しているため、プライバシー通知も変更する場合があります。最新の変更に

関しては AWS のウェブサイトを随時ご確認ください。本プライバシー通知の最新版が掲載された日付も記

載されています。別段の記載がない限り、AWS の現在のプライバシー通知は、AWS が保有するお客様お

よびお客様のアカウントの個人情報すべてに適用されますが、AWS は、約束した事項に責任を負い、過去

に収集した個人情報の保護レベルを下げるような AWS の方針および慣行に対する重大な変更を行う場合

には、通知の変更により影響を受けるお客様に必ずお知らせし、選択肢を提供します。 

EU-US および Swiss-US Privacy Shield 

AWS は Privacy Shield に依拠しませんが、Privacy Shield を認証した際に行った誓約は引き続き遵守
します。 

Amazon Web Services, Inc.は EU-US および Swiss-US Privacy Shield のフレームワークに参加してい

ます。詳細についてはこちらをご参照ください。 

特定の地域向けの追加情報 

AWS は、特定の地域に所在する AWS サービスの既存および潜在的お客様の個人情報についてのプライ

バシー、収集および利用に関する追加情報を提供します。 

https://console.aws.amazon.com/support/home
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202135380


ブラジル 

個人情報の管理者  Amazon AWS Serviços Brasil Ltda. が AWS サービスのプロバイダの場合には、
Amazon AWS Serviços Brasil Ltda., A. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre E - 18th and 
19th Floors, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo が AWS サービスを通じて収集または処理された個人情

報のデータ管理者です。Amazon AWS Serviços Brasil Ltda.のデータ保護担当役員の連絡先は、aws-
brasil-privacy@amazon.com です。 

処理 AWS はお客様の個人情報を以下の一つまたは複数の法的根拠に基づき処理します。 

• お客様またはお客様が代表する法人との契約締結の必要に応じて、契約に基づく義務を履行するた

め、AWS サービスを提供するため、お客様からのお問い合わせに応えるため、またはカスタマーサポ

ートを提供するため 

• 本プライバシー通知（上記の「個人情報の利用について」をご参照ください）に記載される通り、AWS に

正当な利益がある場合 

• 適法な請求および命令に回答することを含み、関連する法令および法的義務を遵守するために必要に

応じて、または 

• お客様の同意に基づいて 

お客様の権利  適用される法令に基づき、お客様には以下の権利があります。 

• AWS がお客様についての個人情報を保有しているかを問い合わせ、当該個人情報およびその処理方

法についての情報の複写を請求する権利 

• 誤った個人情報を修正することを請求する権利 

• 個人情報を処理する目的のために個人情報が必要なくなった場合、個人情報の処理が基づく同意が取

り下げられた場合、または適用される法的要件に基づかず処理された場合に、個人情報の削除を請求

する権利 

• 処理方法が不適切である個人情報の処理を制限することを AWS に請求する権利 

• 個人情報の処理に異議を唱える権利 

• お客様が AWS に提供した個人情報（収集された情報に由来する情報を含まない）のうち、当該個人情

報が同意またはお客様との契約に基づき、自動化された方法によって処理された情報の可搬性を請求

する権利、および 

• 同意を拒絶できる可能性および拒絶した場合の効果に関する情報を請求する権利 

上記のいずれかを希望する場合、かつお客様が AWS のお客様の場合、こちらから AWS にご連絡くださ

い。お客様が AWS のお客様でない場合、前述の問い合わせ先、お知らせおよび変更に記載される住所に

ご連絡ください。またその正式な経路を通じてブラジルの National Data Protection Authority (ANPD) に
苦情を申し立てることができます。 

特定の目的のために AWS がお客様の個人情報を処理することについてお客様が同意した場合でも、お客

様はいつでも同意を取り下げることができ、以降 AWS は当該目的のためにお客様のデータを処理しませ

ん。 

ブラジル外への移転 AWS がお客様の個人情報をブラジル外に移転する場合、AWS は本プライバシー通

知および適用されるデータ保護法に基づき行います。 

https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://aws.amazon.com/privacy/#Contacts.2C_Notices.2C_and_Revisions


