
 

  

SCANIAの個人情報保護方針 
 
 
Scaniaの基本理念は個人の尊重です。大切なお客様、当社の車両を運転するドライバーの皆様、グロ
ーバルのスカニア組織の従業員の皆様、信頼できるビジネスパートナー/サプライヤーの皆様との交
流において、あるいはウェブサイト、拠点、イベントでの対応において、これは当社の基本理念とな
ります。 
 
皆様の個人情報については、www.scania.comからアクセスする市場や、サービスごとに提示される
個人情報保護方針にとくに指定がない限りは、Scania CV ABが個人情報の管理者です。 
 
当社は、以下の目的で必要となる場合に個人情報を利用いたします。 
 
 当社の製品やサービスをご提供するため。 
 当社の製品やサービスの使用についてサポートや支援をご提供するため。 
 当社および皆様の契約上の義務事項を履行およびフォローアップするため。 
 法執行機関その他の関係当局の法的な義務事項や合法的な要請を履行するため。 
 当社の製品やサービス、およびイベント予定に関する情報をご提供するため。 
 既存および新規の製品、サービス、組織の品質向上と開発の目的のため。 
 
当社は個人情報を常に尊重し、処理および保護に関し、完全性をもって処理されるようにします。当
社は製品やサービスの提供にあたって、信頼できるビジネスパートナーと提携することがあります。
ビジネスパートナーと個人情報を共有する場合には、当社と同様に個人情報を尊重し、完全性をもっ
て処理されるようにします。 
 
この個人情報保護方針には、どのような個人情報を当社が処理するのか、その理由、また個人の権利
やプライバシーをどのように尊重するのかについて記載しています。お客様の個人情報がどのように
処理されるかについての更なる情報は、特定のケースにおいてより詳細なプライバシー通知およびサ
ービス説明に記載されている場合があります。これらの情報は、アプリケーション／システム／サー
ビスにアクセスする際に確認できます。  
ご不明な点やご心配な点がございましたら、いつでもこちらからお問い合わせいただくか、Scania 
の担当者にお問い合わせください。

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html


プライバシーに関する声明 

 

  

– FAQ 
Scaniaは私の個人データを第三者と共有しますか? 
最高の製品とサービスを提供するために、私たちはグローバルな組織と信頼できるパートナーのグ
ローバルネットワークを活用しています。これは、当社が時折、お客様の個人データ(さまざまなデ
ータ主体カテゴリーに記載されているすべて、または選択された部分)を、Scaniaが属する
TRATONグループ内、および当社を支援する信頼できるビジネスパートナーと共有することを意味
します。典型的な例は次のとおりです。 

 

• お客様がScaniaウェブショップを利用する際、当社はウェブショップを取り扱うパートナ
ーと個人データを共有します。 

• 当社は、当社の外部ITパートナーによって開発、提供、またはホストされているITシステム
でお客様の個人データを処理する場合があります。 

• 当社は、お客様が参加するイベントの企画、ホテル、交通機関の提供を支援するために第三
者を使用することがあります。 

• お客様が当社の緊急支援に電話すると、当社はお客様の個人データを第三者(牽引会社など)
と共有することがあります。 

• 当社の顧客(お客様またはお客様の雇用主のいずれか)が第三者のサービスプロバイダーと契
約することを決定し、そのようなプロバイダーへのアクセスを許可した場合、Scaniaはド
ライバー、車両、エンジン、トレーラー、上部構造、またはその他の製品に関連する個人デ
ータを共有します。  

• お客様が金融/保険商品またはサービスの提供のためにScaniaと契約を締結する場合、当社
は信用力向上の目的で信頼できる当事者と情報を共有することがあります。 

• 当社が研究開発を行う際には、大学、研究施設、またはその他の信頼できるパートナーと個
人データを共有することがあります。  

• お客様が第三者のクッキーを受け入れることを選択した場合、お客様の個人データはこれら
の第三者と共有される場合があります(クッキーの詳細については、当社のクッキーポリシ
ーをご覧ください)。  

 
お客様の個人データを当社のビジネスパートナーと共有する必要がある場合、当社は、ビジネスパ
ートナーが当社と同じ敬意と誠実さをもってお客様の個人データを取り扱うことを保証します。ま
た、法律で義務付けられている場合、または法執行機関または他の当局/機関から正当な法的要請を
受けた場合、お客様の個人データを公的機関と共有します。 
 



プライバシーに関する声明 

 

  

お客様の個人データが欧州連合(「EU」)から「第三国」に転送される場合 国(EU域外/EEA)これ
は、関連する事前評価および適切な保護措置を含む適切な移転メカニズムを使用して行われます(下
記の続きを参照)。  

 

Scaniaは私の個人データをどこで処理しますか? 
Scaniaは100カ国以上で事業を展開するグローバル企業です。これは、当社がお客様の個人データ
(全部または選択された部分)を欧州連合の内外で処理することを選択する場合があることを意味し
ます。その際、当社は常に既存の法律および規制および裁判所の判決を遵守し、お客様の個人デー
タが安全な方法で取り扱われるようにします。お客様の個人データが欧州連合(EU)外に移転される
場合、これは関連する事前評価および適切な保護措置を含む適切な移転メカニズムを使用して行わ
れます。最も一般的には、欧州委員会によって発行された標準契約条項(SCC)が信頼されていま
す。お客様は、個人データがSCCによって保護された移転の一部である場合、お客様は関連する締
結済みSCCのコピーを受け取る権利があります。こちらへ お問い合わせいただくか、またはScania
連絡先へご相談ください。 
 
この文脈において、「処理」とは、収集、記録、編成、構造化、保存、適応または変更、検索、相
談、使用、送信による開示、普及またはその他の方法で利用可能にすること、整列または組み合わ
せ、制限、消去または破壊など、個人データに対する操作または一連の操作を意味します。 

 

Scaniaは私の個人データをどのように保護しますか? 
当社は、お客様の個人データを保護することをお約束します。当社は、当社が処理する個人データ
を適切に保護するために、適切かつ合理的な法的、技術的、および組織的なセキュリティ対策を講
じています。当社のセキュリティ対策は、利用可能なセキュリティ製品およびサービスの開発に沿
って継続的に改善されています。

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html


 

  

Scaniaは私の個人データをどのくらいの期間保持しますか? 
特定の処理活動には、法的根拠および/または処理の目的に従って適用される独自の保持期間があり
ます。したがって、当社は、お客様の個人データが不要になったらすぐに、以下の目的で最小化また
は削除します。 

 

• お客様に対する当社の契約上の義務の履行 

• 個人データが収集された目的の達成 
• 当社の法的義務の履行 

 
 

私の権利はどのような内容ですか? 

