
RaySearch Laboratories AB(publ) 
登記番号 556322-6157 
P.O. Box 3297 
SE-103 65 Stockholm 

Sweden 

ビジター：Eugeniavägen 18  

info@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：+46 (0)8 510 530 00 

レイサーチ・ジャパン株式会社 
会社法人番号: 0104-01-124903 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町 1-3-1 

幸ビルディング 9 階 

 rsj@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：03-4405-6902 

 

 

取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

 

プライバシー・ポリシー 

1. 総則 

1.1 RaySearch Laboratories AB (publ)（登記番号 556322-6157）及び関連する国における当社の海外グループ法人（以下、総称して

「RaySearch」といいます。）は、お客様の個人の完全性を尊重し、これに注意を払います。当社は、本プライバシー・ポリ

シー（「本プライバシー・ポリシー」）を通じて、当社がいかにしてお客様の個人データが正しい方法で、かつ適用ある

データ保護法に従って処理されるようにしているかお客様にお知らせしたく存じます。 

1.2 当社の製品及びサービスの提供及び販売を含み、当社事業を行うことができるように、当社は、お客様に関する個人デー

タを処理します。本プライバシー・ポリシーは、以下のいずれかに該当するお客様に適用されます。 

- RaySearch の製品又はサービスを利用する会社の代表者（「顧客」） 

- RaySearch がその事業を行うために利用／提携する会社の代表者（例：販売業者もしくは供給業者の代表者（「下請業者

等」）又は規制当局の代表者（「当局」）） 

- RaySearch の潜在的な顧客となりうる会社の代表者（「潜在顧客」） 

- RaySearch の事業に関する情報を受領することに利害を有するその他の利害関係者 

2. データ管理者及びデータ保護担当役員 

2.1 RaySearch は、お客様の個人データの処理に関するデータ管理者であり、確かにその処理が適用ある法律を遵守して行われ

るようにする責任を負っています。当社の連絡先の詳細な情報は、本プライバシー・ポリシーの最終ページにてご覧いた

だけます。 

2.2 RaySearch は、当社がお客様の個人データを安全かつ法令を遵守した方法で処理することを監督するデータ保護担当役員

を選任しています。データ保護担当役員の連絡先は、dataprotection@raysearchlabs.com です。 
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3. 当社によるお客様の個人データの処理 

3.1 RaySearch では、当社が提供する製品及びサービスをお客様に可能な限り最善の形で提供するために、お客様の個人データを処理しま

す。これには、当社が以下の目的でお客様の個人データを使用することが含まれます。 

- お客様が代表を務める会社又は団体に関して、当社の契約上の義務を管理及び遂行し又は RaySearch のやり取りを記録するため。 

- 当社の規制上の義務を果たすため。 

- 顧客に合わせたダイレクトマーケティングを含み、マーケティング活動を行うため。 

- 当社のイベントを運営するため。 

- 当社の事業の質を継続的に改善することを目的として、当社の製品及びサービスのユーザーの体験及び嗜好を収集するため。 

- 通信活動を行うため（例：電子メールを通じてお客様とやり取りを行うことや、請求された当社事業に関連する情報（マーケテ

ィング資料を除く。）を提供すること）。 

3.2 当社がお客様に関して収集する個人データは、お客様が所属するデータ主体のカテゴリー及び個人データを処理する目的により異な

りますが、主として、お客様が勤務する会社が当社と契約を締結する際に当社に提供される情報か、お客様が当社に電子メールを送

信する際、当社のウェブサイト上で当社のニュースレターもしくは製品の実演を申し込む際、顧客ケースに関してインタビューを受

けもしくは顧客アンケートに参加する際、当社の何らかのイベントに登録もしくは参加する際、又は公開のイベントで接触する際に

当社に提供される情報のいずれかに関するものとなります。また、公開されている情報源（例：お客様の会社の公式ウェブサイト）

から収集された情報である場合もあります。 

当社はまた、お客様による当社ウェブページの利用に関する情報を収集します。これには、お客様がアクセスしたウェブページやお

客様がクリックしたリンクに関する情報が含まれます。当社はまた、当社のウェブやアプリケーションのサービスを改善するため

に、個人データを含む可能性のあるクッキーを使用します。当社によるクッキーの使用方法に関する詳細は、当社のクッキー・ポ

リシーにてご覧いただけます。 
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後記の表にて、お客様が所属するデータ主体のカテゴリーに基づき、当社がお客様の個人データを処理する理由、その処理の目的を