 

カリフォルニア州 

これらの追加情報の開示は、2021 年 2 月 9 日に実施されたカリフォルニア州消費者プライバシー法により

義務付けられています。 

収集する個人情報の分類  AWS が収集する、または過去 12 ヵ月間に消費者から収集した個人情報は、

お客様による AWS サービスへの関与の仕方により、カリフォルニア州消費者プライバシー法に定める次の

分類に属します。 

• お客様の氏名、別名、住所、電話番号、IP アドレス等の識別子 

• クレジットカード番号等、カリフォルニア州民法第 1798.80 条第（e）項に定める個人情報 

• 年齢や性別等、カリフォルニア州法または米国連邦法に基づき保護される分類の特性（例えば AWS
が利用者の調査や分析を行う場合） 

• 購買活動等の営業情報 

• コンテンツのダウンロード、ストリーミングや再生情報等のコンテンツ相互作用情報を含む、インターネッ

トその他電子的なネットワーク活動情報 

• お客様の声や外見等のバイオメトリック情報（例えば、音声または映像認識サービスのデモに参加する

こととなった場合） 

• お客様のデバイスまたはコンピュータの場所等の地理位置情報データ（例えば、お客様が、AWS が提

供するイベントアプリを通じて自らの体験を充実させるために位置情報サービスを使用可能とした場合） 

• お客様が電話等で AWS と通信する場合を含む、聴覚、視覚、電子情報等 

• お客様が提供する業務関連データ等の職業・雇用関連情報 

• お客様の嗜好に関する情報等の推定データ 

• 学籍状況、研究分野、学位、優等学位、受賞等に関する教育情報 

AWS が収集する個人情報の詳細については、こちらをクリックしてください。 

業務目的で開示する個人情報の分類  AWS が過去 12 ヵ月間に業務目的で開示した消費者に関する個

人情報は、お客様による AWS サービスへの関与の仕方により、カリフォルニア州消費者プライバシー法に

定める次の分類に属します。 

• お客様の氏名、住所、電話番号等の識別子（例えば、AWS が、第三者運送業者を使用して AWS ハー

ドウェアを引き渡す場合） 

• クレジットカード番号等、カリフォルニア州民法第 1798.80 条第（e）項に定める個人情報（例えば、AWS
が第三者決済処理者を使用する場合） 

• お客様の年齢、性別、またはカリフォルニア州法もしくは米国連邦法に基づき保護されるその他分類

（例えば、AWS が第三者サービスプロバイダを使用してユーザの調査や分析を行う場合） 

• お客様が購入した製品またはサービスの内容などの営業情報（例えば、第三者サービスプロバイダが

お客様への製品やサービスの提供を支援している場合） 

https://aws.amazon.com/privacy/#Personal_Information_We_Collect


• インターネットその他電子的なネットワーク活動情報（例えば、AWS が、第三者サービスプロバイダを

使用して、自社のデバイスやサービスの分析レポートの収集を行わせている場合） 

• バイオメトリック情報（例えば、お客様が、第三者サービスプロバイダが促進する特定の AWS サービス

のデモに参加することとなった場合） 

• 地理位置情報データ（例えば、AWS が、AWS イベントに関連して第三者からの送迎サービスを提供す

る場合） 

• 音声、視覚、電子情報等（例えば、第三者サービスプロバイダが、品質保証目的でカスタマーサポート

の電話録音を確認する場合） 

• 職業・雇用関連情報（例えば、AWS が、AWS サービスの一環として確認または登録目的で、第三者サ

ービスプロバイダに情報を提供する場合） 

• 教育情報（例えば、AWS が、AWS 教育プログラムの参加者を対象とする雇用活動またはインターンシ

ップ採用活動を促進する場合） 

AWS が、業務目的で第三者に開示する個人情報の詳細については、こちら、およびこちらをクリックしてく

ださい。 

お客様の権利  お客様は、カリフォルニア州消費者プライバシー法に基づき、AWS によるお客様の個人情

報の収集に関する情報の請求権、またはお客様の個人情報へのアクセスもしくは削除の請求権を有してい