 
通知を受ける権利  
お客様には、当社が処理するお客様に関する個人データについて通知を受ける権利があります。さらに、お客様
は、お客様の個人データが処理される理由、お客様の個人データが保持される期間、個人データの受領者または受
領者のカテゴリー、当社が追求する正当な利益(該当する場合)、および「第三国」(EU/EEA外の国)転送が行われ
るなど、処理に関する詳細について通知を受ける権利を有します。  

この情報は、このプライバシーに関する声明で提供されていますが、前述のように、より具体的には 
お客様の個人データの処理方法に関する情報は、特定の場合において、契約の付録やサービスの説明
など、より詳細なプライバシーに関する通知に記載されています。このような場合、アプリケーショ
ン/システム/サービスにアクセスすると情報が見つかります。ご質問やご不明な点がございました
ら、いつでもこちら またはScaniaの連絡先に相談してください。 
 

アクセス権 
お客様は、当社がお客様の個人データを処理しているかどうかについて、当社から確認を得る権利を
有します。この場合、お客様は、当社がお客様に関して処理する個人データのコピーを受け取り、さ
らに、処理の目的、分類の対象者、想定される保存期間、自動意思決定（プロファイリングを含む）
の有無など、一定の情報を受け取る権利があります。 お客様の身元が確認されると、抽出物は安全な
方法で、わかりやすく、簡単にアクセスできる形式でお客様に引き渡されます。 

訂正権 
お客様は、当社が常に正しい情報を確実に入手できるように、お客様の情報を更新する権利を有しま
す。 
 
消去する権利 
お客様は、以下のいずれかの条件に該当する場合、不当な遅滞なく個人データを削除することができ
ます。 

• 個人データが収集またはその他の方法で処理された目的のために不要になった場合。 

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html


 

  

• お客様がその使用に異議を唱え、当社がそれを処理するための優先的な正当な理由がない場
合。  

• 処理がお客様の同意のみに基づいており、お客様が同意を撤回した場合。 
• 法的義務を履行するために削除が必要な場合 または個人データが違法に処理された場合。  

 
GDPRで規定されている上記が適用されない状況、例えば、EU法または適用される加盟国法を遵守す
るために個人データを処理しなければならない場合、または法的請求の確立、行使または防御のため
に個人データを処理しなければならない場合などです。  

 

異議を唱える権利  
お客様は、ダイレクトマーケティングのための個人データの処理に反対する権利を常に有していま
す。これは絶対的な権利であり、お客様が異議を唱え、または購読を中止した場合、当社はダイレク
トマーケティングのためにお客様の個人データを処理することはありません。 

また、お客様は、当社が正当な利益または公共の利益のために行う業務に基づく処理（これらの理由
に基づくプロファイリングを含む）に対して異議を唱える権利を有します。この場合、当社が、個人
の利益、権利、自由を凌駕する正当な根拠を示すか、または当社の処理が法的請求権の確立、行使、
弁護のためであることを示さない限り、処理は停止されます。 

 

制限する権利 
お客様は、以下の状況において、ご自身の個人データの処理の制限を要求する権利を有します。 

• お客様がご自身の個人データが正しくないと思われ、その訂正を要求された場合。この場
合、お客様は、お客様の個人データが誤っているかどうかを確認する間、お客様の個人デー
タの処理を制限するよう要求することができる。 

• 個人データの処理が違法であり、お客様がご自身の個人データの削除に反対し、代わりにこ
れらの個人データの使用を制限するよう要求する場合。 

• 法的請求を決定、執行、または防御するために個人データが必要な場合。(処理の目的で個
人データが不要になった場合でも)。  

• お客様が処理に異議を唱え、処理が法的根拠の正当な利益または公益のために実行される業
務に基づいている場合、当社の正当な根拠が個人の権利および自由を上回っているかどうか
の検証を保留すること。 

 

プロファイリングを含む、自動化された個々の意思決定に関する権利 
お客様には、自動処理のみに基づく決定の対象とならない権利があります。 
プロファイリングを含む、法的効果またはお客様に重大な影響を与える可能性のある同様のもの。お
客様は、そのような処理が行われることに異議を唱える権利を有します。  
 
ただし、当社がお客様との契約を締結または履行するために決定が必要な場合、または当社が従うべ



 

  

きEUまたは加盟国の法律によって決定が承認されている場合、または決定がお客様の明示的な同意に
基づいている場合は、これは適用されません。  
 

データポータビリティの権利 
お客様は、他の場所で処理するために当社に提供した個人データを取得する権利があります。この権
利は、当社がお客様の個人データを処理することが、お客様が個人データ処理に同意したという法的
根拠に基づいている場合、またはお客様が当社と契約を締結し、その処理が自動化された手段によっ
て行われる場合に適用されます。 

違反の通知(苦情) 
お客様の個人データが現行の規制に違反して処理されていると思われる場合は、できるだけ早く当社
に報告してください。また、お客様はデータ保護機関に苦情を申し立てる権利も有します。 
 

質問がある場合、Scaniaに連絡するにはどうすればいいですか? 
お客様は、当社のグループデータ保護責任者に連絡するか、お近くのScaniaの連絡先にご相談くださ
い。 
 

オンライン： https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-
statement/contact-privacy.html  
電話番号: +46 8 553 810 00 
郵送先住所: Scania CV AB, ATT: DATA PROTECTION OFFICE, ZCD, S-151 87 Södertälje, 
Sweden. 

https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html
https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html


 

  

 

当社が処理する個人データ 
当社が収集する個人データは、お客様とScaniaとの関係によって異なります。以下のタブでは、さ
まざまな目的で収集する個人データに関する詳細情報にアクセスできます。 

 

Scaniaはお客様からどのような個人データを処理しますか? 
お客様が会社を代表する場合、当社は以下に記載する目的のためにお客様の個人データを処理する必要がありま
す。お客様が個人事業主である場合、当社がお客様の会社について処理するすべてのデータは個人データとなりま
す。 
 

なぜお客様の個人データ
を処理するのか？ 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

見込み客のデータベースを作成
するため(第三者からのデータな
どを使用)  

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話番号など) 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

 

正当な利益 

見積りを提供するには • 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話番号など) 
• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所

など) 
• あなたが唯一のトレーダーである場合、当社は信用格

付けなどの財務データを処理します 

• 連絡先 

• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な

どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど) 
 

正当な利益 



 

  

契約に基づき納品するため • 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話番号など) 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• お客様が個人トレーダーの場合、当社は信用格付け、
銀行口座、支払いなどの財務データ、ならびに契約番
号、注文番号、請求書などの契約関連データも処理し
ます。 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な
どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど)  

契約上の義務 



 

  

サービスおよびサポートの提
供、および契約上の義務のフォ
ローアップのため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話番号など) 

• 連絡先 
• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な

どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他
の製品からの性能データ(車両コンポーネントか
らの情報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシ
フト、バッテリー使用量、エンジンデータ、エラ
ーコードなど) 

 

契約上の義務 



 

  

当社が関心を持つと思われるア
ップデート、製品、およびサー
ビスについてお知らせするため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 連絡先 

• 職業 

• 市場の立地 

• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な

どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど) 

