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プライバシー通知
当社は、日常業務の一環として本プライバシー通知に基づきお客様の個人情報を収集、使用、開示する場合があります。
お客様のプライバシーは当社にとって重要であり、情報の機密性および個人のプライバシーを尊重することが当社の方針です。本通知は、お客様へのサービスの提供に
関連しお客様または第三者によって提供される、あるいはお客様が当社サービスおよびアプリやウェブサイトご利用の際に当社が収集する個人情報の管理方法について
説明するものです。また、個人情報取扱いに関するお客様の権利についても詳述しています。
当社のプライバシー通知は、新たな義務や技術を考慮し、当社の業務や慣行に変更を加え変化する環境に適切であり続けるために随時見直されます。当社が保有する個
人情報はすべて、最新のプライバシー通知に準拠しています。
お客様がFX Publications, Inc.（d/b/a DailyFX）の従業員、DailyFXの契約者、第三者サービスプロバイダーである場合、個人情報は雇用契約、契約関係、または当社に連
絡することで入手可能な当社の個別方針に従って使用されますのでご注意ください。
本プライバシー通知における「当社」、「弊社」、「私たち」、または「DailyFX」とは、FX Publications, Inc.（d/b/a DailyFX）を表すものです。
本プライバシー通知における「IGグループ」または「IG」とは、特に明記されていない限り、文脈上必要な IGグループ内の各グループ会社および各 IGグループ関連会社
を表すものです。
同様に、本プライバシー通知における「お客様」、「お客様の」、または「お客様自身」とは、特に明記されていない限り、文脈上必要な当社のすべての顧客および潜
在的な顧客を表すものです。

当社について
当社について
このプライバシー通知は、以下の個人情報取扱いに適用されます。
•

FX Publications, Inc.（米国デラウェア州で登録された法人。ファイル番号：
6153213、登録住所：251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808、主た
る事業所：32 Old Slip, Suite 803, New York, NY 10005）は、米国に拠点を置く
金融市場ニュースおよびコメント提供を行う会社です。

当社が収集する個人情報の種類
当社が収集する個人情報の種類
DailyFXが提供する特定のサービスまたは商品のご利用にあたり、DailyFXはお客
様に関する次のカテゴリーの情報を収集、使用、開示する場合があります。
•

個人識別符号：氏名、メールアドレス、固有の個人識別符号、オンライン
個人識別符号、インターネットプロトコル（IP）アドレス

•

顧客記録情報：氏名、電話番号

•

商業情報：閲覧したコンテンツ、コンテンツの好み、DailyFXおよびDailyFX
が提供するコンテンツまたはサービスへのお客様のアクセスに関するその他
の情報

•

インターネットまたはその他の電子ネットワークアクティビティ情報：ブラ
ウザの種類、閲覧履歴、検索履歴、デバイス識別子、ISP、オペレーティング
システム、ページ訪問、タイムスタンプ、使用状況、クッキー（Cookie）か
らのデータ、ピクセルタグ、ウェブビーコン、DailyFXウェブサイトおよび
DailyFXがコンテンツ、登録、または広告を提供するその他の場所へのアクセ
スに関する情報

•

位置情報データ

•

音声、電子、視覚、または同様の通信情報

•

他の個人情報から導かれる推測：個人の好み、特徴、素質、能力を反映したプ
ロフィール情報

•

その他、上記に類似する情報

当社は、上記個人情報を次のカテゴリーの情報源から取得します：直接的および
間接的にお客様から、当社サービスプロバイダー、ビジネスパートナー、関係会
社、ソーシャルメディアネットワーク、および広告ネットワークから。当社は、
これらの情報をDailyFXウェブサイト、アプリ、ウェビナー登録フォーム、教育用
ダウンロードリクエストフォーム、ニュースアップデートの購読、懸賞やコンテ
ストなどのプロモーションへの登録、調査や市場調査、カスタマーサービス対応
の過程で提供された情報、当社ウェブサイトやモバイルアプリ上でのお客様の行
動の観察など、お客様による当社サービスの利用や当社とのその他のお取引を通
じ様々な方法で取得します。また、当社はお客様に関するこれらの情報を第三者
から収集する場合があります。

