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MRG データ・プライバシーポリシー 

最終更新日：2021年 1月 20日 

 

管理研究グループ （ MRG ）は、お客様のプライバシーの保護に努めています。 このデータプ

ライバシーポリシー MRG のポリシーと、収集、使用、処理、保存、転送、保護のためのベスト

プラクティスについて、私達は私達のウェブサイトは、 www.mrg.com, を介してまた

は https://questv2.mrg.com またはその他の MRG ウェブサイトを含むすべてのサブドメイン

をお情報開示すると説明しています。 結果として、このポリシーに記載されているベストプラ

クティスに同意するには、弊社のサイトのいずれかを使用しています。 

アクセスすると、弊社の Web サイトを使用する前に、この MRG データプライバシーポリシー

の条項および条件に同意し、コレクションへの同意によってあなたの承認と同意を提供するよ

う求められ、提出書類（該当する場合）、および情報の処理には、関連するデータ保護の法律

に準拠していることについて説明されているように記載されています。 

収集、使用、処理、保存、転送、およびお客様の個人情報の開示（下記に定義）は、 MRG 承認

を提供する契約に限定されます。 MRG が関連するすべての国に準拠している固有のデータを欧

州連合（ EU ）標準契約条項が適用される場合には、譲渡契約書、プライバシーステートメン

トと、ポリシー、および国別の出願モデル契約を含む個人情報保護に関する法律には、コミッ

トされています。 このデータプライバシーポリシー www.mrg.com と他のすべての MRG の Web 

サイトについて説明します。 

お客様の個人情報の収集 

個人情報（以下「個人情報」といいます）は、直接または間接的に識別するために使用できる

データ、情報を適用するには、個々の。 お客様のお名前、メールアドレス、連絡先の設定、マ

ーケティング環境設定をが含まれていますから、収集し、該当する場合は、 IP アドレスの可

能性があり、情報を説明しています。 

MRG が私たち私たちのパートナーに提供することを自発的にすることを選択しない限り、あな

たの個人情報を収集しません、あなたの明示的な同意を提供したりする場合を除き、適用され

る法律および規則により許可されています。 すべてのメールにある「登録解除」リンクをクリ

ックするか、またはあなたの予約購読の設定を管理することによって、いつでもオプトアウト

を「常に」することができます。 

個人情報を自発的に提供していたときに、我々はを使用して、弊社の製品についての情報を提

供することで、お客様のご注文を処理、イベントに登録するには、アカウントを作成し、顧客

サービスを提供するために、具体的な質問には、ウェビナー、認定のための登録の機会を提供

し、応答するか、または追加の情報やサービスへのアクセスを提供しています。 我々は、情報

もを使用して、弊社の Web サイトのコンテンツの更新をお客様が当社のウェブサイト、製品へ

の通知を改善するために、収集しても、お客様の特定のニーズや興味に関連した更新、などの

マーケティングと販売の目的のためにお客様に連絡します。 

 

http://www.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
http://www.mrg.com/
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MRG アンケートを完了するためにお客様の個人情報の使用 