国ごとのマ
ーケティン
グ法による
規制 



 

  

当社の業績をフォローアップ
し、お客様が当社の製品およ
びサービスにどの程度満足し
ているか(調査への参加を含
む) 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 連絡先 

• 購入と取引 
• 運転パターン、地理的位置、営業時間などの運転

行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情報、
燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッテリ
ー使用量エンジンデータ、エラーコードなど)  

• IPアドレス、オペレーティングシステム、デバイスの
種類、アプリ名とバージョン、ブラウザ名とバージョ
ン、アンケートの質問への回答 

正当な利益 



 

  

是正措置を行うには • 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 配送先住所 
• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な

どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情報、
燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッテリ
ー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

 

正当な利益ま
たは契約上の
義務 
 



 

  

分析、品質向上、製品、サービ
ス、組織の開発のため  

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• Scaniaの割り当て 登録番号  
• 配送先住所 

• 購入と取引 
• 信用格付け、銀行口座、支払いなどの財務デー

タ、および契約番号、注文番号、請求書などの契
約関連データ 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な
どの運転行動  

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

• アンケートの質問への回答  

正当な利益  



 

  

法的義務および法執行機関およ
びその他の当局からの正当な要
求を遵守するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 配送先住所 
• 購入と取引 
• 信用格付け、銀行口座、支払いなどの財務デー

タ、および契約番号、注文番号、請求書などの契
約関連データ 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定な
どの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量、エンジンデータ、エラーコードなど) 

• 当社のITシステムからのシステムログ  

• 担当者の役職、署名 

法的義務または
正当な利益 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

要求された情報および関連する
更新情報をお客様に提供するた
め  

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、住所
など) 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部構造物
又はエンジンの識別番号、並びに運転者ID、IP番号、
MACアドレス、ITシステム及びユーザーID 

• 地理的位置 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その他の製
品からの性能データ(車両コンポーネントからの情
報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギアシフト、バッ
テリー使用量エンジンデータ、エラーコードなど) 

• 当社のITシステムからのシステムログ 

正当な利益/国
ごとのマーケテ
ィング法による
規制 



 

  

 

 

Scaniaは、ドライバー/オペレーターであるお客様からどのような個人データを収
集しているのか？ 
 

スカニア車両を運転する、またはスカニア製コンポーネントを 

搭載した機械を操作する 

 
弊社は、車両、エンジン、トレーラー、上部構造、および弊社が販売するその他の製品から、燃
費、運転パターン、地理的位置、エラー コードなど、さまざまな種類の運用データを収集して
います。これらはすべて、その車両を運転している人、あるいは機械を操作している人が誰であ
るかを特定できる場合に、個人情報となります。 

当社は、このデータを、例えば、以下の目的のために処理します。 

 
• お客様が要求したサービスの提供 – データ処理の詳細については、それぞれのサービスの

説明を参照してください。 

• リクエストに応じて車載エンターテイメントサービスを提供 

• リモート診断、修理および保守計画の実施 
• サポートを提供する 

• 契約上の義務の履行  
• 研究、分析、品質の向上、既存および新製品、サービスの開発、および当社の組織 
• 法的義務および法執行機関およびその他の当局からの正当な要求を遵守する 
• 関連する更新情報を通知する  

 
当社が収集するデータは、お客様の雇用主から提供されたものか、車両、エンジン、トレーラー、
上部構造物、またはその他の製品から収集されたものか、お客様が使用する当社のITシステムで作
成されます。 

 
Scaniaが主催するドライバーコンペティションにエントリーする 
お客様がScaniaが主催するドライバーコンテストへの参加を選択した場合、当社は、お客様の登録
およびコンペティションへの参加を処理するために、お客様の個人データの一部(氏名や連絡先情報
など)を収集する必要があります。この個人データは、お客様から直接提供されます。 

 
外出先で緊急事態が発生し、Scania・アシスタンスに電話をかける 
お客様が緊急時に緊急時に当社に連絡し、緊急支援を受けることを選択した場合、当社は、お客様
を特定し、緊急事態を理解し、支援を提供し、お客様の支援ケースに関する情報を継続的に伝達す
るために、お客様の個人データを処理する必要があります。 

 
 



 

  

なぜお客様の個人情報を
処理するのか？ 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

以下のような契約上の義務を履
行するため: 

• 顧客/雇用主から
要求されたサービ
スを提供する 

• ご要望に応じて車載エ
ンターテイメントサー
ビスを提供 

• リモート診断、修理
および保守計画の実
施 

• サポートを提供する 

• 運転パターン、地理的位置、営業時間な
どの運転行動 および環境設定 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転
者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及
びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その
他の製品からの性能データ(車両コンポーネント
からの情報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギ
アシフト、バッテリー使用量、エンジンデー
タ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

正当な利益  

 



 

  

 
お客様の契約上の義務をフォロ
ーアップするため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 連絡先 

• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜

好設定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転
者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及
びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その
他の製品からの性能データ(車両コンポーネント
からの情報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギ
アシフト、バッテリー使用量、エンジンデー
タ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

正当な利益 



 

  

当社のドライビングコンペティ
ションへのお客様の参加を処理
するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 年齢 
• 言語設定 
• 雇用主の会社名 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設定

などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転
者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及
びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポーネ
ントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使用
量、ギアシフト、バッテリー使用量、エンジ
ンデータ、エラーコードなど) 

同意 



 

  

道路上での緊急支援を提供する
ため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号など) 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転
者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及
びユーザーID 

• 登録番号(ナンバープレート) 

• 緊急時の説明(身体的傷害および医療援助の必要
性の説明を含む) 

• 地理的位置 
• リモート診断のための車両データ  
• 音声通話またはビデオ通話記録 

正当な利益 



 

  

是正措置を行うには 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 配送先住所 
• 購入と取引 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜

好設定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転者
ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及び
ユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポーネ
ントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使用
量、ギアシフト、バッテリー使用量、エンジ
ンデータ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

正当な利益ま
たは契約上の
義務 
 



 

  

既存および新規の製品およ
びサービス、ならびに当社
の組織の分析、改善、開発
のため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号など) 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜
好設定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転
者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及
びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、その
他の製品からの性能データ(車両コンポーネント
からの情報、燃料消費量、ブレーキ使用量、ギ
アシフト、バッテリー使用量、エンジンデー
タ、エラーコードなど)  

• 緊急支援事例 
• アンケートの質問への回答  

• 場所 

• 当社のITシステムからのシステムログ 

正当な利益 



 

  

法的義務および法執行機関およ
びその他の当局からの正当な要
求を遵守するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 配送先住所 
• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜

好設定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転者
ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及び
ユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポーネ
ントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使用
量、ギアシフト、バッテリー使用量、エンジ
ンデータ、エラーコードなど)  

• 当社のITシステムからのシステムログ 

法的義務または
正当な利益  



 

  