さらに、当社はお客様が当社ウェブサイトやアプリをご利用になる際、または
当社ウェブサイトおよびアプリ上のクッキーをご利用になる際に、お客様が当
社ウェブサイトで特にどのページを閲覧したかを記録することにより、お客様
の個人情報を取得する場合があります。
DailyFXウェブサイトを使用またはウェブサイトに接続、Facebookやその他のソ
ーシャルネットワーキングサイトなどの第三者プラットフォームを介してモバイ
ルアプリをダウンロードする際、お客様は契約条件および第三者プラットフォー
ムでのプライバシー設定で許可された第三者プラットフォームプロフィール/ア
カウント（Facebookアカウントなど）から、
または当該第三者プラットフォームによってお客様のデバイス上に配置されたク
ッキーを介して、当社が特定の情報にアクセスおよび収集することを許可します
。当社は、契約条件および第三者プラットフォームにおけるお客様のプライバシ
ー設定で許可された情報使用のために、そのような情報を第三者プラットフォー
ムと共有します。
本プライバシー通知に従って収集された情報は米国外に移転され、適用される
英国の法律に従って英国のIG Markets Limitedによって保管される場合がありま
す 。 IG Markets Limited は 、 イ ン グ ラ ン ド お よ び ウ ェ ー ル ズ で 企 業 番 号 ：
04008957、情報コミッショナー登録番号：Z4707095、登録事業所：Cannon
当社における個人情報収集の業務目的
Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YAで登録されています。

当社における個人情報収集の業務目的
当社は、収集した個人情報を以下の1つまたは複数の業務目的で使用または開示す
る場合があります。
•

お客様が情報を提供した理由を履行する、または満たすため。例：お客
様が要求する潜在的な商品に関する情報を提供するため。

•

DailyFXウェブサイトやモバイルアプリ、商品およびサービスを提供、サポ
ート、パーソナライズ、開発するため。

•

お客様のアカウントを作成、維持、カスタマイズし、安全性を確保するため。

•

お客様のリクエストを処理するため。

•

お客様にサポートを提供し、お客様の懸念事項を調査・対処し当社の
対応を監視および改善するなど、お客様からのお問い合わせに対応す
るため。

•

お客様のウェブサイトまたはアプリ体験をパーソナライズし、お客様の興
味に関連したコンテンツ、商品、サービスを提供するため。これには、
DailyFXウェブサイトまたはモバイルアプリ、第三者サイト、電子メール
またはテキストメッセージを介したターゲットオファーも含まれます（法
律で義務付けられている場合には、お客様の同意を得て）。

•

DailyFXウェブサイトまたはモバイルアプリ、商品やサービス、データベー
スやその他の技術資産、ビジネスの安全性、セキュリティ、および整合性
を維持するため。
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•

当社ウェブサイト、アプリ、商品、サービスの開発および改善を含む、テス
ト、調査、分析、商品開発のため。

•

法律またはお客様との契約により合意または承認されたクレジットプロ
バイダー、裁判所、司法機関、および該当する規制当局

•

法執行機関の要請、および適用される法律、裁判所命令、または政府の規
制による要求に応じるため。

•

お客様が承認した者

•

お客様の個人情報を収集する際にお客様に説明したとおり、またはCCPA（カ
リフォルニア州消費者プライバシー法）に規定されているとおり。

•

合併、分割、再編成、再組織化、解散、その他DailyFXの資産の一部または全
部の売却または譲渡を評価もしくは実施するため。その際、継続企業として
または破産、清算、同様の手続きの一環として、DailyFXが保有するDailyFX
ウェブサイトまたはモバイルアプリのユーザーに関する個人情報が譲渡され
る資産の一部となる場合があります。

当社は随時、（市場調査、調査や特別オファー、ダウンロードやウェビナー登録
などを通じて）自発的に他の個人情報の提供を求める場合があります。特定の商
品またはサービスに対するお客様の要求を満たすために必要な情報を提供されな
いことをお客様が選択した場合、要求された商品またはサービスを提供できない
場合があります。
当社は、当社がお客様に提供するサービスおよび当社とお客様との関係に関
連し、当社がお客様と行う電子または通話による直接的またはその他の方法
によるあらゆる通信を記録する場合があります。これらの記録は当社のみの
財産であり、当社とお客様との間の通信の証拠となります。電話での会話は
、警告音やその他追加の通知なしに録音される場合があります。

一般に、個人情報を取り扱うまたは取得するIGグループ外の組織には、情報
の機密性を維持し限られた目的で意図された相手に開示する場合や法律で認
められている場合を除き、
お客様の情報を使用または開示することを禁止し、すべての関連データ保護法と
本プライバシー通知を遵守することを義務付ける契約を締結することを求めてい
ます。
お客様の個人情報のデータ管理者として機能する外部の第三者による個人情報の
使用はこのプライバシー通知の対象外であり当社のプライバシー基準および手順
の対象ではありませんのでご留意ください.