MRG のアンケートの 1 つを完了することが求められていた場合、すべての情報が収集され、保

存されているし、我々の評価サイトを通じて MRG によって送信され、クエスト

の https://questv2.mrg.com および / または運動量 https://momentum.mrg.com. これらの 

Web サイトには、弊社のクライアントは、 MRG 関連プロジェクトとアンケートを管理するため

に管理することができるサイトにアクセス制限されています。 これらのウェブサイトを介して

収集されたデータは、個人や組織の開発を目的としたフィードバックレポートを作成するため

に使用されています。 MRG 戦略、 MRG アンケートの結果に基づいて、個人や組織へのフィー

ドバックを促進するために訓練を受けたパートナー（代理店）でのみ動作します。 あなた MRG 

戦略パートナー（エージェント）はあなたまたはあなたの会社で指定されたとおりに、あなた

の質問に私たちが提供したデータにアクセスするには、収集、解釈、および / またはそのデー

タのレポートを作成に関与することがあります。 

データの Controllership 

MRG アンケート、 MRG   私達はプロセスでは、個人情報のためのデータプロセッサとして動作

のコンテキストになります。 

処理の基礎 

このポリシーの範囲内で、お客様の個人情報の処理のためには、以下の法的根拠の 1 つまたは

複数の依存している可能性があります。 

1. この契約の下での我々の義務を実行する、または関連する事前の契約上の義務を実

行する必要があります。 

2. 「参加者」（つまり、リーダーシップの能力を実証するなど、評価されている個々

の）の正当な関心。 

3. 必要に応じて、または特定のそれぞれのコンテキスト内の法律によって許可されて

いる他の地面には、しています。 

私たちは、個人情報を取得する方法 

私たちは、お客様の個人情報については、弊社の評価のウェブサイトを介して受信するには、

クエストの https://questv2.mrg.com および / または運動量 https://momentum.mrg.com. お

私たちの場合は、第三者からお客様の個人データは、適用される法律によって必要に応じて私

たちに知らせて、不当に遅延することなく受け取ることもできます。 特に、私たちの評価のサ

イトでお客様の個人情報を受信するには、    あなたまたは第三者の場合クエストの 

https://questv2.mrg.com および / または運動量 https://momentum.mrg.com ：お 

• 私たちの評価のウェブサイトを通じて、評価またはパルスサーベイを作成します。 

• 私たちの評価のウェブサイトを通じて、観察者を招待。 

• 私たちの評価のウェブサイトを通じて、評価またはパルスの調査を完了します。 

処理の目的 

の目的のためにお客様の個人情報を処理する場合があります。 

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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• 私たちの評価のウェブサイトの使用を有効にする。 