要求された情報および関連する
更新情報をお客様に提供するた
め  

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転者
ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及び
ユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポーネ
ントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使用
量、ギアシフト、バッテリー使用量、エンジ
ンデータ、エラーコードなど)  

• 地理的位置 

 

正当な利益/国
ごとのマーケテ
ィング法による
規制 

当社の業績をフォローアップ
し、お客様が当社の製品およ
びサービスにどの程度満足し
ているか(調査への参加を含
む) 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号など) 

• 連絡先の設定 

• 購入と取引 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜好設
定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上
部構造物又はエンジンの識別番号、並びに運
転者ID、IP番号、MACアドレス、ITシステ
ム及びユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポー
ネントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使
用量、ギアシフト、バッテリー使用量、エン
ジンデータ、エラーコードなど) 

• IPアドレス、オペレーティングシステム、デ
バイスの種類、アプリ名とバージョン、ブラ
ウザ名とバージョン、アンケートの質問への
回答。  

正当な利益 



 

  

顧客/雇用主に見積もりを提供す
るため 

• 運転パターン、位置情報、営業時間、嗜
好設定などの運転行動 

• 識別データは、例えば車両、トレーラー、上部
構造物又はエンジンの識別番号、並びに運転者
ID、IP番号、MACアドレス、ITシステム及び
ユーザーID 

• 車両、トレーラー、上部構造、エンジン、そ
の他の製品からの性能データ(車両コンポーネ
ントからの情報、燃料消費量、ブレーキ使用
量、ギアシフト、バッテリー使用量、エンジ
ンデータ、エラーコードなど) 

正当な利益 

 
 
 

  



 

  

Scaniaは、従業員に関してどのような個人データを処理するのですか？ 
雇用者としてScania は、採用したい人、応募者、従業員、コンサルタント、元従業員の個人データ
を処理します。   
 
あなたがScaniaのポジションに応募する際には、応募を処理し、雇用されている場合は雇用契約書
を準備するために、個人データの提供をお願いしています。  
Scaniaでの雇用中、当社は以下の目的で個人データを処理します。 

• あなたの雇用を管理し、 
• 雇用主としての法的義務の履行 
• 例えば、以下に対する当社の正当な利益を履行するため: 

o 作業の舵取り、計画、評価 
o 会社の従業員と資産を保護する 
o 従業員に連絡して通知する 
o 所有者や一般の人々に透明であること 

 

あなたが会社を退職した後、当社は、当社の法的義務を履行するために必要な限られた量の個人デ
ータ(例えば、雇用期間を示す個人データ)を処理します。 
 

 

 

なぜお客様の個人情報を
処理するのか？ 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

雇用主のブランディング(例:イ
ベントやキャリアの機会に関す
る情報の送信、コンテストやイ
ンターンシッププログラムの開
催、ターゲットグループのプロ
ファイルの作成など、Scania
にとって魅力的なスキルやコン
ピテンシーを持つ人々との連
絡) 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号な
ど) 

• Scaniaとの事前関係(夏季の仕事、インターンシ
ップ、以前の雇用など) 

• 教育データ(教育、学校/大学名など) 
• インターンシップの雇用データ(開始/終了日、

靴と衣服のサイズ、契約タイプ、ブルー/ホワイ
トカラー、給与、雇用番号、部門、マネージャ
ーなど) 

• アレルギー 
• 調査データ(学歴、職位、年齢、性別、興味、氏

名、メールアドレスなど)  

同意または  
正当な利益/国ごと
のマーケティング
法による規制  

徴集 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、
自宅住所など) 

• 教育データ(教育、学校名、大学名、成績など) 
• コンピテンス、経験、スキル(職業や職歴、参考

文献や推奨事項、パフォーマンステストなど) 
• バックグラウンドチェック(データは、特定の職

正当な利益または  
同意または  
法的義務 



 

  

位の最終候補者について収集されます) 

スタッフと給与管理 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ(雇用番号、ユーザーID、写真な
ど) 

• 財務情報(給与、税金、経費、勤怠集計など) 
• 休暇・労働時間(休暇、残業、シフト制、病気休

暇、事前休暇の申し出、休日の権利など) 

契約上の義務ま
たは 
法的義務 
 

出張管理 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号な
ど) 

• 雇用データ (雇用番号など) 
• 暗証番号 
• 組織情報(部門、コストセンターなど) 
• 暗証番号 
• 言語 
• 国籍 
• アレルギー 
• 旅行情報(出発地や目的地など) 

正当な利益 
 

法的義務の履行(当局への内部
通報など)、労働協約の遵守(合
意された保険や年金の支払いな
ど)、銀行や保険会社などの機
関からの要求に応える。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ (開始日と終了日、会社など) 
• 市民権 
• 生年月日 
• ライセンス登録 

• 財務情報(給与、税金、経費、勤怠集計表、銀行
口座番号など) 

• 勤務時間と休暇 

• 組合員(労働協約を履行するために、データは必
要に応じて収集されます) 

• ITシステムやエントリーシステムからのア
クセスログ、 

• アプリケーションやネットワークサービスから
のITログ 

• 監視カメラや画像  
• 人物の位置、署名 

法的義務または 
正当な利益  
 



 

  

職場環境(例:法定健康診断の実
施、事件や出来事の文書化、職
場環境の文書化)とリハビリテ
ーション 
 

• 連絡先および雇用データ(氏名、連絡先情報、雇
用番号など) 

• 組織データ(マネージャーの部署、名前、連絡先
情報など) 

• 健康データ(危険物質への曝露、健康状態、健康
状態の予後に関するデータなど) 

• インシデントおよび発生データ(発生の場所、時
期、説明、結果など、  

• リハビリテーションデータ(復職対策や業績評価
など) 

法的義務 
 

計画とフォローアップ(例:労働
力計画、コンピテンスインベン
トリ、後継者計画、コンサルタ
ントフォローアップ)、および
組織、プロセス、ITシステムを
改善および開発するための統計
と分析の作成 
 
 

• 連絡先情報(名前、メールアドレス、電話番号
など) 

• 雇用データ (雇用番号、雇用期間、開始日
と終了日など) 

• 組織情報(勤務先、コストセンター、直属のマ
ネージャーなど) 

• 業績評価 

• 教育およびコンピテンス情報(教育、トレーニン
グ、職業経験、スキルセットなど) 

• パフォーマンスと行動のデータ 

• 休暇と労働時間(休暇、育児休暇、シフト、残業
など) 

• 更新、改善、または交換されるシステム内の個
人データ 

 

正当な利益また
は 
法的義務 
 

学習と能力開発(例:コンピテン
ス開発、P&D、クロスタレン
ト、教育とトレーニング) 
 

• 雇用データ(雇用番号、Scaniaでの履歴など) 
• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号な

ど) 
• 教育およびコンピテンス情報(教育、トレーニン

グ、スキルセットなど) 
• 職歴 
• パフォーマンスデータ 
• 開発計画 

正当な利益また
は 
法的義務 
 

駐在 員 • 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、
住所など) 