達成するために当社が保存する個人データ、当社がお客様の個人データを保存する期間及びお客様の関連する権利等に関する詳細情

報をご覧いただけます。 

4. お客様の個人データの受領者 

4.1 当社は、お客様の個人データを第三者に販売、貸与、配付又はその他の方法で提供することはありません。しかしながら、当社は、

お客様の個人データを収集した目的の遂行のために必要な場合、一定の状況において、当社の海外事務所からお客様に対して一定の

連絡及び招待を送付すること等ができるようにお客様の個人データを当該海外事務所と共有したり、当社の供給業者又は下請供給業

者が当社による個人データの処理に関する委託に基づいてサービスを実施する場合には当社の IT システムの保守及びサポート等をす

るためにお客様の個人データを当該業者と共有したりすることがあります。しかしながら、かかる第三者（適用される法律に基づき

データ管理者とみなされる当社の海外グループ法人を除きます。）は、RaySearch のデータ処理者であり、当社の指示に従う限りにお

いて、かつデータ保護法に基づきデータ処理者に要求される限りにおいてお客様の個人データを処理することができます。 

RaySearch Laboratories AB (publ)及びレイサーチ・ジャパン株式会社は、次のとおりお客様の個人データを相互に共有することがありま

す。 

(i) 当社が海外事務所と共有することがある個人データのカテゴリー：下表に記載された個人データ 

(ii) 個人データを共有し、共同で処理することができる者の範囲：RaySearch Laboratories AB (publ)及びレイサーチ・ジャパン株式会社 

(iii) 個人データを共有される者にとっての当該個人データの処理の目的：下表に記載された目的 

(iv) 共有された個人データの管理責任者：RaySearch Laboratories AB (publ) 

万が一、データ処理者が当社に代わってデータの処理を行った場合にお客様の個人データが日本以外の国に移転される場合、当社

は、日本の個人情報の保護に関する法律及びその他の適用法を遵守した基準を定める条項を含む契約を締結すること等により、お客

様の権利及びお客様のデータの保護が保証されるようにいたします。標準的な契約条項は、こちらにてご覧いただけます。 
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5. お客様の権利 

5.1 お客様は、当社がお客様に関してどの個人データを処理しているか、及び当該データにつき当社が何をしているかについての情報を

受領する権利を有しています。また、お客様は、お客様の個人データに関して一定の管理を行う権利を有しています。したがって、

一定の場合、お客様は、その個人データを受領する権利、データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利、及び当社の処理を

制限するよう請求する権利を有しています。さらに、お客様は、お客様の個人データの処理に対して異議を申し立てる権利を有して

います。 

当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合に、お客様は、常に、データ保護当局に苦情を申し立てる権利を

有しています。 

 

http://www.raysearchlabs.com/
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データ主体のカテゴリー：顧客及び下請業者等 

