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本プライバシー  ポリシー（以下「本 ポ リ シ ー 」といいます）では、デラウェア州の有限責任会社で、Cisco 
Systems, Inc. の完全所有子会社である Meraki, LLC（以下「Meraki」または「当社」といいます）が当社のウェ

ブサイト（meraki.cisco.com）（以下「本ウェブサイト」といいます）のユーザを対象として行う個人情報およびそ

の他の特定の情報の収集と、当社が提供し、本ポリシーへのリンクが表示されている、すべてのアプリケーショ

ン、ウィジェット、ソフトウェア、ツール、およびその他のサービス（以下、本ウェブサイトを含め、総称して「本サー

ビス」といいます）について説明します。本ポリシーでは、当該情報を当社が使用および開示することについても

説明します。当社のサービスを使用することで、あなたは、本ポリシーに準拠した情報の収集、使用、および開示

に同意します。本ポリシーは、参照することによって、Meraki 利用規約及び Meraki エンド カスタマー契約に組

み込まれ、Meraki 利用規約及び Meraki エンド カスタマー契約の規定が適用されます。「あなた」および「ユー

ザ」という表現は、本ウェブサイトを訪問するユーザ、本サービスにアクセスするユーザ、または本サービスを利

用するユーザを意味します。本プライバシー ポリシーで使用される用語で、本プライバシーポリシーで定義されて

いない大文字で始まるその他の用語は、利用規約において付与されている意味を有します。 

本プライバシー ポリシーおよび当社の業務が、TRUSTe シールをクリックすることで表示されるバリデーション 
ページで確認できる TRUSTe プログラムへの準拠に関して審査を受けたことを意味する TRUSTe のプライバ

シー シールを、Meraki は取得しました。 

当社が満足のいく対応をしていない未解決のプライバシーまたはデータ使用の懸案事項をあなたがお持ちの場

合、こちらから TRUSTe にお問い合わせください。 

ファックス番号および郵送先住所の情報については、こちらをクリックしてください。 TRUSTe の紛争解決プロセ

スは英語のみで提供されています。 

TRUSTe 認証は、当社が当社のサービスを通じて収集する情報を当社が収集、使用、および開示することを対

象とします。当社のサービスを通じて収集した情報の使用は、顧客が Meraki に依頼したサービスを提供する目

的に制限するものとします。 

Meraki は、欧州連合加盟国およびスイスからの個人データの収集、使用、および保持に関して米国商務省が定

める U.S. - E.U. Safe Harbor Framework（米国‐EU 間のセーフ ハーバー フレームワーク）および U.S. - Swiss 
Safe Harbor Framework（米国‐スイス間のセーフ ハーバー フレームワーク）を遵守しています。Meraki は、通

知、選択、第三者への転送、セキュリティー、データ完全性、アクセス、および施行のセーフ ハーバー プライバ

シー原則に準拠していることを証明しました。セーフ ハーバー プログラムの詳細情報と、Cisco Systems Inc. の



会社認定に含まれている Meraki の認定については、http://www.export.gov/safeharbor [英語] を参照してく

ださい。 

個人情報  

本ポリシーにおいて、「個人情報」とは、個人の氏名、住所、電話番号、電子メール アドレスなど、個人を明確に

特定できる情報を意味します。人口統計学的情報（例：性別、居住地域、嗜好）などの情報も個人を特定できる個

人情報にリンクされている場合は個人情報に含まれます。 

個人情報は、「集合的」または他の個人を特定できない情報を含みません。集合的情報は、個人を特定すること

ができない、あるいは個人の ID を削除している製品、サービス、またはユーザのグループまたはカテゴリーにつ

いて当社が収集する情報です。当社は、当社独自の判断で、あなたに対する通知または法的責任なしに、さまざ

まな目的のために、集合的情報および他の個人を特定できない情報を使用および開示することができます。 

情報の収集  

任意に提供された情報の収集 

当社は、当社ユーザが当社サービス上のさまざまな方法で当社に提供する個人情報を収集します。これらは、以

下の内容を含みます： 

• 電子メール ニュースレター。当社は、当社のサービスで時々、電子メール ニュースレターを提供できま

す。当社は、ニュースレターの配信を申し込む皆様の電子メール アドレス情報を収集しています。 
• ユーザ アカウント/プロフィール。当社のサービスは、あなたがアカウントを登録できるように、あるいは