個人情報に関するカリフォルニア州居住者の
個人情報に関するカリフォルニア州居住者の権利
権利

お客様がカリフォルニア州の居住者である場合、個人情報に関して以下の一定の
権利を有しています。
•

お客様は、12か月ごとに最大2回次のカテゴリーについて要求する権利を有
します：（i）当社が収集したお客様の個人情報（ii）当社がお客様の個人情
報を収集した情報源（iii）お客様の個人情報を収集または販売するための事
業または商業目的（iv）当社が個人情報を共有する第三者（v）当社がお客様
について収集した特定の個人情報（vi）当社がお客様について販売した個人
情報および当該個人情報が販売された第三者（vii）当社が業務上の目的でお
客様について開示した個人情報および当該個人情報が業務上の目的で開示さ
れた第三者。

•

お客様は適用法で認められている一定の例外を除き、当社がお客様から収集
し保有している個人情報の削除を要求する権利を有します。

•

お客様は、compliance.us@ig.com宛に電子メールで要請することにより、お
客様の個人情報の第三者への販売をオプトアウトする権利を有します。

•

お客様は、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）に基づく権利
を行使したことを理由に差別されない権利を有します。

さらに、お客様が当社オフィスや施設のいずれかに訪問した場合、当社には
お客様の姿を記録するCCTVが設置されている場合があります。
個人情報が開示される第三者関連会社および非関連会社
前述の業務目的でお客様の個人情報を使用する一環として、IGグループ、その関連
会社および非関連会社の第三者双方にお客様の情報を開示する場合があります。
業務目的での個人情報の開示：
DailyFX は、過去12ヶ月間に業務目的で次のカテゴリーの個人情報を次のカテゴリ
ーの第三者関連会社および非関連会社に開示しました。
•

個人識別符号

•

顧客記録情報

•

インターネットまたはその他の電子ネットワークアクティビティ情報

具体的には、技術サービス、マーケティング、コンプライアンス、口座管理、そ
の他のお客様が関心を持つ可能性のあるサービスを提供するIGグループ内の関連
会社およびその子会社にお客様の個人情報を開示する場合があります。これには
EUへの個人情報の移転が含まれます。このような個人情報の取扱いについて詳し
くは、こちら（https://www.IG.com/UK/privacy）をご確認ください。また、当社
は関連会社の独自の分析や調査のためにターゲットを絞ったコンテンツや広告を
促進し、それらの広告の効果を分析するために個人情報を共有するのと同じ理由
で個人を識別できない情報を開示する場合があります。
さらに、金融サービスプロバイダーと非金融企業の両方を含む非関連会社の
第三者と情報を共有する場合があります。当社は、収集したすべての情報を
当社に代わってマーケティングサービスを実施する会社、または当社が共同
マーケティング契約を結んでいる他の金融機関に開示する場合があります。
また、要請の処理、口座維持、裁判所命令や法的調査への対応、当社独自商
品やサービスの提供、不正行為の防止、組織的なリスク管理、当社に代わっ
てサービスを提供するなど法律で義務付けられているまたは許可されている
場合、当社の日常的な業務目的のために当社が収集したすべての情報を他の
非関連会社の第三者に開示することがあります。

消費者請求を提出する場合は、compliance.us @ ig.comにご連絡ください。お客様
の個人情報に関する消費者請求を行うことができるのは、お客様ご自身またはお客
様が代理人として行動することを認めたカリフォルニア州州務長官に登録された方
（「認定代理人」）のみです。また、未成年のお子様に代わって消費者請求を行う
こともできます。当社は、お客様の身元または請求を行う権限を確認できず、
個人情報がお客様に関連していることを確認できない場合、請求に対応した
り個人情報を提供したりすることはできません。検証可能な消費者請求は、
以下の条件を満たす必要があります。
•

お客様が当社が個人情報を収集した本人または承認された代理人であること
を当社が合理的に確認できる十分な情報を提供すること。以下を実行するた
めにお客様の請求を完了する前に、当社はお客様に関する1つまたは複数の
知識ベースの質問をすることにより請求がお客様からのものであることを確
認します。

•

お客様のご請求は、当社が適切に理解、評価、対応できるように十
分に詳述してください。

当社は、お客様の身元または請求を行う権限を確認できず、個人情報がお客
様に関連していることを確認できない場合、請求に対応したり個人情報を提
供したりすることはできません。

お客様の個人情報が共有される可能性のある非関連会社の第三者：
•

管理、IT、財務、コンプライアンス、保険、調査、その他のサービスを当社
に提供する契約を結んでいるサービスプロバイダーおよび専門アドバイザー

•

当社と相互関係にある事業体
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当社によるお客様の同意取得方法および情報共有を中止
当社によるお客様の同意取得方法および情報共有を中止する方法