• 市民権 
• 生年月日 
• 雇用データ (職位の開始日と終了日など) 
• 組織情報 (自宅やホスト組織、管理担当者の名

前、コスト センターなど) 

契約上の義務 



 

  

• 財務情報(給与、税金、経費、勤怠集計表、銀行
口座番号など) 

• コンピテンシーと専門的経験 
• 家族データ(家族とその市民権、出生データな

ど) 

当社のITシステムへのアクセ
スを提供し、当社のシステム
を更新、改善および/または交
換するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ (雇用番号、ユーザー ID など) 

• システムのユーザー設定 
• 当社のシステムの使用に関するログ 

正当な利益 

緊急時の安全 • 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ (雇用番号、 ) 
• 組織データ (マネージャーの名前、部門、

勤務先など) 
• 緊急連絡先の氏名と連絡先 
• 市民権 
• 生年月日 

正当な利益または
お客様の重要な利
益の保護 

従業員と会社の資産を保護
するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ(雇用番号、ユーザーID、写真な
ど) 

• ITシステムやエントリーシステムからのア
クセスログ、 

• アプリケーションおよびネットワークサ
ービスからのITログ、 

• カメラ監視 
• セキュリティインシデントレポート 
• 不正行為インシデントの報告 

正当な利益 

お客様をScaniaの従業員と
して識別し、業務を遂行でき
るようにするために、個人デ
ータを外部に転送すること 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ (雇用番号、ユーザー ID など) 
• ライセンス登録 
• 契約に関する個人データ 
  

 

正当な利益 



 

  

既存および新規の製品・サー
ビスの分析・改善・開発のた
め 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ (雇用番号、ユーザー ID など) 
• 市民権 
• 生年月日 
• ライセンス登録 
• 組織情報(勤務先、コストセンター、直属のマ

ネージャーなど) 

• ITシステムやエントリーシステムからのア
クセスログ、 

• アプリケーションおよびネットワーク・
サービスからのITログ 

 

正当な利益 

要求された情報および関連す
る更新情報をお客様に提供す
るため  

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

 

正当な利益 

オープンソースプログラムのラ
イセンスに準拠するため  

• 寄稿者の連絡先情報(名前、メールアドレス、電
話番号、住所など) 

契約上の義務  

雇用の終了 
 

• 雇用期間 
• 年齢  
• 技量 
• 雇用終了の注意 
• 解雇の根拠(不正行為報告書、リハビリテーショ

ンデータ、業績評価、労働法措置、行動計画、
能力、技能など) 

• 移転オファー 
• 終了に関する合意 
• 作業グレード 

法的義務 
 



 

  

ビジネスパートナーとしてお客様からどのような個人データを処理するか/ 
サプライヤー。 
お客様がScaniaに製品およびサービスを提供するサプライヤーの代表者として働いている場合、当
社は、お客様の連絡先情報や身分証明書など、限られた量のお客様の個人データを処理します。 
これは、オファリングの評価、契約の管理、関連するITシステムへの、アクセスの提供に使用され
ます。 

 
なぜお客様の個人情報を
処理するのか？ 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

あなたまたはあなたの雇用主
からの提案を評価するため、
または新しいビジネスパート
ナーを評価するため(バックグ
ラウンドチェックを含む) 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番号、
住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話番号
など) 

• あなたが唯一のトレーダーである場合、我々は
また、信用格付けや価格などの財務データを処
理します 

• 背景情報(個人的または職業的状況や特徴、財務
データ、政府関係者とのつながり、法的に許可
されている場合は刑事犯罪の可能性など) 

正当な利益 

お客様またはお客様の雇用主と
の契約を履行するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所と電話
番号、企業組織番号など) 

• お客様が個人トレーダーである場合、当社は
信用格付け、銀行口座、支払いなどの財務デ
ータも処理します。 

契約上の義
務または正
当な利益 

当社のITシステムへのアクセス
を提供するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• ユーザー ID 
• システムの言語設定 
  

正当な利益 

お客様をScaniaのビジネスパ
ートナー/サプライヤーとして
識別するための個人データの外
部への転送 
 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 雇用データ(雇用番号、ユーザーID、写真な
ど) 

正当な利益 



 

  

あなた自身またはあなたの
雇用主と連絡を取るため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

正当な利益 

既存および新規の製品およびサ
ービス、ならびに当社の組織の
分析、改善、開発のため 

 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• お客様が個人トレーダーである場合、当社は
信用格付け、銀行口座、支払いなどの財務デ
ータも処理します。 

• 当社のシステムの使用に関するログ 

 

正当な利益 

法的義務および法執行機関およ
びその他の当局からの正当な要
求を遵守するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• 信用格付け、銀行口座、支払いなどの財務デー
タ、および契約番号、注文番号、請求書などの
契約関連データ  

• 市民権 
• 生年月日 
• ライセンス登録 

• ITシステムやエントリーシステムからのア
クセスログ、 

• アプリケーションおよびネットワーク・サー
ビスからのITログ 

• 人物の位置、署名 

法的義務また
は正当な利益 

 

要求された情報および関連する
更新情報をお客様に提供するた
め 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

 

正当な利益/国
ごとのマーケ
ティング法に
よる規制 

オープンソースプログラムのラ
イセンスに準拠するため  
 

寄稿者の連絡先情報(名前、メールアドレス、電話番号、
住所など) 

契約上の義務  

 
 
 
  



 

  

Scaniaは訪問者としてあなたからどのような個人データを処理しますか? 
あなたが私たちの施設や私たちのイベントを訪問するとき、私たちはあなたの訪問の目的を達成
し、あなたの訪問を成功させそして安全にすることができるように、あなたについての個人データ
を処理します。これには、連絡先情報、運転免許証番号、食べ物の好み、同行者の情報が含まれる
場合があります。  

なぜ私たちはあなたの個
人データを処理するので
すか? 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

Scaniaでの訪問の目的を果た
すため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 共同旅行者情報(氏名、メールアドレス、
電話番号、住所、年齢など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• 言語 
• 食べ物の好み 

• 旅行と宿泊の詳細 
• 運転免許証 
• ホストの詳細 

正当な利益 

訪問者と当社の資産を保護する
ため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話
番号、住所など) 

• ITシステムやエントリーシステムからのア
クセスログ、 

• アプリケーションおよびネットワークサ
ービスからのITログ、 

• カメラ監視 
• セキュリティインシデントレポート 
• 健康データ 

 

 
正当な利益 



 

  

 
 
 
 
 
お客様が当社のウェブサイトをご利用になる際、お客様のウェブブラウザは、お客様が当社のウェブサイトをどの
ように利用しているか（例えば、お客様が携帯端末またはコンピュータを利用しているか、お客様が世界のどの地
域から閲覧しているか、お客様がどのブラウザを利用しているか）を理解するのに役立つ情報を当社に提供してい
ます。このデータは、当社のウェブサイトをカスタマイズし、お客様のブラウジング体験を向上させるのに役立ち
ます。クッキーの使用に関する詳細は、クッキーポリシーをご覧ください。 
 

