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Magentaのプライバシーポリシー 

最終改定日:2022年11月1日 

Magenta Fund, L.P (以下「Magenta」または「当社」) は、ウェブサイトのユーザー(「ユーザー」または「お客

様」) のプライバシーを尊重し、ユーザーの個人情報を保護することを約束します。当社は、

https://magenta.vc/(およびそのサブドメイン) のウェブサイト(以下「本サイト」) で提供するサービスにおける

、お客様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。 
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1. 本プライバシーポリシーについて 

本プライバシーポリシー (「プライバシーポリシー」) は、お客様が当社のウェブサイトにアクセスしたときに

適用されます。また、個人として、または会社やその他の組織の取締役、株主、パートナー、従業員、または

その他の代表者としての立場にかかわらず、当社が他の方法でお客様と連絡を取る場合にも適用されます。 

2. 私たちについて 

本プライバシーポリシーにおいて、Magentaまたは「当社」とは、M.C. Magenta Management Ltd.およびその関

連会社、Magenta Venture Partnersおよびそのゼネラルパートナーを指します。 

3. プライバシーポリシーへの同意 

本プライバシーポリシーでは、サイトを通じて収集されたお客様の個人情報がMagentaによってどのように使

用および利用されるかについて説明します。本サイトに入力、接続、アクセス、または使用することにより、

ユーザーは、本プライバ氏―ポリシーおよび本プライバシーポリシーに記載されているMagentaによる本プラ

https://magenta.vc/


16607/0/7303545v1 

-2 - 

イバシーポリシーの条件に基づくお客様の情報の取扱い(収集、使用、開示、保持または廃棄を含む)について

、同意する機会があったことを認めるものとします。 

4. 個人情報 

当社は、本サイトのユーザーから、2種類のデータおよび情報を収集します。 

4.1. 非個人情報：個人を特定できない匿名の情報です。収集される非個人情報とは、特定の個

人に関連しない技術情報および行動情報(以下「非個人情報」)を指します。 

ほとんどのウェブサイトと同様に、当社はお客様のデバイスから特定の非個人情報を受動的に

収集します。(i)お客様のデバイスとそのオペレーティングシステムの種類と名前およびバージ

ョン、ブラウザの種類と名前、画面解像度、デバイスのブラウザとキーボードの言語、Wi-Fi 接

続など。(ii)サイトでのユーザーのクリックストリーム、ユーザーの活動、および同様の性質の

追加情報を含む可能性のある行動情報。(総称して「技術および行動情報」)また、Google アナ

リティクスなどのサードパーティ・サービス・プロバイダーを使用して、デバイスの詳細な分

析およびサイトでのユーザーの行動を取得することもあります。 

当社または当社のサードパーティ・サービス・プロバイダーは、Cookie などの特定の技

術を使用して、技術および行動情報を収集します。 

4.2. 個人情報：当社が収集するその他の種類の情報は、個人を特定できる情報です。この情報

は個人を特定するか、またはお客様の連絡先情報(「個人情報」)などの個人的および/また

は機密性の高いものであり、以下を含みます。 

4.2.1. 任意で提供される個人情報 

4.2.1.1. Magentaとの通信：Magentaとの通信の一環として、本サイトの「お問い合わせ」ボタンをクリ

ックするなど、何らかの方法によってお客様が当社に提供する個人情報(「お問い合せ」ボタン

をクリックすると、Magentaの電子メールアドレス宛の新しい電子メールメッセージのウィンド

ウが表示されます。そのため、お客様は次の詳細の一部またはすべてを当社に提供するものと

します。 次の詳細の一部またはすべて:電子メールアドレス、フルネーム、および会社の名前)。 

4.2.1.2. メーリングリスト：メーリングリスト: メール アドレスを提供することで、自発的にメーリング 

リストに参加することができます。 

4.2.2. テクノロジーを通じて収集される個人情報： 

4.2.2.1. 位置情報データ：本サイトの使用中、当社は、分析およびセキュリティの目的でお客様の位置

を特定するための IP アドレスおよびその他の同様の情報の収集を含む、「位置情報データ」に

アクセス、収集、処理、監視および/またはリモートで保存します。また、見込み客を見つけ、

当社のサイトのトラフィックを分析する目的で、お客様が当社のサイトを閲覧するために使用

した IP アドレスを持つ会社の名前を特定するために、当社の第三者サービス・プロバイダーを

使用して、お客様の IPアドレスおよびその他の同様のデータを分析する場合があります。 
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4.2.2.2. 技術情報および行動情報：第 4.1項に基づいて上記に詳述された技術情報および行動情報が特定