• 個人と組織の開発の目的は、関係者へのフィードバックレポートを提供すること。 

• を具体的に要求されました電子メール通知を送信することができます。 

データの保持 

私たちの評価のウェブサイトを介して処理されたデータ、クエスト

の https://questv2.mrg.com および / または運動量 https://momentum.mrg.com は無期限に

保持されています。 しかし、私たちは、お客様の個人データは、このポリシーに記載されてい

る制限に基づいて削除することを要求します（ s ）を常に尊重します。 

データの所有権 

MRG として次のようになり、データの所有者を定義します。 

1. アンケートは、これらの応答の所有者と見なされますを完了するには、を要求する

には、右の各担当者はいつでも、それらの応答は、 MRG システム（ s ）から削除

されます。 

2. は、 MRG システム（ s ）から指定された報告書の焦点である各個人または組織は、 

MRG 戦略パートナーにフィットを参照してくださいそれらのレポートのコピーをダ

イレクトアクセスを右にしています。 

3. は、 MRG 評価アンケートを取り外に個人情報を MRG を自発的に提供された者は、

その個人データの所有者です。 

情報の共有はありません 

MRG はお客様との健全な関係の維持に取り組んでいますし、オンラインのプラットフォーム上

で提供されている情報の値です。 MRG が提供する製品やサービスの範囲外の目的のために第三

者にお客様の情報を共有していません。 私たちは共有するには、決して販売、またはプロモー

ションで使用するために、個人情報を第三者にレンタルすることができます。 

MRG 当社の単独の裁量により、必要に応じて、あるいは適切な MRG またはサードパーティ製の

場合は、公共または任意の人の安全性の主張、法的プロセス（召喚状を含む）にするには、財

産を保護するための対応や権利として私たちは、信じる、不法、非倫理的、法的、または任意

の実用的なアクティビティを停止できないようにするか、または、法律に準拠するために政府

や警察関係者、プライベートなパーティーをすることについてのすべての情報を開示する場合

があります。 

また、 MRG 国家安全保障や法執行機関の要件を満たすなどの公的機関が合法的要求への応答で

は、個々の個人情報を開示することが必要となることがあります。 

クッキーおよびその他の技術 

MRG の Web サイト、広告、電子メール、およびオンラインサービスのクッキーのような、特定

の自動データ収集技術を使用して、個人情報などのデータを収集するには、弊社の Web サイト

を使用してについても、私たちの製品が含まれていて、私達を対話的に操作するときにしてい

ます。 ユーザーデータの収集は、ユーザーの行動、 Web 検索を理解するのに役立つし、私た

ちのウェブサイトのユーザの場所を訪問した。 私達のウェブサイトのクッキーを使用して弊社

https://questv2.mrg.com/
https://momentum.mrg.com/
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のウェブサイトの他のユーザーと区別するために、当社の Web サイトをブラウズすると、私達

のウェブサイトを向上させることができ、良い経験を提供するのに役立ちます。 クッキーとは

、お使いのコンピュータの Web ブラウザによってハードドライブに保存されている情報の一部

です。 訪問する www.mrg.com （または任意の、 MRG ウェブサイトの）、私たちのサーバには

、クッキーを認識する私達のウェブサイトへのあなたの最後の訪問についての情報を提供して

います。 多くのブラウザはクッキーを自動的に受け入れるには、しかし、あなたのブラウザの

設定を調整するクッキーの自動受付を無効にすることができます。 クッキーを使用しないこと

を選択した場合は、当社のウェブサイトの機能制限が発生することがあります。 このデータプ

ライバシーポリシー MRG のクッキーを使用してのみをカバーするために広告主が任意の傾向管

理の使用をカバーしていません。 EU クッキー指令を含むグローバルな規制に MRG に準拠して

います。 私達のウェブサイトへの訪問者は私達のウェブサイトの着陸時のクッキーの使用をお

勧めします。 

クッキーおよび類似の技術によって収集された情報は、 IP アドレス（または識別子など）は

、それ以外の場合を考慮した個人情報は、法律の下で、を除き、非個人情報として扱われます

。 

個人情報の正確性と保存 

MRG あなたの個人情報を容易を最新の状態に保つことが可能となり、正確性を維持するのを助

けるように努めています。 あなたの個人情報をそれ以外の必要な場合、または法律によって許

可されていない限りは、このプライバシーポリシーに記載された目的を達成するために必要な

期間のみに保存されています。 

コミュニケーションとサブスクリプションの詳細設定 

製品とサービスに関する MRG から受信したどのような情報かどうかを確認するには、選択する

方法などの情報が、通信環境設定ページであなたのサブスクリプションの詳細によってあなた

の通信環境設定を指定することで受信されます。 当社からの電子メールのマーケティングおよ

び / または非トランザクションの電子メールの受信を中止したい場合は、すべての電子メール

には、「登録解除」リンクを使用するか、または通信環境設定のページで、登録情報を更新す

ることができるようになります。 この規定は、ユーザーの MRG の評価アンケートの完成など

、 MRG ビジネス関係に関連するトランザクションの電子メールには適用されませんされている

ことを強調したいと思います。 

は、しないことを選択した場合に特定の個人情報を提供するためにあなたの質問に完全にまた

は十分に対応することができない可能性があり、アップデート、および弊社の製品およびサー

ビスに関する情報を提供しています。 Opt の通信環境設定ページであなたのサブスクリプショ

ンの詳細を更新するか、または任意の電子メールにある「登録解除」リンクをクリックするこ

とにより、いつでも特定の通信を受信した「いつも」することができます。 私たちは、しかし

、あなたの購入および私達のポリシーと契約の変更に関する情報に関連した重要なお知らせの

ページ、または適用される法律によって許可されている他の理由のために送信するという限定

された目的のためにお客様の個人情報を継続して使用します。 

 

 

http://www.mrg.com/
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データセキュリティ 