既存および新規の製品およびサ
ービス、ならびに当社の組織の
分析、改善、開発のため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 共同旅行者情報(氏名、メールアドレス、
電話番号、住所、年齢など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• 言語 

• 旅行と宿泊の詳細 
• 運転免許証 

• ホストの詳細 

正当な利益 

法的義務および法執行機関およ
びその他の当局からの正当な要
求を遵守するため 

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 共同旅行者情報(氏名、メールアドレス、
電話番号、住所、年齢など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• 言語 
• 旅行と宿泊の詳細 
• 運転免許証 

• ホストの詳細 

法的義務また
は正当な利益 

ウェブキャスト、年次報告書な
ど、要求された情報、サービ
ス、および最新情報をお客様に
提供するため。  

• 連絡先情報(氏名、メールアドレス、電話番
号、住所など) 

• 組織データ (会社名、国、会社の住所、電話
番号、企業組織番号など) 

• 言語 

正当な利益/国
ごとのマーケ
ティング法に
よる規制  



 

  

なぜ私たちはあなたの個
人データを処理するので
すか? 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

ウェブサイトの利用状況を評価
し、ウェブサイトを強化する 

• IP アドレス 
• ブラウザの設定 
• サイトへのアクセスに使用されるデバイスの種

類 
• 関心のある分野  

正当な利益 

ブラウジング体験を向上させる
ため 

• IP アドレス 
• 地理的位置 
• ブラウザの種類とバージョン 

• オペレーティング システム 
• あなたが訪問するための日付と時刻 
• 参照元サイトのURL 
• 閲覧国  

正当な利益 

指示された情報およびキャンペ
ーンを提供するため 

• IP アドレス 
• 地理的位置 
• ブラウザの種類とバージョン 
• オペレーティング システム 
• あなたが訪問するための日付と時刻 
• 参照元サイトのURL 
• 閲覧国 

正当な利益
または同意
/国ごとの
マーケティ
ング法によ
る規制 



 

  

Scaniaは、一般のお客様に関するどのような個人データを処理するのですか？ 
Scaniaは、ドライバーを支援し、ドライバーなしで車両を自律的に運転させるシステムを開発して
います。開発作業の一環として、私たちの車にはカメラなどのセンサーが装備されており、近くを
通過するときに画像やナンバープレートなどをキャプチャすることがあります。このようなセンサ
ーによって収集されたデータは、お客様を個人として追跡または識別するために使用されるのでは
なく、以下に指定された目的のためにのみ処理されます。 

 

なぜ私たちはあなたの個
人データを処理するので
すか? 

当社が処理する個人データのカテゴリー 法的根拠 

ドライバーに注意を喚起し、事
故を未然に防ぎ、交通安全を向
上させる。  

• 私たちの車が走行する道路沿いの環境のビデオ
録画。これには、他の車両、歩行者、および車
両に十分近い人または何かが含まれます。 

• 地理的位置 
• ナンバープレート 

 
 

正当な利益 

自動運転のためのソフトウェア
の開発・検証 

• 私たちの車が走行する道路沿いの環境のビデオ
録画。これには、他の車両、歩行者、および車
両に十分近い人または何かが含まれます。 

• 地理的位置 
• ナンバープレート 
 

正当な利益 

 

 
  



 

  

クッキーポリシー 
当社のウェブサイトはクッキーを使用しています。クッキーとは何か、どのようなクッキーを使用しているか、ク
ッキーを使用する目的は何か、クッキーをブロックまたは削除する方法は何かなど、クッキーに関する詳しい情報
を以下に記載します。 

 
お客様がウェブサイト内を移動し、その機能を使用するために厳密に必要なクッキーを除き、当社
は、お客様が対応するボックスにチェックを入れて当社に許可した場合にのみクッキーを使用しま
す。  
 

クッキーとは何ですか? 
クッキーは、少量の情報を含むテキストファイルで、ウェブサイトにアクセスしたときにデバイスに
ダウンロードされます。クッキーは、その後の訪問のたびに元のウェブサイト、またはそのクッキー
を認識する別のウェブサイトに送り返されます。クッキーは、ウェブサイトがユーザーのデバイスを
認識できるようにするために便利です。 
1種類のクッキーは、ファイルをコンピュータに永久に保存します。その後、お客様の選択や興味に基
づいてこのウェブサイトをカスタマイズするために使用できます。クッキーのもう1つの一般的なタイ
プは「セッションクッキー」です。ウェブサイトにアクセスすると、セッションクッキーがコンピュ
ータとサーバー間で送信され、情報が収集されます。セッションクッキーは、インターネットブラウ
ザを閉じた後は保存されません。クッキーに関する詳細情報は、 www.allaboutcookies.org. 
 

クッキーは何の目的で使用されますか? 

当社は、当社のウェブサイトの機能を強化するためにクッキーを使用しています。たとえば、クッキ
ーは、ユーザーがウェブサイトの安全なエリアにログインした場合にユーザーを認証し、特定のウェ
ブページでどのような情報が利用可能になるかを判断するのに役立ちます。また、ログイン情報をク
ッキーに保存できるため、ユーザーは同じ認証情報を何度も再入力することなく、ウェブサイトに出
入りすることができます。クッキーは、お気に入りの製品など、特定の情報をウェブサイトに保存す
るためにも使用されます。また、ユーザーの行動に関する統計を収集して、ウェブサイトのエクスペ
リエンスを向上させるために使用されます。 

 
当社のウェブサイトはまた、Adobe、Baidu、Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、VK、Yandex、Yuko 、
YouTubeによって管理されているサードパーティのクッキーを使用しています。これらすべてのサードパーティク
ッキーは、ウェブページの使用に関する情報(IPアドレスを含む)を欧州連合外の国に転送し、保存します。これら
の第三者は、法律で義務付けられている場合、お客様の情報を他の第三者に転送することもあります。 
 
したがって、これらのクッキーの使用に同意すると、収集および維持された個人データを、この声明に記載されて
いる目的に十分なデータ保護が行われていない可能性のある非欧州連合諸国を含む任意の国に渡すことを承認しま

http://www.allaboutcookies.org/


 

  

す。  
 
したがって、このクッキー通知に記載されているように同意を宣言することにより、お客様は、個人データまたは
その一部が、上記のように、お客様が居住または勤務する管轄区域、またはお客様が当社に連絡した管轄区域に適
用される基準と比較して、個人データの保護が異なる、少ない、または不十分である可能性のある国の受信者に開
示または転送される可能性があることに明示的かつ明確に同意するものとします。 

 

当社のウェブサイトで使用されるクッキー 
 
当社は、当社のクッキーと第三者のクッキーを 5つのカテゴリーに分類しています。 
  
必要なクッキー: 
   