当社が保有するお客様の個人情報
当社が保有するお客様の個人情報

する方法
上述のとおり、当社はお客様の個人情報を当社の関連会社および非関連会社の第
三者に開示することがあります。お客様は、当社（compliance.us@ig.com）に連絡
しどの業務から個人情報の使用をオプトアウトしたいかを明示することにより、
関連会社との共有または特定の必須ではない情報開示をいつでも制限または中止
することができます。
お客様が関連会社との共有、分析、または必須ではない目的のためにオプトアウ
トを選択された場合でも、これは本プライバシー通知の条件に基づき、他の業者
のためにお客様の情報を収集および開示する当社の能力を制限するものではあり
ません。

当社が保有するお客様の個人情報に関してお客様が利用できる可能性のある権
利の詳細については、当社ウェブサイトをご確認ください。
クッキー（Cookie）
•

クッキーとは、およびその使用方法

クッキーとは、お客様がウェブサイトまたはアプリにアクセスした際にコンピュ
ーターまたはデバイスに保存される小さなテキストです。

DailyFXは、カリフォルニア州消費者プライバシー法で検討されている条件のとお
り過去12ヶ月間に次のカテゴリーの個人情報を関連する第三者に販売しました。

当社ではお客様のニーズや好みに応じてウェブページを表示するなど、より関連
性が高く効果的なエクスペリエンスを提供するために当社のウェブサイトまたは
アプリでクッキーを使用しています。また、当社はGoogle Analytics、Google Ad
Manager、Google Search Console、Adobe Analytics、Adobe Audience Managerなど
の様々なGoogleおよびAdobeのツールを使用して
DailyFXウェブサイトの利用状況に関する情報を収集・分析しています。クッキ
ー、クッキーの使用方法、クッキー設定方法などの詳細については、クッキーポ
リシーを当社ウェブサイトにてご確認ください。

•

個人識別符号

•

•

顧客記録情報

当社は、テクノロジーの変化において本サイトの機能を改善するために絶えず努力
しています。これは、個人情報の収集または使用方法の変更を意味する場合があり
ます。お客様のプライバシーに影響を与える可能性のあるテクノロジーの変更は、
変更時に本プライバシー通知でお知らせします。

さらに、「購読解除」（電子メール）または「停止」（テキストメッセージ）と
応答することで、ダイレクトマーケティングの電子メールおよびテキストメッセ
ージをオプトアウトすることができます。

オプトアウト手順に従うことにより、お客様は、お客様が当社に提供したあるい
は当社が第三者から取得した個人情報（「資格情報」）を当社の関連会社との間
で共有する範囲を制限することができます。資格情報には、お客様の識別情報お
よびお客様との取引や経験に関する個人情報は含まれません。お客様が資格情報
を当社の関連会社と共有しないよう当社に指示した場合でも、
当社は取引処理やお客様の口座サービスの提供など適用法で認められた状況下で
資格情報を含むお客様の個人情報を当社の関連会社と共有する場合があることに
ご留意ください。

個人情報の管理
個人情報の管理

•

技術改善

第三者ウェブサイトへのリンク

当社のウェブサイトまたはアプリには、外部の第三者ウェブサイトへのリンクが
含まれている場合があります。但し、第三者ウェブサイトは本プライバシー通知
の対象外であり、それらのウェブサイトは当社のプライバシー基準および手順の
対象外であることにご留意ください。第三者のプライバシー慣行および手続きに
ついては、第三者機関それぞれにご確認ください。

当社における個人情報保護方法
当社は、お客様の情報を保護するために常に適切な技術的および組織的措置を
講じています.個人情報を取り扱う従業員に対し、顧客情報の機密性と個人のプ
ライバシーを尊重するよう教育しています。当社は、お客様のプライバシーを
侵害する行為を非常に重く受け止め必要に応じ解雇を含む適切な罰則を課しま
す。

個人情報の保管方法と保管期間
個人情報の保管方法と保管期間
お客様が電話、郵便、インターネット、その他の電子媒体で個人的にやり取りす
るかどうかにかかわらず、お客様の情報のプライバシーを保護することは当社に
とっての重要事項です。当社は個人情報を安全なコンピュータ保管施設、紙ベー
スのファイル、その他の記録を組み合わせて保持し、保持する個人情報を誤用、
紛失、不正アクセス、変更、開示から保護するための措置を講じています。
個人情報が不要になったと判断した場合は、お客様を特定できる情報を削除するか
記録を安全に破棄します。
但し、州法、連邦法、または内部ポリシーに準拠するために相当期間、記
録を保持する必要がある場合があります。
お客様がマーケティングコミュニケーションの受信をオプトアウトした場合、
お客様がこれらのコミュニケーションの受信を希望しないことが把握できる様
お客様の情報を受信拒否リストに登録します。