ユーザ プロフィールを作成および更新できるようにすることが可能です。当社がサービス上でユーザ ア

カウントまたはプロフィール機能を提供する場合、当社は、アカウントの登録またはユーザ アカウントま

たはプロフィールの作成または更新の過程であなたが当社に提供する個人情報を収集します。この情

報には、例えば、あなたについての名前、住所、電話番号、電子メール アドレス、および関連人口統計

学的情報を含むことがあります。当社はアカウントの登録やプロフィールの作成のためにどのような個人

情報が必須又は任意であるかを示すことがあります。 
• ネットワークへのログイン。当社のサービスを用いた特定のネットワークでは、ユーザにログイン認証を

設定または使用することを求めることがあります。このログオン機能のサポートに関連して、当社は、こ

のログオン機能を促進したり、その他の方法で本サービスを提供するために、電子メール アドレス、電

話番号、ユーザ又は管理者が作成したユーザ名及びユーザ又は管理者が作成したパスワードなどの情

報を収集することがあります。 
• 連絡。皆様が電子メール、本サービスの連絡フォーム、その他の方法で当社に連絡する際に、当社は皆

様の連絡事項に記載されている、又はこれに関連する個人情報を収集します。 
• コンテスト及び懸賞。当社および他のビジネス パートナーは、ユーザが当社のサービスまたはその他に

入るか、参加することができる特別なコンテスト、懸賞、および他の販売促進を実施または後援すること

があります。これらの販売促進のいくつかは、広告主または他のビジネス パートナーのいずれかとの提

携である場合もあります。これらの場合では、あなたの個人情報の収集は、ウェブサイトまたはその他の

オンライン サービス上で第三者パートナーによって直接行われ、当社と共有されることがあります。この

ようなプロモーションでは、プライバシー ポリシー又はこれらの個人情報の収集に関するポリシーが提示

されます。 
• お客様の声。当社は、他の支持・推薦に加えて、満足した顧客の推薦状を当社のサイトに表示します。

当社は、皆様の承諾を得たうえで、お客様の声をお名前と共に掲載することがあります。 
• 当社顧客に関して収集されたデータに関連する情報。Meraki は、その顧客の指示に基づいて情報を収

集します。また、個人データを処理する個人との直接的な関係はありません。あなたが、当社の顧客の

いずれかによって提供されるサービスを使用する個人であり、その顧客からもう連絡を受けたくない場



合、あなたが直接交流している顧客にお問い合わせください。当社は、当社がサービスを提供するのを

支援する会社に個人情報を伝達できます。それに続く第三者に対する伝達は、当社顧客とのサービス

契約の適用を受けます。 

受動的情報収集 

あなたが当社サービスを使用または訪問する時、一部の情報が自動的に収集されます。例えば、あなたが当社

サービスにアクセスする時、当社はあなたのブラウザのインターネット プロトコル（IP）アドレス、あなたのブラウザ 
タイプ、あなたがサービスを利用している機器の性質（例えば、パーソナル コンピュータまたはモバイル機器）、あ