必要なクッキーは、ウェブサイトが機能するために必要であり、当社のシステムではオフにすることはできませ
ん。これらは通常、次のようなサービスを要求した結果です。プライバシー設定の設定、ログイン、フォームへの
入力。これらのクッキーをブロックまたは警告するようにブラウザを設定できますが、サイトの一部では機能しま
せん。これらのクッキーは個人データを保存しません。 
  
パフォーマンスクッキー: 
  
パフォーマンスクッキーは、訪問数とトラフィックをカウントすることを可能にし、これは当社のサイトの改善の
重要な源です。どのページが最も人気があり、最も人気がないかを知り、訪問者がサイト内をどのように移動する
かを確認するのに役立ちます。これらのクッキーが収集するすべての情報は集約されているため、匿名です。これ
らのクッキーを許可しない場合、当社サイトへの訪問は当社の統計にカウントされず、パフォーマンスの監視とウ
ェブサイトの改善には貢献しません。 
  
機能性クッキー: 
  
機能的なクッキーは、ウェブサイトが強化された機能とパーソナライゼーションを提供することを可能にします。
これらは、当社または当社が当社のページに追加したサービスを持つ第三者プロバイダーによって設定される場合
があります。これらのクッキーを許可しない場合、これらのサービスの一部または全部が正しく機能しない可能性
があります。第三者プロバイダーは、これらのクッキーが有効になると、個人データを含むお客様の情報を処理す
ることがあります。 
  
ターゲティングクッキー: 
 
ターゲティングクッキーは、当社の広告によって当社のサイトを通じて設定される場合があります。これらの企業
は、お客様の興味のプロファイルを作成し、他のサイトに関連する広告を表示するために使用される場合がありま
す。これらは、ブラウザの種類と使用するインターネットデバイスの種類を一意に識別することに基づいていま
す。これらのクッキーを許可しないと、ターゲットを絞った広告が少なくなります。 



 

  

  
ソーシャルメディアクッキー: 
  
ソーシャルメディアクッキーは、お客様が当社のコンテンツをお客様の友人やネットワークと共有できるように、
当社がサイトに追加したさまざまなソーシャルメディアサービスによって設定されます。彼らは他のサイト間であ
なたのブラウザを追跡し、あなたの興味のプロファイルを構築することができます。これは、訪問した他のウェブ
サイトに表示されるコンテンツやメッセージに影響を与える可能性があります。これらのクッキーを許可しない
と、これらの共有ツールを使用または表示できなくなる可能性があります。 

 
当社が使用するクッキーの詳細については、当社の詳細なクッキーリスト(下記)をご覧ください。 
 

期間と金額 
当社は、当社独自のクッキーの期間のみを設定します。サードパーティのクッキーは、サードパーティのプロバイ
ダーによって設定されます。詳細については、外部プロバイダーのウェブサイトにアクセスし、クッキーポリシー
をお読みください。 
下記のリストには、すべての Scania.com のウェブサイトで取得できるすべてのクッキーの総リストが含まれてお
り、あなたの国や好みのウェブサイトに応じて、訪問中にアクティブ化されるクッキーはほとんど少なくなりま
す。 

 

クッキーをブロックおよび/または削除する方法 
お客様は、Scaniaのウェブサイトにアクセスする際に、クッキーの設定を当社にお知らせいただくよ
う求められます。さらに、クッキーを受け入れたくない場合は、ウェブブラウザの設定を変更して、
クッキーの保存を自動的にブロックしたり、ウェブサイトがクッキーをコンピュータに保存したいと
きに通知したりすることもできます。以前に保存されたクッキーは、ウェブブラウザから削除するこ
ともできます。詳細については、Web ブラウザのサポート ページを参照してください。当社のウェ
ブサイト(コンピュータ、タブレット、スマートフォン)にアクセスするために複数の異なるデバイス
を使用する場合は、すべてのデバイスのブラウザ設定を変更する必要があります。  
 

必要なクッキー 
 
クッキー  目的  サービス  ドメイン  期間 
BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_http_pool 

優先サーバー 
ロードバランサー 
制 

負荷 
バランサー  

.scania.com  セッションのみ 

BIGipServerae
mpublish 
se.scania.com
_https_pool 

優先サーバー 
ロードバランサー 
制 

負荷 
バランサー  

.scania.com  セッションのみ 



 

  

守秘義務契約 

「この Cookie は、
scania.com の Cookie 
に関するユーザーの選択
を記憶するために使用さ
れます。*ユーザーが以
前に好みを指定した場
合、そのユーザーの好み
がこのクッキーに保存さ
れます。」 

クッキー 
同意  

.scania.com  1 年間 

 

パフォーマンスクッキー 
 
クッキー  目的  サービス  ドメイン  期間 

s_ppv 
ページスクロールのパーセ
ンテージを格納します 

Adobe 

Launch 
.scania.com  0 日間 

s_ppvl  
ページスクロールのパーセ
ンテージを格納します 

Adobe 

Launch  

.sca
nia.c
om  

0 日間 

s_scrolled  
ページ内のスクロールを追
跡します 

Adobe 

Launch 
.scania.com  0 日間 

s_lastvisit 
ユーザーがいつ最後にウェ
ブサイトを訪問したか追跡
します 

Adobe 

Launch 
.scania.com  1095 日間 

s_vi_xxxx  
ユニーク訪問者の識別子を
格納します 

Adobe 

Launch 
.2o7.net  730日間 

gpv_pu 
前ページのネームを格納し
ます 

Adobe 

Launch 
.scania.com  0 日間 

s_lv  訪問間隔を保存します 
Adobe 

Launch  
.scania.com  3年間 

_ga 
ユニークな訪問者の識別子
を格納します 

Google 

Analytics 
.Scania  730日間 

_gid  
訪問された各ページのバリ
ューを格納します 

Google 

Analytics  
.Scania  1 日 

_gat  
トラフィックの多いサイト
のデータを制限するために
使用します 

Google 

Analytics 
.Scania  0 日間 

__utma  
訪問者の行動パターンの追
跡のために使用します 

Google 

Analytics 
.onlinevacatures.nl  469日間 

__utmb  
訪問者の行動パターンを追
跡するために使用します 

Google 

Analytics 
.onlinevacatures.nl  0 日間 



 

  

__utmt  
訪問者の行動パターンの追
跡のために使用します 

Google 

Analytics 
.onlinevacatures.nl  0 日間 

__utmc  
訪問者の行動パターンの追
跡のために使用します 

Google 

Analytics 
.onlinevacatures.nl  0 日間 

__utmz  
訪問者の行動パターンの追
跡のために使用します 

Google 

Analytics 
.twitter.com  0 日間 

 
(**)Adobe Marketing Cloud – これらのクッキーは、匿名の形式で情報を収集するために使用されます。 
訪問者がウェブサイトをどのように使用するか。この情報は、レポートを作成し、サイトの改善に役立てるために
使用されます。 
アドビのプライバシーの概要については、ここをクリックしてください。 http://www.adobe.com/privacy.html 
 

