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Corning Incorporated インターネットデータ保護に関する通知 

Corning Incorporated（以下、「Corning」、「当社」、または「私たち」といいます）は、お客様のデータ

保護をオンラインで防御しております。以下では、Corning の Web サイトの使用中にお客様の個人

データがどのように処理されるかについて説明いたします。 

お客様が送信するすべての個人データは、Corning Incorporated が収集し、お客様の居住国（お

客様が収集フォームに記載したものに従う）にある 1 つ以上の現地 Corning 事業体と共有すること

があります。Corning Incorporated と関連する現地 Corning 事業体（以下、「Corning」と総称し

ます）はいずれも、Corning の Web サイトの利用を通じて収集されたお客様の個人データに関して、

共同データ管理者の役割を果たします。関連するすべての Corning 事業体の名前と連絡先の詳細

については、次のリンクをクリックしてご覧ください： 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf 

Corning は、個人データが  Corning Group 内での転送中に保護されるように、一連の 

拘束的企業準則（以下、「BCR」といいます）を導入しました。BCR は一般データ保護規則（以下、

「GDPR」といいます）1要件に従って作成されているため、BCR を導入することで、Corning 欧州経

済地域（EEA）事業体から、EEA 以外の国にある世界各地の Corning 事業体へ転送される個人

データを適切なレベルで保護できます。Corning の BCR は、ドイツのヘッセン州およびポーランドの監

督当局からの助言により、フランスの監督当局である CNIL 主導で承認されました。 

当社のビジネスの変化を反映するため、またはより良いサポートを提供するために、本通知を随時変

更することができるものとします。Corning は、本 Web サイトへの掲載など、当該変更を本通知に掲

載するために、妥当な努力を行うものとします。本通知を定期的に確認して、最新の変更情報を入

手してください。通知の最終更新日がわかるように、通知の日付を下に書き留めておいてください。 

Corning は、以下の基本原則に従って、Corning.com および関連する Corning Web サイトでお

客様のデータを保護します。 

i. 個人データの収集と使用

お客様についての情報、またはお客様のインターネットの傾向および期待についての情報を、本 Web 

サイトを通じて収集する場合、Corning はその旨を通知し、その情報がどのように使用されるかを明

確にします。

当社の Web サーバーは、お客様が提供しない限り、お客様の電子メールアドレスを収集しません。た

だし、接続元の IP アドレスやドメイン名のような一般的な情報は収集します。この情報は、ページの

閲覧数、サイトの滞在時間、表示回数、および同様の情報を調べるために集約して使用されます。

当社は、本 Web サイトのコンテンツ向上の正当な目的に従ってこの情報を使用します。 

1 個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動ならびに 1995 年 46 番 EC 指令の廃止に関する 

2016 年 4 月 27 日付け欧州議会および理事会の 2016 年 679番 EU 規則（一般データ保護規則） 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html