なたが使用しているハンドヘルドまたはモバイル機器の識別子、ウェブ ベースのサービスにアクセスする直前に

あなたが訪問したウェブ サイト、あなたが当社サービス上で行う動作、ならびあなたが当社のサービスにアクセ

スして関与するコンテンツ、機能および活動を自動的に収集します。当社は、あなたがメッセージを開いた、クリッ

クした、あるいは転送したかなどの Meraki からの電子メール メッセージとのあなたのやりとりに関する情報も収

集できます。 

当社は、標準サーバ ログ、クッキー、およびクリア GIF（別名「ウェブ ビーコン」と）などの技術を用いて、この情報

を受動的に収集できます。当社は、当社のサービスならびに当社の他のサービスおよびシステムを管理、操作、

保守、ならびに改善するために、ならびにあなたに合わせたコンテンツを提供するために、受動的に収集した情

報を使用します。 

自動的に収集した情報を個人情報と関連付ける場合、又は適用法令によって自動的に収集した情報を個人情報

として取り扱うことが要求される場合、当社は、本ポリシーに基づき、当該の合成情報を個人情報として取り扱い

ます。そうでなれば、当社は受動的な手段によって収集した情報を、集合形態または個人を特定できない形態で

使用および開示します。本サービスを利用する過程において、マーケティングまたはウェブサイト最適化ベンダー

を含む第三者が提供するウェブサイトまたは他のサービス（以下「第三者のサービス」といいます）が、あなたの

ハード ドライブにクッキーを保存するか、または他の手段を使用して、第三者のサービスや他のサービスまたは

コンテンツの利用状況に関する情報を受動的に収集する場合があることにご注意ください。これを行うため、

ファースト パーティ クッキー（あなたのブラウザがデータを受け取っている同じドメインによって設定されている）ま

たはサード パーティ クッキー（異なるドメインによって設定されている）を使用できます。また、Meraki は個人を特

定できない情報を第三者サービスに使用できるようします。そして、これらの第三者サービスは、サービス上での

当社のユーザの活動および利用パターンを理解する上で当該当事者を支援するために当該情報を収集できま

す。希望する場合は、Google アナリティクス オプトアウト ブラウザ アドオンを使用して、Google アナリティクスに

よる情報収集を停止することができます。 

当社は、第三者サービスの動作にアクセスすること、あるいは管理することができません。第三者サービスの各

提供者は、自らのプライバシーおよびセキュリティー ポリシーに従って収集する情報を使用します。 

さらに、あなたがサービスを使用する時に Google および他の第三者ベンダーがあなたのコンピュータに 1 つ以

上のクッキーを設置または認識でき、そして、当社のサービス、第三者ウェブサイト、および他の第三者サービス

上でのあなたの動作に基づいたこれらのクッキーに関する情報を記録できることにご留意ください。Google およ

びこれら他の第三者ベンダーは、広告を知らせる、最適化する、ならびに出すために、それらの動作についての

情報を使用できます。特に、当社は Google および他の第三者ベンダーを使用して、第三者ウェブサイトおよび

サービス上であなたがご覧になる広告が、当社のサービスへのあなたの以前の訪問に基づくようにする「再マー

ケティング」を行うことができます。 

これらの活動に関する詳細や、クッキーを通じて本サービス上で収集される情報を Google およびその他のベン

ダーが広告目的で使用することをオプトアウトする方法については、Google 広告の管理、TRUSTe の 
Preference Manager [英語]、または Network Advertising Initiative のオプトアウト ページ [英語] を参照してく

ださい。オプトアウトを行ってもインターネット上であなたに広告が出ないようにはならないことにご注意ください。



あなたがもう標的にならないようにオプトアウトを行った特定の広告ネットワーク上で広告を出すためにクッキーを

利用する広告のみで有効になります。当社は、皆様の配信停止に従わない他の当事者の活動については責任

を負いません。 

当社は、Google コンバージョン トラッキングも使用します。これは、第三者サービス上の当社広告のいずれかを

見た後、ユーザが特定の活動（例えば、当社の製品またはサービスに関する詳細情報を受け取るようにフォーム

を記入すること）に携わるかを追跡します。Google はクッキーを使用して、コンバージョンを追跡し、当社に関す

る情報を報告します。 

最後に、当社は、本サービスが管理するネットワークに接続されているターミナル デバイスに関するロケーション 
ベースの情報の提供、及び関連レポート作成と分析の目的で、地図、地理データ及び地理位置情報の情報源と

して、Google Maps API を使用していることをご承知ください。Google は、Google Maps API 経由で提供され

るコンテンツを閲覧したユーザから、個人情報を含む情報を収集することがあります。これらの情報は、Google 
プライバシー ポリシーに従って処理されます。 

当社のサービスによって収集されるネットワーク利用情報 

当社の一部のサービスは、当該サービスが管理するネットワークに接続されているターミナル デバイスから情報

を収集しています。それらのサービスは、当該ネットワークの性能に関する情報、ならびに当該ネットワークに関

する他の特定情報も収集します。この情報には、例えば、MAC アドレス、機器の種類、オペレーティング システ

ム、地理的位置情報、ならびにネットワーク トラフィック情報（例えば、ホスト名、プロトコル、ポート番号、および 
IP アドレス）を含みます。この情報は、当社が「ダッシュボード」と呼ぶオンライン インターフェイスを通じて当社の