ることがあります。このいずれかの請求を希望される場合は、AWS にご連絡ください（AWS のお客様の場

合）、または上記の問い合わせ先、お知らせおよび変更に記載する住所の AWS 宛てにお問い合わせくだ

さい（AWS のお客様およびそれ以外の方の場合）。お客様が選択されたデータによっては、特定のサービ

スが制限されたり、利用できないことがあります。 

個人情報の販売禁止  カリフォルニア州消費者プライバシー法の定めに従い、AWS は、過去 12 ヵ月間に

おいて消費者の個人情報を販売していません。 

差別の不存在  AWS は、カリフォルニア州消費者プライバシー法に基づく権利行使を行ったという理由で、

いずれの消費者も差別することはありません。 

 

カナダ 

お客様の権利  適用される法令に基づき、お客様には以下の権利があります。 

• AWS がお客様についての個人情報を保有しているかを問い合わせ、当該個人情報およびその処理方

法についての情報の複写を請求する権利 

• 誤った個人情報を修正することを請求する権利 

• 個人情報を処理する目的のために個人情報が必要なくなった場合、個人情報の処理が基づく同意が取

り下げられた場合、または適用される法的要件に基づかず処理された場合に、個人情報の削除を請求

する権利 

• 個人情報の処理に異議を唱える権利 

上記のいずれかを希望する場合、かつお客様が AWS のお客様の場合、AWS にご連絡ください。お客様

が AWS のお客様でない場合、前述の問い合わせ先、お知らせおよび変更に記載される住所にご連絡くだ

さい。 

https://aws.amazon.com/privacy/#How_We_Share_Personal_Information
https://aws.amazon.com/privacy/#Internet_Advertising_and_Third_Parties
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://aws.amazon.com/privacy/#Contacts.2C_Notices.2C_and_Revisions
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://aws.amazon.com/privacy/#Contacts.2C_Notices.2C_and_Revisions


 

コスタリカ 

お客様の権利 Amazon Web Services Costa Rica（「AWS Costa Rica」）が収集し処理するデータに関し

て、お客様は、アクセス、訂正、削除、もしくは処理を制限するまたは異議を唱える権利を有します。AWS 
Costa Rica が指定された目的でお客様の情報を処理することにお客様が同意した場合も、お客様はいつ

でも同意を撤回することができ、AWS Costa Rica は当該目的でお客様のデータをそれ以上処理すること

を止めます。 

 

上記のいずれかを希望する場合、かつお客様が AWS のお客様の場合、AWS にご連絡ください。お客様

が AWS のお客様でない場合、Zona Franca America（住所：Edificio C7. 600 norte de Plaza Real 
Cariari, sobre la paralela a la Autopista General Cañas. San Francisco de Heredia, Costa Rica）にご

連絡ください。 

欧州経済領域 

• 個人情報の管理者 Amazon Web Services EMEA SARL が AWS サービスのプロバイダの場合に

は、Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg が

AWS サービスを通じて収集または処理された個人情報のデータ管理者です。Amazon Web Services 
EMEA SARL のデータ保護担当役員の連絡先は、aws-EU-privacy@amazon.com です。Amazon 
Web Services EMEA SARL は、また欧州経済領域での Amazon Web Services, Inc.の正規の代表