米国外へのデータ移転
米国外へのデータ移転
ここに記載されている目的に関連して当社がお客様の個人情報を米国外に移転する
可能性がある場合、お客様の個人情報を保護するために米国内と同等またはそれ以
上の基準で同様のセキュリティ対策が講じられます。

当社における個人情報保護方法

当社は、お客様に安全で安心な環境を提供しお客様の個人情報を保護するために
、最先端のセキュリティソフトウェアシステムおよび手続きに多大な投資を行っ
ています。完全なセキュリティシステムは存在しませんが、当社では新しいツー
ルが利用可能になった際には、絶えずセキュリティ技術を見直し、改良、アップ
グレードしています。
また、当社ウェブサイトを通じてお客様が送信するまたはお客様に送信される
情報を暗号化する技術を使用しています。この技術の利点を最大限に生かすた
めに、強力な暗号化機能を備えたブラウザをご利用することを推奨いたします
。
DailyFXウェブサイトで提供されるプライバシー保護は、他のウェブサイトには
適用されません。お客様が他のウェブサイトにアクセスすると、そのウェブサ
イトのポリシーが適用されます。
金銭的インセンティブに関する通知
DailyFXは随時、CCPAで金銭的インセンティブプログラムとみなされる可能性の
ある特定のプロモーション、報酬、インセンティブプログラム（以下「プロモ
ーション」といいます）をお客様に提供する場合があります。対象となるお客
様は、プロモーションの要件を満たすことによりボーナスまたはその他の特典
を受ける場合があります。お客様に参加資格がある場合、詳細がプロモーショ
ン登録時または参加時に
提供されます。プロモーションへの参加は任意であり、事前のオプトイン同意が
必要です。これには、特定のプロモーションに固有の指定されたリンクを介し
DailyFXウェブサイト、モバイルアプリ、プロモーション応募ページ、関連企業
ウェブサイトへのアクセスが含まれる場合があります。参加されることを選択し
た場合、プロモーションの利用規約に詳述されているとおり、お客様は当社、当
社のウェブサイト、関連企業ウェブサイトと特定の自発的なやり取りを行う必要
があります。CCPAに基づく権利を行使したという理由で当社がお客様を差別す
ることはありませんが、
お客様が自身のデータの削除を要求し補償を受ける資格のあるプロモーション
の要件を満たしていない場合、蓄積されたリワードは没収され継続するボーナ
スや特典にアクセスできない可能性があります。お客様は、いつでも DailyFX
との関係を終了することができます。
DailyFXは、対象となる参加者に本プロモーションの特典を提供するために次
のカテゴリーの個人情報を含む最小限の個人情報を必要とします：個人識別符
号、顧客記録情報、商業情報、本人確認書類。DailyFXは、
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対象となる参加者の個人情報を特典の提供および当社のプライバシー通知に沿
った業務推進のために使用します。DailyFXがプロモーション（および消費者の
個人情報の付随的な収集）から受け取る価値には、DailyFXプロモーションの提
供によって生じた利益、DailyFXプロモーションの提供を通じて確立されたお客
様の善意とお客様との関係が含まれますが、DailyFXがプロモーションを提供・
維持するための費用も考慮されています。
お客様が DailyFXプロモーションに参加することを選択された場合、
compliance.us@ig.com宛に情報請求を行うことで参加に関する具体的な条件に
ついて詳しく知ることができます。

プライバシー通知の改正
プライバシー通知の改正
今後、本プライバシー通知に重要な変更が加えられた場合登録されているメール
アドレスにメールを送信または当社ウェブサイトのホームページに掲載すること
によって、その旨を通知いたします.変更の案内後もお客様が引き続き当社ウェブ
サイトまたはアプリケーションをご利用することにより、お客様は当該変更に同
意したものと見なされます。

プライバシー通知発効日

プライバシー通知発効日

本プライバシー通知は、2021年4月5日に改正されました。

お問い合せ先
お問い合せ先
本プライバシー通知についてご質問がある場合、またはDailyFXによる個人情報
の開示をオプトアウトする権利を含むご自身の権利の行使を希望される場合は、
以下の方法でご連絡ください。
•

メール：compliance.us@ig.com

•

本プライバシー通知の「当社について」に記載されている住所に書面を送
付
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