目的：お客様が代表を務める会社又は団体に関して、当社の義務を管理及び遂行し又は RaySearch のやり取りを記録し、及び紛争の場

合に当社の法的利益を保護すること 

当社が処理する個人データのカテゴリー： 

連絡先情報（氏名、肩書、住所、電子メールアドレス及び職場等） 

注文及び支払情報（注文履歴及び支払情報等） 

ログイン情報（電子メールアドレス、パスワード及び IP アドレス等）（RaySearch のシステム及びプラットフォーム上でやり取りする場
合） 

当社の行為： 

当社は、お客様が代表を務める会社又は

団体に関して、当社の義務を管理及び遂

行し又は RaySearch のやり取りを記録す

るため、お客様の個人データを収集、利

用及び保存します。支払い等に関する紛

争の場合、当社は、法的請求を確立もし

くは行使し、又は法的請求について防御

するためにお客様の個人データを処理す

る権利を有しています。 

法的根拠： 

正当な利益（お客様が代表を務める会社又は団体

に対する当社の契約上の義務の遂行、当社と当該

会社／団体とのやり取りの記録の保存、及び紛争

の場合における当社の法的利益の保護に係る当社

の利益が、お客様の職業上の活動に関連する情報

についてのプライバシーの保護に係るお客様の利

益に優先すると判断するため） 

保存期間： 

お客様の個人データは、上記目的のために必要

な期間中、すなわち、関連する契約の契約期間

及び契約終了後少なくとも 12 ヶ月間にわたって

保存されます。当社は、お客様が代表を務める

会社／団体に関する事項に対応するため、又は

契約の履行に関する紛争の場合に法的請求を確

立もしくは行使し、もしくは法的請求について

弁護するために必要な場合には、これよりも長

い期間お客様の個人データを保存することがあ

ります。 

http://www.raysearchlabs.com/
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お客様の権利： 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関す

る情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・削除権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収集

した目的に照らして、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを削除させる権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。お

客様が当該処理に異議を申し立てた場合、当社は、当該個人データの処理につきお客様の利益、基本的な権利又は自由に優先する有力な法的根

拠が存在する限りにおいて当該処理を継続します。また、お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当社

に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの削除を請求する権利を有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構造

化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

http://www.raysearchlabs.com/
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データ主体のカテゴリー：顧客、下請業者等及び当局 

目的：当社の製品及びサービスの提供及び使用等、当社事業の遂行に関連する当社

の規制上の義務の遂行 

当社が処理する個人データのカテゴリー： 

連絡先情報（氏名、肩書、電子メールアドレス及び職場等） 

研修情報（当社製品の使用に関する研修履歴等） 

当社の行為： 

当社は、お客様が代表を務める会社又は

当局に応じて、医療機器のメーカー兼販

売業者、雇用主、有限会社等としての当

社の規制上の義務を果たすため、お客様

の個人データを収集、利用及び保存しま

す。例えば、医療機器規制に従って、

RaySearch は、当社製品の使用に関する

研修に参加した当社顧客の代表者につい

て記録すること、及びお客様が代表を務

める会社又は団体に安全通知を送付する

必要がある場合に備えて連絡先詳細を保

存することが必要となることがありま

す。 

法的根拠： 

医療機器提供業者、雇用主、有限会社又は事業者

として RaySearch に適用される法的義務。 

保存期間： 

お客様の個人データは、RaySearch が適用ある規

制の要件を遵守していることを管理及び記録す

るために必要な期間にわたって保存されます。 

http://www.raysearchlabs.com/
http://www.raysearchlabs.com/


RaySearch Laboratories AB(publ) 
登記番号 556322-6157 
P.O. Box 3297 
SE-103 65 Stockholm 

Sweden 

ビジター：Eugeniavägen 18  

info@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：+46 (0)8 510 530 00 

レイサーチ・ジャパン株式会社 
会社法人番号: 0104-01-124903 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町 1-3-1 

幸ビルディング 9 階 

 rsj@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：03-4405-6902 

 

 

取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

 

お客様の権利： 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関す

る情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・削除権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収集