者です。 

• データ保護に関するご質問がある場合、かつお客様が AWS のお客様の場合、こちらから AWS にご

連絡ください。お客様が AWS のお客様でない場合、こちらからご連絡ください。 

処理 AWS はお客様の個人情報を以下の一つまたは複数の法的根拠に基づき処理します。 

• お客様またはお客様が代表する法人との契約締結の必要に応じて、契約に基づく義務を履行するた

め、AWS サービスを提供するため、お客様からのお問い合わせに応えるため、またはカスタマーサポ

ートを提供するため 

• 本プライバシー通知（上記の「個人情報の利用について」をご参照ください）に記載される通り、AWS に

正当な利益がある場合 

• 適法な請求および命令に回答することを含み、関連する法令および法的義務を遵守するために必要に

応じて、または 

• お客様の同意に基づいて 

お客様の権利  適用される法令に基づき、お客様には以下の権利があります。 

• AWS がお客様についての個人情報を保有しているかを問い合わせ、当該個人情報およびその処理方

法についての情報の複写を請求する権利 

• 誤った個人情報を修正することを請求する権利 

• 個人情報を処理する目的のために個人情報が必要なくなった場合、個人情報の処理が基づく同意が取

り下げられた場合、または適用される法的要件に基づかず処理された場合に、個人情報の削除を請求

する権利 

https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
mailto:aws-EU-privacy@amazon.com
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://pages.awscloud.com/DSAR_RTF.html


• 処理方法が不適切である個人情報の処理を制限することを AWS に請求する権利 

• 個人情報の処理に異議を唱える権利、および 

• お客様が AWS に提供した個人情報（収集された情報に由来する情報を含まない）のうち、当該個人情

報が同意またはお客様との契約に基づき、自動化された方法によって処理された情報の可搬性を請求

する権利、 

上記のいずれかを希望する場合、かつお客様が AWS のお客様の場合、こちらから AWS にご連絡くださ

い。お客様が AWS のお客様でない場合、こちらからご連絡ください。 

また AWS の主な監督当局である、ルクセンブルクの Commission Nationale pour la Protection des 
Données in Luxembourg または地元当局に苦情を申し立てることができます。 

特定の目的のために AWS がお客様の個人情報を処理することについてお客様が同意した場合でも、お客

様はいつでも同意を取り下げることができ、以降 AWS は当該目的のためにお客様のデータを処理しませ

ん。 

Cookie Cookie についてのお知らせをご参照ください。 

欧州経済領域外への移転 AWS がお客様の個人情報を欧州経済領域外に移転する場合、AWS は本プ

ライバシー通知および適用されるデータ保護法に基づき行います。 

 

日本 

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社に提供された、またはこれが収集したすべての個人情報は、主

にアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（141-0021 東京都品川区上大崎 3-1-1）が管理します。

Amazon Web Services, Inc.により収集されたすべての個人情報は、主に Amazon Web Services, Inc.が
管理します。AWS は本プライバシー通知に記載される目的のために、国内および国外の Amazon.com, 
Inc.の子会社（Amazon Web Services, Inc.、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、Amazon Web 
Services EMEA SARL、およびその他のグローバル企業を含む）と連帯してお客様の個人情報を利用して

います。連帯して利用される情報を管理する主な責任事業者はアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会

社です。AWS はお客様の電子メールアドレス、氏名、住所、お客様 ID、注文 ID、セッション ID およびその

他の情報を利用して個人を特定できない情報を作成する場合があります。 

 

マレーシア 

本プライバシー通知のマレー語（バハサマレーシア）の翻訳は、こちらでご覧いただけます。 

韓国 

AWS は、本プライバシー通知に記載される通り、Amazon Web Services, Inc.の子会社などと個人情報を

共有する場合があります。 

 

AWS は、韓国国内で AWS に代わり業務を遂行する以下の第三者サービスプロバイダと契約しており、当

該サービスプロバイダは以下に記載する業務を遂行するために必要に応じてお客様の個人情報にアクセス

できる場合があります。 

https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://console.aws.amazon.com/support/home
https://pages.awscloud.com/DSAR_RTF.html
https://cnpd.public.lu/en.html
https://cnpd.public.lu/en.html
https://aws.amazon.com/legal/cookies/
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_Bahasa%20Malaysia_2020-08-15.pdf