MRG 個人情報のセキュリティを重視しています。 あなたの個人情報を偶発的または非合法の破

壊、紛失、改ざんを防ぐため、提供されていることを保護するには、 MRG 技術的および組織的

なセキュリティ不正な開示またはアクセスを防止するための措置を使用しています。 私達はあ

なたのアカウント情報にアクセスするためのパスワードを入力する必要があります。 すべての

決済を可能にしていたゲートウェイプロバイダー、クレジット・カード情報を介して処理され

ますが保存されているか、または当社のサーバー上で処理されません。 

データセキュリティの侵害 

MRG 厳密なセキュリティ制御、侵入検出ソフトウェアが実装されており、当社の情報システム

の潜在的または実際の侵入の場合にアラートを処理します。 任意のデータ・セキュリティ違反

が発生し、お客様の個人情報に影響する可能性がある場合は、可能な限り、その違反が決定さ

れたら、すぐに通知されます。 また、 MRG を不当に遅延することなく適用されるすべての 

DPA に通知するには、コミットして違反を認識した後に実現可能な場合は、内の 72 時間です

。 

個人を特定しない情報の収集と利用 

アクセスする www.mrg.com の場合 （またはその他のウェブサイト MRG ）、我々は、非個人情

報を自動的に登録していない場合は、収集することがあります。 たとえば、この情報を使用し

ているオペレーティング・システムには、当社のウェブサイトを指示するには、 Web サイトの

ドメイン名には、訪問者数、ページに費やされた平均時間の数と内容を閲覧したページが含ま

れている場合があります。 このデータは、私たちを使用して、世界中の関連会社と共有し、弊

社の Web サイト上のコンテンツの内容と関連性を監視し、弊社の Web サイト上でのパフォー

マンス、コンテンツ、またはあなたの経験を改善することがあります。 

あなたのサービスを使用して弊社のウェブサイトには、お使いの通信データ（例えば、インタ

ーネット・プロトコル・アドレス、または IP アドレス）または利用率データ（アクセスには

、電気通信サービスに関する情報）は、技術的に生成される可能性があり、適用される法律に

よっては、構成する可能性がある個人情報にアクセスします。 その程度は、必要性を、あなた

のコミュニケーションや使用率のデータの収集、処理、およびそのようなデータのその後の使

用は、以下に定めるデータのプライバシー保護の枠組みや法を使用して行う場合のみ発生しま

す。 

フォーラム、ブログ、サードパーティのサイトとのリンク 

MRG が管理研究グループとその Web サイトのプライバシー慣行についてのみ責任を負うものと

します。 MRG の Web サイトの追加情報と利便性を向上させるためには、他のウェブサイトへ

のリンクが含まれている可能性があります。 MRG それらの他のウェブサイトには、コントロー

ルされている他のウェブサイトについての表現を確認するものではありませんが、これらの他

のウェブサイトのプライバシー保護については責任を負いません。 MRG ウェブサイトの一部の

ユーザーは、独自のコンテンツを公開することができますディスカッションフォーラムやブロ

グなどのインタラクティブな要素が含まれています。 これらのブログやフォーラムに掲示され

た情報の公開になることを意味する可能性があります読み取り、収集された任意の方法で他の

ユーザーによって使用されます。 MRG は任意の個人的なフォーラムに提出することを選択した

http://www.mrg.com/
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情報については一切の責任を負いません。 本来の動作とは、インターネットの性質上、すべて