した目的に照らして、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを削除させる権利も有しています。 

制限権：お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当

該データの削除を請求する権利を有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構造

化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

データ主体のカテゴリー：顧客、潜在顧客又はその他の利害関係者 

目的：マーケティング（ダイレクトマーケティングを含む。） 

当社が処理する個人データのカテゴリー： 

連絡先情報（氏名、電話番号、電子メールアドレス及び職場等） 

ガン治療における関心分野に関する情報 

ログイン情報（電子メールアドレス、パスワード及び IP アドレス等）（RaySearch のシステム及

びプラットフォーム上でやり取りする場合） 

従前の連絡に関する情報（当社の代表者と面会した場所及び時期に関する情報等） 

（お客様が RaySearch のウェブページにアクセスした際の）閲覧傾向及び閲覧履歴 

当社のイベント又は公開イベントにおけるお客様の写真／動画 

当社の行為： 

当社は、当社のマーケティング活動（当

社の事業に関するマーケティング資料、

当社のソフトウェア開発に関するアップ

デート及び開催予定のイベントに関する

情報／招待の送付等）の範囲内でお客様

の個人データを収集、利用及び保存しま

す。さらに、当社は、潜在顧客又はその

他の利害関係者としてのお客様に対する

最良のアプローチ方法を分析する目的

で、お客様による当社のウェブページの

利用方法並びにお客様の当社の製品及び

事業に対する反応に関する情報につい

て、お客様の個人データを処理します。 

法的根拠： 

正当な利益（当社のサービス及び製品のマーケテ

ィングに関する当社の利益が、お客様の職業的活

動又はその他の関心分野に関連する情報について

のプライバシーの保護に係るお客様の利益に優先

すると判断するため） 

保存期間： 

お客様が当社の顧客の代表者である場合： 

お客様の個人データは、全契約期間及び契約

終了後少なくとも 12 ヶ月間にわたって保存さ

れます。これは、お客様がダイレクトマーケ

ティングを拒否していないことを前提としま

す。 

お客様が潜在顧客又は他の利害関係者の代表

者である場合：お客様が当社と実際にやり取

りしている限りにおいて、又は直近のやり取

りから 12 ケ月間。これは、お客様がダイレク

トマーケティングを拒否していないことを前

提とします。お客様の職場が当社の顧客とな

った場合、「お客様が当社の顧客の代表者で

ある場合」に記載の内容が適用されます。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

 

マーケティング目的でお客様の写真を利

用するにあたっては、お客様の同意が必

要です。 

同意 
写真が当社のマーケティング活動における

利用に関連している限りにおいて、又はお

客様が同意を撤回するまで。 

お客様の権利： 

同意を撤回する権利：当社がお客様の同意に基づいてお客様の個人データを処理する場合において、お客様は、いつでも当該同意を撤回する

権利を有しています。お客様が同意を撤回した場合、当社は、お客様が同意されていた処理を停止し、お客様の同意を得て処理されていた個

人データを消去します。ただし、お客様による撤回は、RaySearch の将来における個人データの処理にのみ影響を与え、既に行われた行為には

影響を与えません。 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関

する情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・消去権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収

集した目的につき、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを消去する権利も有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構

造化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、常時、当社に対してマーケティング目的でのお客様の個人データの利用を停止するよう請求する権利を有

しています。お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。また、お客

様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの

削除を請求する権利を有しています。 

http://www.raysearchlabs.com/
http://www.raysearchlabs.com/


RaySearch Laboratories AB(publ) 
登記番号 556322-6157 
P.O. Box 3297 
SE-103 65 Stockholm 

Sweden 

ビジター：Eugeniavägen 18  

info@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：+46 (0)8 510 530 00 

レイサーチ・ジャパン株式会社 
会社法人番号: 0104-01-124903 

〒100-0011 

東京都千代田区内幸町 1-3-1 

幸ビルディング 9 階 

 rsj@raysearchlabs.com 

www.raysearchlabs.com  

電話番号：03-4405-6902 

 

 

取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

データ主体のカテゴリー：顧客、潜在顧客又はその他の利害関係者 

目的：イベント運営 

個人データ： 

連絡先情報（氏名、電話番号、電子メールアドレス、肩書及び職場等） 

ガン治療における関心分野に関する情報 

センシティブな個人データ（アレルギー情報等） 

当社の行為： 

当社は、当社のイベントに関連して必要

な運営を実施することを目的として、イ

ベント運営の範囲においてお客様の個人

データを処理します。 

当社が当該イベントにつき必要な運営を

行い、当該イベントを安全に実施するた

めにお客様のアレルギー（もしあれば）

に関する情報を利用するにあたっては、

お客様の同意が必要になります。 

法的根拠： 

正当な利益（当社のイベントに関連する必要な運

営の実施に関する当社の利益が、イベントを安全

かつ効率的に実施するために必要な情報について

のプライバシーの保護に係るお客様の利益に優先

すると判断するため） 

アレルギーに関する情報についての同意。 

保存期間： 

お客様のイベントへの参加に特有の情報（ア

レルギーに関する情報等）は、イベントが開

催されるまで又はお客様が同意を撤回するま

で（該当する場合）の期間においてのみ保存

されます。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

お客様の権利： 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関

する情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・消去権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収