さらに、当社は、本 Web サイト向上による正当な利益に基づき、さまざまな種類の「Cookie」を利用

して、閲覧者の記録を維持します。 Corning が使用する Cookie の種類、Cookie の使用方法、

および Cookie の利用制限オプションの詳細については、ここをクリックして Corning の Cookie に関

する方針をご覧ください。 

お客様は、必須の Cookie（Corning の Cookie に関する方針で説明）により収集される情報を除

き、当該情報を提供するかどうかを選択できます。たとえば、Cookie によって収集された情報は、マー

ケティング目的や、Web サイトのトラフィックの追跡および報告に使用されることがあります。これらの情

報を提供しないことを選択した場合は、お客様が選択した事業活動を Corning とともに進めることが

できない可能性があることに注意してください。

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの情報を当社に提供する場合、お客様と当社の関

係の維持および向上による正当な利益に基づいて、または（必要に応じて）お客様の同意に基づいた

特定の Corning のマーケティング活動、イベント、またはサービス目的で、当社はそれらの情報を、お

客様の問い合わせ（Web サイトのお問い合わせフォームによる提供など）への回答、およびユーザー指

定のオンラインアカウントの管理にのみ使用します。 

Corning は、不正な電子メールを検出し遮断することによる正当な利益に基づいて、閲覧者から送

信された電子通信を保持する権利を留保します。そのため、Corning は、電子メールを転送し電子

メールトランザクションをログに記録する特定の技術も使用しています。電子メールトランザクションのロ

グには、メッセージの日付と時刻、電子メールの送信に使用したデバイスの名前と IP アドレス、メッセー

ジ発信者の電子メールアドレス、Corning の受信者のアドレスなどが記録されます。

ii. 開示

お客様に関する収集された情報は安全に管理され、情報の共有を事前に許可しない限り、 

Corning 独自のマーケティング活動またはサイトのサポートを目的として、第三者（Corning 関連会

社またはサービスプロバイダを除く）と共有されることはありません。ただし、Corning は、裁判所命令、

召喚状、行政の要求、または法執行要求に準拠するために必要と見なす個人データを開示するか、

または資産の買収、合併、売却などによる Corning または Corning 関連会社の所有権の譲渡先

である第三者に対し開示する必要がある場合があります。   

Corning は、お客様が提供する情報を Corning 関連会社またはサービスプロバイダと共有するため

に、当該情報を他の国に転送する権利を留保します。当社は、不正または不適切なアクセスからお

客様の個人データを保護するための適切な保護手段を講じています。 

個人データの処理に EU 以外のデータの転送が含まれる場合、Corning は、GDPR に準拠して転

送が行われることを保証します。EU 以外に拠点を置く Corning 事業体への個人データの転送は、

グループの拘束的企業準則 の対象ですが、EU 以外の第三者プロバイダへの転送は、欧州委員会

の標準契約条項、米国への転送に関するプライバシーシールド認定（必要な場合）、担当処理者の 

BCR など、適切な契約上の保護条項を通じて保護されます。これらの文書のコピーを請求するには、

以下の「問い合わせ先」セクションに記載されている Corning プライバシーオフィスまでお問い合わせく

ださい。 

© 2022 Corning Incorporated. All Rights Reserved. 

http://www.corning.com/worldwide/en/cookies.html
http://www.corning.com/worldwide/en/cookies.html


iii. 保持

Corning が処理する個人データは識別可能な形式で保管され、保持期間は、個人データの処理の

ために必要な時間を超えないものとします。データの保持期間を決定する場合、当社は以下の基準

を使用します。 

 アカウントを作成する場合は、未使用状態が現地の法律およびガイダンスに従って定められた

期間継続すると、お客様の個人データを保持します。ただし、それ以前に削除を求められた場

合を除きます。 

 お客様が問い合わせのために当社に連絡すると、その問い合わせの処理に必要な期間、お

客様の個人データを保持します。 

 お客様がダイレクトマーケティングに同意した場合、当社は、お客様が購読を解除するかまた

は削除を依頼するまで、あるいは未使用状態（ブランドとのアクティブなやり取りがない）が現地

の法律およびガイダンスに従って定められた期間継続すると、ダイレクトマーケティングに使用さ

れるお客様の個人データを保持します。その場合、当社は、現地の法律およびガイダンスに従

って異議を申し立てる権利に対処するために必要な情報のみを保持します。お客様がクライ

アントである場合、当社は個人データを保持できますが、クライアントの管理目的に限ります。

 Cookie がお客様のコンピュータにある場合は、現地の法律およびガイダンスに従って定められ

た期間、Cookie を保持します。 

iv. お客様の権利

お客様は、Corning が処理する個人データにアクセスでき、妥当であれば不正確な情報の修正、更

新、削除を依頼できます。 

データベースの個人データを削除するか、または完全に匿名化する場合、当社は、本インターネット保

護通知の遵守の証拠として、お客様の削除依頼の記録と、削除した情報の種類を示す記録を保存

することがあります。 

また、お客様は、個人データのポータビリティを確保する権利、または個人データの処理の制限を要求

する権利を行使することもできます。 

さらに、Corning がその正当な利益に基づいてお客様の個人データを処理する場合、お客様は、特

定の状況に関連する正当な事由により、当該処理に対していつでも異議を申し立てることができます。 

加えて、いつでもダイレクトマーケティングコミュニケーションの購読解除またはオプトアウトを行うことがで

きます。これを行うには、当社がお送りしたマーケティング関連の電子メールまたはコミュニケーションに記

載されている「unsubscribe（購読解除）」リンクをクリックします。または、以下に示す連絡先までお問

い合わせください。 
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Corning は、「スパミング」（迷惑な販促メールを送信する）を是認したり参加したりすることはありませ