会社名  事業の詳細 

BusinessOn Communication Co., ltd. 支払請求業務 

Marketo お客様コミュニケーション 

NHN KCP Corp. 支払手段処理および請求業務 

Salesforce カスタマーリレーション管理 

PaymentTech 支払い手段処理 

General Agent 国内代理店 

 

AWS は本プライバシー通知に記載される通り、お客様の個人情報を削除します（お客様の AWS アカウン

トの閉鎖後も含む）。個人情報を削除する場合、AWS は標準的な商業的措置を取り、個人情報を実質的に

回復不可能または再生不可能にします。削除の具体的な手段は、削除される情報、情報の収集方法およ

び保管方法、およびお客様の AWS とのやり取りによって異なります。個人情報を含む電子書類またはファ

イルは、当該情報の回復または回収が実質的に不可能になる、またはデータにより個人が特定できないよ

うになる技術的な方法を使用して削除されます。個人情報を含む電子化されていない書類またはファイル

は裁断されるか、焼却されるか、裁断後焼却されます。 

国内代理店の情報 

個人情報保護法に基づく国内代理店の情報は次の通りです。 

名称および担当者：General Agent Co., Ltd.（担当：Young Soo-Kim） 
住所：28, Saemunan-ro 5ga-gil Jongno-gu, Seoul 
電話番号：(02) 735 6888 
電子メールアドレス：AWS@generalagent.co.kr 
 

プライバシーに関するお問い合わせまたはご請求がある場合は以下にご連絡ください。 

AWS Korea Privacy 
Email: aws-korea-privacy@amazon.com 

 