サービスによって管理されるネットワークの管理者が利用できるようにされます。また、Meraki の顧客が現在シ

ステム マネージャーと呼ばれる当社のデバイス管理ツール（以下「システム  マネージャー」といいます）を使用

することを選択し、そのソフトウェアをシステム マネージャーが管理するモバイル デバイスまたは他のデバイス

（ラップトップ コンピュータなど）にインストールするか、またはかかるデバイスのプロフィールを設定する場合、か

かる顧客または Meraki は、当該デバイスに対し、特定の操作を実行することがあります。その例として、（i）ファ

イルの表示、アクセス、コピー、移動、および削除、（ii）一定時間にわたるデバイスの位置の追跡および記録、

（iii）スクリーンショットの取得および記録、（iv）リモート デスクトップ機能によるデバイスの管理、（v）ポリシーの設

定および適用、（vi）アプリケーションのインストール/削除などがあります。最終的に、システム マネージャーがイ

ンストールされた機器、あるいは全地球測位システム（GPS）技術を利用する機器に対して、当社は、Google に

つながっているそれらの機器およびネットワークについての特定の地理的位置情報を送信します。これによって、

このパラグラフで先に述べたように、当社が保存し、当社のダッシュボードを通じてネットワーク管理者が利用で

きるようにする関連地理的位置情報を当社に提供します。Google は、当社が Google に提供する情報を 
Google のプライバシー ポリシーに従って、処理します。 