機能性クッキー 
 
クッキー  目的  サービス  ドメイン  期間 

BAIDUID 

Baidu Mapsは、中国百度
（バイドゥ）が提供する
デスクトップおよびモバ
イルのウェブマッピング
サービスアプリケーショ
ンおよび技術です。 

Baidu Map ,baidu.com  1 年間 

GPS 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにします。私た
ちは、YouTubeのプライ
バシー強化モードを使用
して、YouTubeチャンネ
ルからビデオを埋め込み
ます。このモードは、あ
なたがYouTubeのビデオ
プレーヤーをクリックす
ると、あなたのコンピュ
ータにクッキーを設定す
ることがあります。 

YouTube  .youtube.com  1 日 

ID 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにします。私た
ちは、YouTubeのプライ
バシー強化モードを使用
して、YouTubeチャンネ
ルからビデオを埋め込み
ます。このモードは、あ

YouTube  .doubleclick.net  セッション 



 

  

なたがYouTubeのビデオ
プレーヤーをクリックす
ると、あなたのコンピュ
ータにクッキーを設定す
ることがあります。 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにします。私た
ちは、YouTubeのプライ
バシー強化モードを使用
して、YouTubeチャンネ
ルからビデオを埋め込み
ます。このモードは、あ
なたがYouTubeのビデオ
プレーヤーをクリックす
ると、あなたのコンピュ
ータにクッキーを設定す
ることがあります。 

YouTube  .youtube.com  8ヶ月 

_fbp 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにします。私た
ちは、YouTubeのプライ
バシー強化モードを使用
して、YouTubeチャンネ
ルからビデオを埋め込み
ます。このモードは、あ
なたがYouTubeのビデオ
プレーヤーをクリックす
ると、あなたのコンピュ
ータにクッキーを設定す
ることがあります。 

YouTube  .doubleclick.net  3ヶ月 

PREF 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにします。私た
ちは、YouTubeのプライ
バシー強化モードを使用
して、YouTubeチャンネ
ルからビデオを埋め込み
ます。このモードは、あ
なたがYouTubeのビデオ
プレーヤーをクリックす
ると、あなたのコンピュ
ータにクッキーを設定す

YouTube  .youtube.com  8ヶ月 



 

  

ることがあります。 

YSC 

詳しくは、YouTubeの動
画の埋め込みに関する情
報ページをご覧くださ
い。 

YouTube  .youtube.com  セッション 

cna 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  20年間 

__ayft 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  セッション 

__ayscnt 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  セッション 

isq 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが

Youku .youku.com  6ヶ月 



 

  

あります。 

__ysuid 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  20年間 

 

__ayspstp 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  セッション 

__arpvid 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  セッション 

__aysid 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku .youku.com  1 日 

atpsida 
ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋

Youku .mmstat.com  セッション 



 

  

め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

atpsidas 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku  .mmstat.com  10年間 

XSRF-TOKEN 

ユーザーが動画を閲覧で
きるようにし、Youkuチ
ャンネルからビデオを埋
め込みます。あなたが
Youkuのビデオプレーヤ
ーをクリックすると、あ
なたのコンピュータにク
ッキーを設定することが
あります。 

Youku  api.youku.com  セッション 

 
 

  



 

  

 

ターゲティングとソーシャルメディアクッキー 
 
クッキー  目的  サービス  ドメイン  期間 

yandexuid  
ユーザーのサイト上のア
クティビティを追跡する 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  3389日 

yabs-dsp  
ユーザーのサイト上のア
クティビティを追跡する 

Yandex 
Search 
Console 

.yandex.ru  0 日間 

ASP.NET_Sessi
onId  

汎用目的 iPaper  ipaper.ipapercms.dk  0 日間 

ActivityInfo2 
ユーザーのサイト上のア
クティビティを追跡する 

AdCentric .serving-sys.com  3ヶ月 

u2 ·  
ユーザーのサイト上のア
クティビティを追跡する 

AdCentric .serving-sys.com  3ヶ月 

APISID 
訪問者の興味・関心のプ
ロファイルを構築するた
めに使用 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332日間 

HSID 
訪問者の興味・関心のプ
ロファイルを構築するた
めに使用 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332日間 

PREF 
訪問者の興味・関心のプ
ロファイルを構築するた
めに使用 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  332日間 

NID 
訪問者の興味・関心のプ
ロファイルを構築するた
めに使用 

DoubleClick 
Floodlight 
Counter 

.google.co.uk  0 日間 

ra1_sgm 
ユーザーにより適切な広
告を配信するために利用 

RadiumOne  .gwallet.com  103日間 

ra1_pd 
ユーザーにより適切な広
告を配信するために利用 

RadiumOne  .gwallet.com  103日間 

ra1_sid 
ユーザーにより適切な広
告を配信するために利用 

RadiumOne  .gwallet.com  104日間 

RA1balancer 
ユーザーにより適切な広
告を配信するために利用 

RadiumOne  .gwallet.com  104日間 

fr 
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

Facebook .facebook.com  3ヶ月 

_fbp  
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

Facebook .Scania  0 日間 



 

  

UserMatchHist

ory 
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn  .linkedin.com  1ヶ月 

lang 
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn  .ads.linkedin.com  セッション 

bcookie  
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn  .linkedin.com  0 日間 

lang 
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn  .linkedin.com  セッション 

lidc  
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn  .linkedin.com  0 日間 

lissc 
ユーザーに広告を配信す
るために利用 

LinkedIn .linkedin.com  1 年間 

  

bscookie 
ユーザーに広告を配
信するために利用 

LinkedIn .www.linkedin.com  2年間 

__qca 
ユーザーに広告を配
信するために利用 

LinkedIn  .linkedin.com  150日間 

visit 
ユーザーに広告を配
信するために利用 

LinkedIn www.linkedin.com  348日間 

personalization_id  
ユーザーに広告を配
信するために利用 

Twitter .twitter.com  2年間 

remixlang  
ユーザーに広告を配
信するために利用 

VK 
(Vkontakte) 

.vk.com  1 年間 

__upin 
ユーザーにより適切
な広告を配信するた
めに利用 

.x01.aidata.io  468日間  

__upints 
ユーザーにより適切
な広告を配信するた
めに利用 

.x01.aidata.io  468日間  

 
 

 

第三者のプライバシーに関する声明 
 
当社の第三者プロバイダーとそのプライバシー・ステートメントにご興味のある方は、以下の
リンクをご参照ください： 
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 
Baidu - http://usa.baidu.com/privacy/ 
Youtube - https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines 
Yoku - http://mapp.youku.com/service/agreement-eng 



 

  

Yandex - https://yandex.com/legal/confidential/ 
iPaper - https://www.ipaper.io/privacy-policy-ipaper 
Facebook - https://www.facebook.com/policy.php 
LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
VK - https://vk.com/privacy?eu=1 
Adobe - https://www.adobe.com/privacy/policy.html 
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