のインターネットの投稿はユーザー自身のリスクで行われます。 

個人情報の転送、処理、および保存に対する同意 

MRGはグローバルな組織であるため、お客様が MRG に提供した情報は、欧州連合、スイス、および

その他の世界各国の MRG法人によって転送またはアクセスされる可能性があります。これら各法人

は、収集した個人情報について責任を負い、本プライバシーポリシーに従ってお客様の個人情報を保

護します。MRGは、欧州委員会が現在定義しているパラメータ（2020年 7月現在）の範囲内で業

務を行い、今後も SCC を使用して EU およびスイスから米国へデータを安全に転送します。欧州委

員会の SCC（モデル契約またはモデル条項とも呼ばれます）は、欧州委員会が策定し、承認した契

約条件であり、欧州経済領域（EEA）から米国に個人データを転送する際に、EU データ保護指令

95/46/EC に準拠してデータ主体を適切に保護するものです。MRGは、安全なデータ転送に関する

理念に取り組んでおり（これには、欧州連合データ保護当局（DPA）およびスイス連邦データ保護・情

報委員会（FDPIC）の利用を含みます）、この取り組みは実績をもって証明されています。また、EU お

よびスイスから転送されるすべてのデータに関して、これらの当局から与えられた助言を遵守しています。

MRGは、米国商務省が定める EU・米国プライバシー・シールド・フレームワークの認証を保持していま

す。MRGは、プライバシー・シールドの通知、選択、転送の説明責任、セキュリティ、データの整合性、

目的の制限、アクセス、償還、執行および責任の原則を遵守していることを保証しています。プライバ

シーシールドプログラムの詳細および認証ページを表示するには、https：//www.privacyshield.gov/

にアクセスしてください。 

プライバシー保護の原則に準拠し、 MRG を次のようにコミットします。 

注意： 

MRG あなたの個人情報を収集するとき、私達は私達が収集している個人情報の種類について説

明し、タイムリーで適切な通知を使用して、私達はそれを、私達は私達が共有することがあり

ます第三者のタイプをどのように与えることができます。 

選択肢： 

MRG 方法についての選択肢を使用して、あなたの個人情報を共有することができ、我々はあな

たが作る選択がたを尊敬しています。 どの MRG 弊社の担当者以外の第三者にデータの転送以

降にこれまでに従事した場合には、オプトアウトの個人データの開示、および使用を制限する

ために選択肢を提供することができます。 

転送： 

MRG はもちろん、国家安全保障や法執行機関の要件を満たすための場合を除き、最初にあなた

の許可を得ることなく、情報を無関係の第三者に開示することはありません。 転送の場合には

、欧州連合（ EU ） - 米国のプライバシー保護への欧州連合（ EU ）個人データの第三者への

規定により受信された、我々は、個人データの適切な第三者への以降の転送について一切の責

任を負います。 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
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セキュリティ 

MRG 適切な物理的、技術的、およびセキュリティに関する組織的な措置、可用性、処理の整合

性、および紛失、誤用、不正アクセス、開示、改ざん、または破壊から個人情報を保護するた

めに機密保持しています。 

データの整合性 : 

MRG をするには、弊社の記録では、個人情報が正確であることを確かめて、適切な手順を実行

します。 

関連性： 

MRG に固有のものとして我々はする必要がある多くの個人情報を、特定の目的のみで収集し、

お客様の同意を得ることなく他の目的で使用することはできません。 

保存： 

MRG 用に収集された目的を満たすために必要とされている限り、または法律によって許可され

ているお客様の個人情報を保持します。 

アクセスするには： 

MRG EU 個人を私達はそれらについてを維持するには、個人情報へのアクセスの権利を持ってい

ることを認めるものとします。 MRG 法律によって必要に応じてお客様の個人情報にアクセスす

るには、不正確な情報（下記の情報へのアクセス」を参照してください）を修正することがで

きます方法を提供しています。 

の実施を可能にします。 

私達 MRG 会議は、これらのプライバシーを約束しているのかを定期的にレビューし、私達は私

達のプライバシー慣行についての苦情を解決するためには、独立した方法を提供しています。 

MRG 欧州データ保護機関（ DPA ）とスイス連邦データ保護と情報委員会（ FDPIC ）、 EU と

スイスから転送されたすべてのデータをみるとそのような当局によって与えられた助言に準拠

していることへの協力をコミットします。 MRG を捜査したのは、米連邦取引委員会（公取委）

の執行権力も対象となります。 

独立した便。 

MRG 私達のコレクション、またはお客様の個人情報の使用についての苦情を解決するには、コ

ミットしています。 EU 、当社のプライバシーポリシーのシールドに関する問い合わせや苦情

最初 MRG に連絡する必要のある個人。 

Lida Hutchings - CFO, 14 York Street, Suite 301, Portland, Maine 04101 USA 

また、 MRG Ｅ Ｕ - プライバシー保護の原則の下では、 EU の DPA / スイスの FDPIC に未解

決のプライバシーからの苦情を参照してくださいをコミットします。 お客様からの苦情が限定
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された状況の下では、これらのチャネルを介して解決されない場合は、プライバシーシールド