他の情報源からの情報 

当社は、個人情報を含むあなたについての情報を、関連のある第三者および関連のない第三者から受け取るこ

とができます。そして、当社が正確な情報を所有できるように、この情報を、あなたについて当社が保持している

他の個人情報と組み合わせることができます。当社がそうする場合、本ポリシーは、個人を特定できる形で当社

が保持する組み合わせた情報を管理します。 

情報の使用  

当社は、次の内容のうちのいずれかを行うために、当社が収集する個人情報および他の情報を使用します：当社

の顧客にサービスを提供する;情報を提供し、販売問い合わせ、電子メール依頼、および出荷依頼を含むあなた

の依頼に対応する;ウェブサイト、当社の他のサービス、ならびに当社の他のプログラム、サービス、ウェブサイ

ト、およびシステムを強化、改善、操作、保守、およびデバッグする;当社のウェブサイトおよびシステムの有効性



を向上させる;マーケティング ツールとして当社のウェブサイトの有効性を向上させ、ウェブサイトおよび当社の他

のサービスの性能を最適化する;Meraki エンド カスタマー アグリーメント、Meraki 利用規約、あるいは適用法令

に違反している、あるいは違反している可能性がある活動を防止する、あるいは対策を講じる;サービスに関し

て、ならびにサービスに関連して、コンテンツおよびあなたの経験の他の側面を合わせる;ならびに、当社があな

たの個人情報を求める時点で、あなたの同意に従って、当社があなたに開示する他の目的のため。 

また当社は、あなたが関心を持つと当社が考える、当社自らおよび第三者の両方からの製品、サービス、および

提案に関してあなたに問い合わせるためにあなたが提供する個人情報を使用できます。当社は、下記「選択」の

項で述べられるように、あなたが当社からのマーケティングに関する連絡の受け取りを止めることができるように

します。 

情報の開示  

本ポリシーに記載の内容を除き、当社は、あなたの同意なしに、サービス上で当社が収集するあなたの個人情報

を第三者に開示しません。当社は、そうすることにあなたが同意した場合のほか、以下の場合には、情報を第三

者に開示できます： 

サービス プロバイダー 

当社は、当社の業務において当社を支援する第三者サービス プロバイダー（例えば、支払処理、データ保存およ

び処理機関）に個人情報を開示できます。当社は、これらのサービス プロバイダーに提供される個人情報を、そ

れらの機能を実行するために合理的に必要な内容に制限します。そして、当社は、当該個人情報の機密を保持

することに当該サービス プロバイダーが同意することを求めます。 

事業継承 

合併、買収、負債による資金調達、会社資産の売却、あるいは同様の取引の一部としてのほか、当社の事業資

産の 1 つとして第三者のうちの 1 つ以上に個人情報が移転される破産状態、倒産、あるいは破産管財人の管理

下になった場合、個人情報を含む当社のユーザについての情報を開示および移転することができます。 

関連会社に対して 

当社は、個人情報および他の情報を当社の親会社および当社の他の関連会社に開示できます。これらの関連

第三者会社は、そのプライバシー ポリシーおよび手続きに従って当社が開示する個人情報および他の情報を使

用および開示できます。 

チャネル パートナーに対して 

当社は、個人情報および他の情報を再販売業者などの当社のチャネル パートナーに開示できます。これらの第

三者は、あなたに対する当社の製品およびサービスのマーケティングなどの目的のために、当社がこの第三者

に開示する当該個人情報および他の情報を使用できます。 

当社の利益を守るために 

当社は、そうすることが法律上必要とされる、あるいは当社の資産または他の法律上の権利（当社の契約上の

権利行使を含むがこれに限定されない）あるいは他の権利または資産を保護すること、あるいは当社のサービス

またはサービスの他のユーザの安全またはセキュリティーの保護を助けることが当社の利益になると当社が考

える場合に、個人情報および他の情報を開示できます。 



販売促進のための連絡に関する選択   

当社から商用電子メールを受け取っている場合、当該の電子メールに記載されている説明に従って、いつでも配

信を停止することができます。また、オプトアウト依頼を privacy@meraki.com に電子メールで送信するか、本ポ

リシーの末尾に記載された住所に郵送することにより、当社からの宣伝広告用電子メールおよび当社が（郵送な

どによって）随時お送りする他のプロモーションのご案内の受け取りをオプトアウトすることもできます。さらに、当

社が本サービスでユーザ アカウント機能を提供している場合、当社から受け取るプロモーションのご案内の種類

や頻度に関する設定を閲覧又は変更することができます。 

あなたが当社からの宣伝広告用電子メールの受け取りを止める場合、当社があなたのオプトアウト依頼を処理

するのに最長 10 営業日を要する可能性があり、その期間中、あなたは当社からの宣伝広告用電子メールを受

け取る可能性があることにご留意ください。さらに、あなたが当社からの宣伝広告用メッセージの受け取りをオプ

トアウトした後でも、あなたは当社のサービスに関する当社からの管理メッセージを引く続き受け取ることになり

ます。 

あなたのカルフォルニア州プライバシー権利  

個人情報をダイレクト マーケティング目的で第三者と共有することをオプトアウトする場合は、当社に電子メール

（opt-out@meraki.com）でご連絡ください。当社があなたのオブアウト依頼を受領した後、当社は第三者の直接

販売のためにあなたの個人情報を当該第三者に対して開示しません。この停止を行ったとしても、ダイレクト 
マーケティング目的以外で個人情報又はその他の情報が開示される場合があることをご了承ください。 