集した目的に照らして、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを消去する権利も有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構

造化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。

お客様が当該処理に異議を申し立てた場合、当社は、当該個人データの処理につきお客様の利益、基本的な権利又は自由に優先する有力な法

的根拠が存在する限りにおいて当該処理を継続します。また、お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場

合、当社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの削除を請求する権利を有しています。 

データ主体のカテゴリー：顧客、下請業者等、当局、潜在顧客又はその他の利害関係者 

目的：電子メールを通じたやり取り 

 

個人データ: 

連絡先情報（氏名、電話番号、住所、電子メールアドレス、職場及び役職等） 

当社の行為： 

当社は、お客様のメッセージに返信し、

お客様のメッセージを取り扱う目的でお

客様の個人データを収集、利用及び保存

します。 

法的根拠： 

正当な利益（お客様とのやり取り及び当社が受

領する問合せに対する回答に関する当社の利益

が、当社とのやり取りにあたってお客様が提供

する情報についてのプライバシーの保護に係る

お客様の利益に優先すると判断するため） 

保存期間： 

お客様の個人データは、お客様の電子メールに

返信し、お客様の電子メールを取り扱うため

に、文脈上必要な限りにおいて処理されます。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

お客様の権利： 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関

する情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・消去権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収

集した目的に照らして、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを消去する権利も有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構

造化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。

お客様が当該処理に異議を申し立てた場合、当社は、当該個人データの処理につきお客様の利益、基本的な権利又は自由に優先する有力な法

的根拠が存在する限りにおいて処理を継続します。また、お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当

社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの削除を請求する権利を有しています。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

データ主体のカテゴリー：顧客 

目的：当社の事業の質を継続的に改善することを目的とした当社の製品及びサービスのユー

ザーからの経験及び嗜好の収集 

個人データ： 

連絡先情報（氏名、電子メールアドレス、肩書及び職場等） 

RaySearch の製品及びサービスに関するユーザーの取組み、体験及び嗜好 

当社の行為： 

当社は、当社の製品及び／又はサービス

のユーザーであるお客様の当該製品及び

／又はサービスの機能に関するお考えを

理解する目的で、お客様の個人データを

（主に顧客調査を通じて）収集、利用及

び保存し、当社の事業の質の継続的な向

上のために、収集された情報に基づいて

評価を行い、必要な改善を実施します。 

法的根拠： 

正当な利益（高品質、費用効率に優れ、競争力が

あり、かつ顧客及び患者に恩恵をもたらす事業の

実施に関する当社の利益が、お客様の職業上の活

動に関連する情報についてのプライバシーの保護

に係るお客様の利益に優先すると判断するため） 

保存期間： 

お客様の当社の製品及びサービスについての

体験及び嗜好に特に関する情報（顧客調査へ

の回答等）は、5 年間保存されます。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関

する情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・消去権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収

集した目的につき、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを消去する権利も有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構

造化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。

お客様が当該処理に異議を申し立てた場合、当社は、当該個人データの処理につきお客様の利益、基本的な権利又は自由に優先する有力な法

的根拠が存在する限りにおいて処理を継続します。また、お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当

社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの削除を請求する権利を有しています。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

 

データ主体のカテゴリー：全カテゴリー 

目的：RaySearch 等の買収又は再編に関連する管理 

 