パネルの前には、バインディング仲裁オプションが利用できる場合もあります。 

情報へのアクセス 

MRG 特定のケースでは、表示する限定された目的のために、あなたについての次の情報へのア

クセスを提供し、その情報を更新しています。 このリストには、 MRG オンラインシステムが

進化するにつれて変更される場合があります。 

• あなたのプロフィールのアカウント 

• ショッピングカート 

右のを忘れて 

MRG が合理的な措置を取ることを忘れては、個人情報の要求は、既存の技術を使用して消去す

ることができ、要求の合理的な時間内に確実に行われるように取り組んでいます。 しかし、こ

の私たちのフォーラム、ブログに投稿して公開されている情報には適用されない、またはあな

た自身の第三者に提供された、これは、 MRG を消去することができ何のリーチを超えています

。 あなたの承諾（私達のための情報の受信からオプトアウト）を忘れた場合は、「右の要求を

撤回した場合 MRG はあなたの個人情報を消去可能なすべてをしています。 しかし、 MRG は既

存の技術に限界があるため、または法律上の理由（ MRG 現地の法律では、個人情報を義務付け

られていることは技術的に不可能な場合は、お客様の個人情報のすべてを消去することはでき

ません。 

子供のプライバシー 

MRG は成人していない人からの個人情報を意図的に現地の法律によって定義されている収集で

はありませんが、そのような同意は、適用法によって要求された場合は会員に事前に保護者の

同意を求めることを主張せずにしています。 MRG 自社製品、サービスに関連して、ターゲット

の子供、および Web サイトではありません。 イベント MRG が法的な成人でない人の個人情報

を開示し、または、 MRG が法的な成人でない人を保護するために、現地の法律や規制に準拠し

て、保護者の同意を求めます。 

このプライバシーポリシーの変更 

グローバル企業では、これはデータのプライバシーのポリシー当社のシステムは中高年と変更

しています。 最新のリビジョンの日付とデータプライバシーポリシーへの変更は

、 www.mrg.com. に掲載されます。私達はすべての変更または更新についてこのプライバシー

ポリシーを定期的に確認することをお勧めします。 

お問い合わせ 

MRG はあなたの個人情報を任意に修正、訂正おとを確認するには合理的な要求に対応すること

を約束、または任意の不正確な情報を削除します。 あなたの修正は、修正、または削除された

情報、またはこのデータプライバシーポリシー内で応答していない質問がある場合は、管理研

究グループ 14 ヨークストリート、スイート 301 、ポートランド、メイン州 04101 アメリカ

合衆国私達に連絡することができまたは privacy@mrg.com をメールします。 データを削除す

るには、要求された場合は、合理的な期間内に対応させていただきます。 

http://www.mrg.com/
mailto:privacy@mrg.com
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データ処理の契約には、標準的な契約条項を必要とする当社のクライアントの場合： 

欧州委員会の [Scc 、そうでない場合にはモデル契約または句として知られています欧州デー

タ保護指令 95/46/ あなたは MRG クライアントまたは MRG 製品とサービスに関連して、個人

データの転送のパートナーであるならば、 EEA から個人データを米国に転送する際には、 EC 

、速やかに完了するには、してください記号に従ってデータの被験者に対して十分な保護を確

保し、   mailto:privacy@mrg.com には、 MRG 標準的なデータ処理の補遺のコピーを返すとし

て開発され、欧州委員会によって承認された契約条項が適用されます。 

 

 

http://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf
mailto:privacy@mrg.com
https://questv2.mrg.com/pages/Signed%20DATA%20PROCESSING%20AGREEMENT_MRG.pdf