アクセス  

当社が本サービスでユーザ アカウント/プロフィールの作成機能を提供している場合、ご自身のアカウントにログ

インし、アカウント設定にアクセスすることによって、皆様が当社に提供した一定の種類の個人情報を閲覧及び更

新することができます。当社が保有する、あなたに関する他の個人情報へのアクセス、修正、または削除を希望

される場合は、電子メール（privacy@meraki.com）で当社までご連絡ください。 

あなたが、個人情報を含む推薦状の削除依頼を含み、当社のサービスのいずれかでの削除依頼を含むあなた

のアカウントへのアクセスを依頼する場合（ユーザ設定ページ、電子メール、または別の方法で）、当社は 30 日

以内にあなたのアクセス依頼に返事します。当社の法的義務を果たすために、あるいはそうする正当な理由が当

社にあると当社が合理的に考える場合に、あなたの個人情報の一部を保持する必要があるかもしれないことに

ご留意ください。 

Meraki は、当社の顧客に代わって当社が個人データを処理するその個人との直接的関係を持っていないことに

ご注意ください。不正確なデータへのアクセスを求める、あるいはそれを正す、修正する、あるいは削除すること

を求める個人は、当社の顧客（データ管理者）に対して問い合わせを行う必要があります。Meraki がデータを削

除するように顧客が依頼する場合、当社は 30 日以内にその依頼に対応します。 

当社の顧客にサービスを提供することが必要な限り、当社は、当社の顧客に代わって当社が処理する個人デー

タを保持します。当社の法的義務に従い、紛争を解決し、ならびに契約を施行するために、必要に応じて、

Meraki はこの個人情報を保持および使用します。 

リンク  

サービスには、当社が所有しない、あるいは運営しない他のウェブサイトまたは他の第三者サービスへのリンク

を含むことがあります。あなたが、第三者サービス、あるいは当該第三者サービス上で、あるいはそれを通じて利

用可能な製品またはサービスを訪問または使用することを選択した場合、それらの第三者サービス、あるいは該



第三者サービス上で、あるいはそれを通じて利用可能な製品またはサービスを使用している間、本ポリシーはあ

なたが開示するあなたの活動または情報に適用されないことにご留意ください。当社は、これらの第三者サービ

スまたはそれら上またはそれらを通じた製品またはサービスのプライバシー プラクティスに対して責任を負いま

せん。さらに、当社のサービスには、当社が運営しますが、別のプライバシー ポリシーに準拠するウェブサイトお

よびサービスへのリンクを含むことがあります。当社では、個人情報を提供する前に、当社のサービス以外のあ

なたが訪問するウェブサイトまたはサービスに適用されるプライバシー ポリシーをあなたが十分に検討するよう

にお勧めしています。 

子供  

子供の安全は当社にとって重要な問題です。したがって、保護者の方には、子供のオンライン活動に積極的に関

与することをお勧めします。当社のサービスは 13 歳未満の子供を対象にしていません。そして、当社は故意に 
13 歳未満の子供から個人情報を収集しません。当社のサービスで 13 歳未満の子供から個人情報を収集したこ

とを当社が知った場合、当社はできるだけ早く情報を削除します。そのような個人情報が当社の本サービスにお

いて収集された可能性があると思われる場合は、当社（privacy@meraki.com）に通知してください。 

国外訪問者  

当社のサーバおよびデータ センターの多くは米国にあります。本サービスを米国外で利用する場合は、あなたの

個人情報が保存および処理のためにあなたの居住地域外および米国に転送される場合があることを認識してい

ただく必要があります。あなたが本サービスの利用を通じて当社に個人情報を提供することにより、あなたは米

国への転送、保存、処理に同意したと見なされます。また、当社は、データの保存および処理、あなたからの依頼

への対応、および本サービスの運用に関連して、あなたのデータを米国から他の国または地域へ転送する場合

があります。あなたは、各地域には独自のプライバシーおよびデータ セキュリティーに関する法律が存在する可

能性があり、その一部は、あなたの地域の法律と比較してあまり厳しくない可能性があることを理解する必要が

あります。 

セキュリティ  

当社は、不慮の損失、開示、誤用、および破壊から個人情報を保護するために特定のセキュリティー対策を使用

します。あなたの個人情報および当社の顧客の情報のセキュリティーは、当社にとって重要です。あなたが機密

情報（ログイン認証情報など）を入力する時、当社はセキュア ソケット レイヤー技術（SSL）を用いてその情報の

送信を暗号化します。しかし、データ セキュリティー対策が完全に効果的であることを保証できないことにご留意

ください。その結果として、当社は、あなたが当社に提供する情報のセキュリティーを確約または保証することが

できません。あなたは、自らの責任で当社に情報を転送します。 

Meraki がセキュリティ システムの侵害を認識した場合、皆様に適切な保護対策を講じていただくために、電子

メールで通知することがあります。セキュリティー違反が起こった場合、Meraki はサービスを通じて通知を掲載で

きます。あなたが住む地域に応じて、あなたには、書面によるセキュリティー違反に関する通知を受け取る法的権

利 が あ り ま す 。 書 面 に よ る セ キ ュ リ テ ィ ー 違 反 に 関 す る 通 知 （ 無 料 ） を 受 け 取 る 場 合 は 、 当 社

（privacy@meraki.com）までご連絡ください。 

本ポリシーの更新  

当社は随時、本ポリシーを更新することがあります。当社が更新を行う時、当社は更新したポリシーを掲載し、ポ

リシーの冒頭に記載の「最終更新」日付を改訂します。本ポリシーに基づくあなたの権利または義務を著しく変更

する方法で本ポリシーを変更する場合、当社はあなたに変更を知らせる合理的な努力をします。例えば、当社が

ファイルにその内容を記載している場合は 当社はあなたの email アドレスにメッセージを送り、あるいはあなた

が当該著しい変更が行われた後に初めてサービスにアクセスする時にポップ アップまたは同様の通知を送るか



もしれません。当社では、あなたが本ポリシーを定期的に見直し、当社が個人情報を収集、使用、および開示する

方法についての情報をいつでも入手することを勧めています。改訂されたポリシーが有効になった後、あなたが

サービスを継続的に使用することは、あなたが本ポリシーの最新版を読み、理解、そして同意したことを示します。 

当社への問い合わせ  

本ポリシーについてご質問、ご意見がございましたら、以下の問い合わせ情報を用いてお問い合わせください： 

Meraki, LLC  
500 Terry François Blvd 
San Francisco, CA 94158 
privacy@meraki.com  

翻訳に関する補足通知：本ポリシーの公式言語は英語です。本ポリシーの英語版と翻訳版の間に不一致があ

る場合は、当社のウェブサイトに掲載された英語版を優先するものとします。 

 