個人データ： 

連絡先情報（氏名、電話番号、電子メールアドレス及び職場等） 

ガンの放射線治療における関心分野に関する情報 

ログイン情報（電子メールアドレス、パスワード及び IP アドレス等） 

閲覧傾向及び閲覧履歴（お客様が訪問した当社のウェブページ及びお客様のログ等） 

従前の連絡に関する情報（当社の代表者と面会した場所及び時期に関する情報等） 

お客様の写真 

当社の行為： 

RaySearch が再編される場合（複数の組

織に分割される場合等）又は第三者が

RaySearch もしくは当社の顧客データベ

ースの買収を希望する場合、RaySearch

は、お客様の個人データを買収会社と共

有します。その場合、当該会社は、当該

買収に関連してお客様が異なる情報を受

領する場合を除き、本プライバシー・ポ

リシーに記載されたものと同一の目的に

おいてお客様の個人データの処理を継続

します。 

法的根拠： 

正当な利益（会社の買収又は再編の円滑化に関

する当社の利益がプライバシーの保護に係るお

客様の利益に優先すると判断するため） 

保存期間： 

RaySearch が（統合、清算もしくは倒産等によ

り）消滅した場合又は RaySearch Laboratories の

顧客データベースが買収会社に移行した場合、

当社は、法律上の義務を遵守するために要求さ

れる範囲を除きお客様の個人データを削除しま

す。 

RaySearch が買収され又は再編に関連して複数の

組織に分割された場合、当社は、当該買収に関

連してお客様が異なる情報を受領する場合を除

き、本プライバシー・ポリシーの条件に従っ

て、お客様の個人データの保存及び処理を継続

します。 
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取締役会の登記上の事務所は、

ストックホルムに所在していま

す。 

お客様の権利： 

アクセス権：お客様は、お客様の個人データにアクセスする権利、並びに当社がお客様に関して有している個人データ及びその処理方法に関

する情報を取得し、当該情報の写しを受領する権利を有しています。 

修正・消去権：お客様は、個人データの不正確な内容を修正、追記又は削除する権利を有しています。一定の場合（お客様の個人データを収

集した目的に照らして、当該個人データが不要となった場合等）において、お客様は、お客様の個人データを消去する権利も有しています。 

データポータビリティ権：一定の場合において、お客様は、ご自身が提供した個人データを取得する権利を有しています。当該データは、構

造化され、かつ機械可読な形式で表示され、技術的に可能な場合、お客様は、当該データを他の管理者に移転する権利も有しています。 

異議申立権及び制限権：お客様は、正当な利益を法的根拠としてお客様の個人データの処理について異議を申し立てる権利を有しています。

お客様が当該処理に異議を申し立てた場合、当社は、当該個人データの処理につきお客様の利益、基本的な権利又は自由に優先する有力な法

的根拠が存在する限りにおいて処理を継続します。また、お客様は、当社がお客様の個人データを許可されていない方法で処理した場合、当

社に対してお客様の個人データの利用の停止又は当該データの削除を請求する権利を有しています。 
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連絡先 

本プライバシー・ポリシーもしくはお客様の個人データの処理に関してご質問のある場合、又は権利の行使もしくは当社に対する苦

情申立てをご希望の場合は、下記の連絡先までご連絡ください。 

 

RaySearch Laboratories AB (publ),（登記番号：556322-6157） 

宛先：Box 3297, SE-103 65, Stockholm, SWEDEN. 

所在地：Sveavagen 44, Stockholm. 

電子メール：dataprotection@raysearchlabs.com 

電話番号：46 (0)8 510 530 00 

ウェブページ：https://www.raysearchlabs.com 
 

変更及びアップデート 

当社は、当社による個人データの処理に適用される法律を遵守するために必要な明確化又はアップデートを行う目的で、本プライバ

シー・ポリシーを随時変更する権利を有しています。変更日は、本ページに記載されます。当社がプライバシーに関する運用につい

て重大な変更を行う場合、当該変更は、当社のウェブサイト上の「About（本ウェブサイトについて）」及び「Privacy Statement（プ

ライバシー・ステートメント）」においても公表されます。当該変更についてご質問のある場合は、

dataprotection@raysearchlabs.com 宛てにご連絡ください。 

本プライバシー・ポリシーの直近のアップデート日は、2019 年 7 月です。 

 

レイサーチ・ジャパン株式会社 

会社法人番号: 0104-01-124903 

 

住所：〒100-0011 

東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビルディング 9階 

 

電子メール: rsj@raysearchlabs,com 

 

電話番号: 03-4405-6902 
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