収集された情報の例 

お客様が提供する情報 

お客様は以下の場合に AWS に情報を提供しています。 

mailto:aws-korea-privacy@amazon.com


• AWS サービスを検索、サブスクライブ、または購入した場合 

• お客様の AWS アカウントを作成または管理した場合（AWS サービス利用時に複数の電子メールアド

レスを使用した場合、複数のアカウントをお持ちの場合があります） 

• AWS サービスの設定を変更、AWS サービスにデータアクセス許可を付与、または AWS サービスをそ

の他利用した場合  

• AWS のイベントに登録または参加した場合 

• AWS マーケットプレイス（またはその他 AWS が運営または提供する類似のサイト）を通じて第三者プ

ロバイダからコンテンツ、製品、またはサービスを購入もしくは利用した場合 

• AWS サービスまたは AWS マーケットプレイス（またはその他 AWS が運営または提供する類似のサ

イト）を通じてお客様のコンテンツ、製品またはサービスを提供した場合 

• AWS に電話、電子メールまたはその他の方法により連絡した場合  

• アンケートに答えた、サポートチケットを使用した、またはその他の情報請求フォームに記入した場合  

• AWS ウェブサイトに投稿し、またはコミュニティ機能に参加した場合、および 

• 通知サービスを利用した場合 

お客様の AWS サービス利用により、以下の情報等を AWS に提供している場合があります。 

• お客様の氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号、およびその他の類似する連絡先情報 

• クレジットカードおよび銀行口座情報を含む支払い情報 

• お客様の位置情報 

• お客様の組織に関する情報およびお客様の組織内の同僚または関係者等の連絡先情報 

• ユーザ名、仮名、役職、およびその他の認証およびセキュリティ資格情報 

• フィードバック、お客様の声、問い合わせ、サポートチケット等の内容、および AWS とのあらゆる通話

内容、チャットセッションおよび電子メールの内容  

• AWS のイベントに出席する際または特定の AWS サービスを利用する際のお客様の画像（静止画、動

画、場合により３D）、音声、およびその他お客様を特定できる個人的な情報 

• 政府が発行する身元情報を含む身元に関する情報  

• 会社および財務情報、および 

• VAT 番号およびその他の納税者を特定できるもの 

自動情報 

お客様が以下を行った場合、情報が自動的に収集されます。 

• AWS サービスを訪問または利用した場合（ご自身のコンピュータまたはその他のデバイスを使用して

AWS サービスを利用した場合も含む）  

• AWS からコンテンツをダウンロードした場合 



• AWS からの電子メールを開き、または電子メール内のリンクをクリックした場合、および 

• AWS とやり取りまたは連絡した場合（AWS のイベントに参加した場合、またはカスタマーサポートを要

請した場合等） 

AWS が自動的に収集する情報には以下の例が含まれます。 

• お客様のコンピュータまたはその他のデバイスをインターネットに接続するのに使用されるインターネッ

ト・プロトコル（IP）アドレスおよびお客様のインターネット・サービスプロバイダの情報等、ネットワークお

よび接続に関する情報  

• デバイス、アプリケーションまたはブラウザの種類およびバージョン、ブラウザのプラグインの種類およ

びバージョン、オペレーティング・システム、または時間帯設定等、コンピュータおよびデバイスの情報  

• お客様のデバイスまたはコンピュータの位置情報 

• 認証およびセキュリティ資格情報 

• 同時ストリーミングおよびダウンロードの長さおよび数を含む、コンテンツのダウンロード、ストリーミン

グ、再生詳細等のコンテンツ・インタラクション情報  

• サービスの使用状況、技術的エラーの発生状況、診断レポート、お客様の設定のプリファレンス、バック

アップ情報、API コールその他のログ等、AWS サービスの指標  

• AWS ウェブサイトおよび AWS サービスへの出入り（日付と時刻を含む）のクリックストリーム元、クリッ

クストリーム先の完全な統一資源位置指定子（URL）、お客様が閲覧または検索したコンテンツ、ページ

のレスポンスタイム、ダウンロードエラー、およびページのインタラクション情報（スクロール、クリックお

よびマウスオーバ等） 

• AWS に問い合わせた際に使用した電子メールアドレスおよび電話番号、および 

• Cookie に含まれる識別子および情報（Cookie についてのお知らせをご参照ください）   

その他のソースからの情報 

その他のソースから AWS が受け取る情報には以下の例が含まれます。 

• お客様の氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号、その他の類似の連絡先情報を含む、マーケティ

ング、売上創出および求人情報  

• サブスクリプション、購入、サポートおよびその他 AWS サービスに関連して AWS、関連会社（AWS ト

レーニングコース等）または第三者（AWS マーケットプレイスで提供された製品等）が提供する製品お

よびサービスのお客様の利用に関する情報  

• 有料掲載（スポンサーリンク等）を含む検索結果およびリンク、および  

• 信用情報機関からの信用履歴情報 

お客様がアクセスできる情報 

AWS サービスを通じてお客様がアクセスできる情報には以下の例が含まれます。 

• お客様の氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号、およびその他の類似する連絡先情報  



• ユーザ名、仮名、役職、およびその他の認証およびセキュリティ資格情報 

• お客様のサブスクリプション、購入、利用、請求および支払い履歴  

• 支払い手段の情報および請求に係る設定等の支払い設定 

• 税情報  

• 電子メールの連絡および通知設定、および  

• AWS マーケットプレイスまたは Amazon パートナーネットワーク（またはその他 AWS が運営または提

供する類似のサイト）にお客様が参加した場合、お客様のアカウント、ステータス、サブスクリプション、

およびその他の情報 

AWS マネジメントコンソール（マイアカウント、請求ダッシュボード、請求書、支払い方法、支払い履歴、設定

および税設定ページを含む）、AWS 電子メールプリファレンスセンター、AWS マーケットプレイス、および

APN パートナーセントラル等、お客様は AWS サービスを通じて上記の情報にアクセスすることができま

す。 

https://console.aws.amazon.com/console/home
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/account
https://console.aws.amazon.com/billing/home#/
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/bills?
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/paymentmethods
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/paymenthistory/history
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/preferences
https://console.aws.amazon.com/billing/home?#/tax
https://pages.awscloud.com/communication-preferences.html
https://aws.amazon.com/marketplace/account-management
https://aws.amazon.com/marketplace/account-management
https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
https://partnercentral.awspartner.com/SiteLogin
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