ん。このようなメッセージが Corning から送られてきたと思われる場合は、privacy@corning.com ま

でご連絡ください。  

上記のいずれかの依頼を提出する場合は、privacy@corning.com まで問い合わせるか、または下

記の住所まで郵送してください。個人データの変更またはデータベースからの情報の削除依頼について

は、お客様の氏名と明確な説明を必ず記載してください。Corning はお客様の問い合わせに返答い

たします。お客様の要求に対応できない場合は適時に説明いたします。 

Corning が適用されるデータ保護規則に準拠していないと思われる場合は、監督当局に苦情を申し

立てる権利があります。さらに、Corning の BCR（つまり、記事 5.1、5.4、6.3、6.4、および付録 2）に

は、Corning が対象となるデータ保護方針と、お客様に第三者受益者として履行する権利があるこ

とが記載されています。実際、お客様が個人データの処理に関連する何らかの損害を被った場合、お

客様は救済措置を講じる権利があり、さらに、必要に応じて、管轄裁判所もしくは監督機関から命じ

られた賠償金、または Corning 社内の苦情処理制度（使用されている場合）に準じた賠償金を受

け取る権利もあります。 

v. 子供の個人データ

Corning は、子供の親または法的保護者の同意を得ずに、16 歳未満の子供から情報を収集する

ことはありません。16 歳未満の子供は、子供の親または法的保護者の同意を得てから、Corning に

情報を送信する必要があります。子供が個人データを Corning を送信した場合に、当該情報の削

除を依頼するときは、以下に記載されているように当社までご連絡ください。当該情報の削除のために

妥当な努力を行います。 

 Corning Web サイトの海外の閲覧者は、お客様の要求を満たすために、個人データが米国または

世界各国のその他の地域のコンピュータに転送される場合があることにご注意ください。 

vi. お客様の個人データに適用されるセキュリティ対策

Corning は、リスクに適した個人データのセキュリティレベルを確保するため、および、特に偶発的また

は違法な破壊、損失、変更、不正開示、またはアクセスから個人データを保護するために、適切なす

べての技術的および組織的対策を実施します。契約により、当社のサービスプロバイダには Corning 

により同レベルの保護が行われます。 

vii. その他

Corning の Web サイトには、Corning のドメイン名に属さないか、または Corning が所有しない他

のサイトへのリンクが含まれる場合があります。このようなリンクは単にお客様の利便性を考慮して提供

されています。 当社は、Corning 以外の Web サイトで使用されているコンテンツ、セキュリティ、また

はデータ保護対策については責任を負いません。Corning は、これらの他の Web サイトに記載また

は提供されている製品またはサービスの是認、認可、または保証を行うことはありません。 
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Corning の Web サイトから Corning に提供される非個人データは機密または極秘として扱われず、 

Corning は当該情報を開示から保護する義務を負いません。Corning は、お客様が提供した当該

情報を、問い合わせの対応またはマーケティング活動の一環として使用することがあります。さらに、当

該情報の Corning への送信は、いかなる目的においても、Corning による同様の製品、サービス、

プラン、およびアイデアの購入、製造、または使用を制限するものではなく、Corning は、情報を他者

に対して無制限に複製、使用、開示、および配布してもよいものとします。 

viii. お問合せ先

権利を行使する必要がある場合、または本プライバシー通知に関するご質問やご意見がある場合は、

以下までご連絡ください。 

Global Data Privacy Office 
One Riverfront Plaza,  
MP-HQ-E1-B23A 
Corning, NY 14831 
+1 (607) 974-9000
privacy@corning.com