の個人に紐づく、または関連付けられる範囲において、当該情報は、個人情報とみなされる。 

4.2.2.3. 識別子：インターネットプロトコル(IP) 住所、一意のデバイス識別子(UDID)、セキュリティ上

の目的と分析のための別の一意の識別子など。 

4.3. 留意事項 

4.3.1.1. 当社は、当社は、個人情報をお客様に関して保有する他の個人情報と相互参照する場合があり、

個人情報に関連する、リンクされている、または関連する非個人情報は、そのような接続、リ

ンク、または関連付けが存在する限り、個人情報と見なされるものとします。 

4.3.1.2. 当社は、本サイトの利用者からのデータを追跡・分析し、セキュリティおよび詐欺防止を目的

として、第三者の追跡サービスおよび利用ログを使用しています。また、当社は、お客様の本

サイトの利用状況、お客様が検索しアクセスした情報についての情報を収集するためにクッキ

ーを使用することがあります（詳細については、当社のクッキーに関する方針を参照してくだ

さい）。 

 

5. 個人情報の収集 

情報収集には主に2つの方法があります。 

5.1. 当社は、お客様による本サイトへの入力、アクセス、および/または使用を通じて情報を収集します。

言い換えれば、お客様が本サイトにアクセスし、または本サイトを利用するとき、当社はお客様の本サイ

トの利用を認識し、当該利用に関連する情報を収集し、記録することがあります。例えば、お客様が本サ

イトをご利用になる際、当社はお客様の技術情報および行動情報を収集します。 

5.2. 当社は、お客様が自発的に提供した情報を収集します。例えば、当社は、お客様が本サイトの「お問い

合わせ」ボタンを通じて提供される個人情報を収集します。当社は、個人情報を収集する前に、それが任

意で要求される場合、および任意で個人情報を提供しない場合の結果について、お客様に通知します。 

6. 個人情報を収集・利用する目的 

6.1. 非個人情報の利用目的： 

• サイトでのユーザーエクスペリエンスの向上 

• 統計情報を作成し、サイト上のユーザーの嗜好および一般的なトレンドについて学習 

• サイトを安全に保ち、不正行為を防止 

6.1.1. 個人情報の利用目的： 

• サイトの操作を有効にする 

• 本サイトを通じてお問い合わせいただいた当社のサービスに関する詳細について、電話や電子メー

ルでお客様に連絡する。当社は、良好で迅速なサービスを提供するため、この利用は適切であり、

お客様に不利益や不利になることはないと考えています。 
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• 当社のサービスに関する情報を電子メール、SMS、電話、ウェブブラウザ通知または郵送でお客様

に送信する目的で、お客様の連絡先を当社のメーリングリストに追加すること。お客様は、当該メ

ッセージに記載された指示に従うか、または info@magenta.vc.に連絡することにより、いつでもマ

ーケティングメッセージをオプトアウトする権利を有します。当社が過去に顧客として関与してい

ない個人の購読者（つまり、企業以外の電子メールアドレス）に対する電子メールマーケティング

については、未承諾の電子メールマーケティングを送信するためにお客様の同意を必要とします。 

• 本サイトのコンテンツがお客様やお客様のデバイス（タブレット、携帯電話など）にとって最適な

方法で表示されるようにします。 

• 電子メール、SMS、電話、Web ブラウザの通知、または投稿の更新、通知、発表、および当サイト

の利用規約とプライバシーポリシーの変更を含むMagentaに関する最新情報の送信。 

• トラブルシューティング、データ分析、テスト、調査、統計などの内部業務の実施。 

• 本サイトの安全性とセキュリティの維持、および詐欺や犯罪の防止。 

• 当社の法的義務を遵守し、当社の権利と正当な利益を保護するため（本サイトを改善するためを含

む）。 

• 当社のデータ処理記録および一般的な管理目的の維持。 

• 電子メールの追跡 - 当社は、お客様との相互作用を改善し、当社の電子メールが開封され、読まれ

たかどうかをよりよく理解するために、当社がお客様に送信する電子メールに追跡技術を使用する

ことがあり、かかる追跡には、お客様が当社の電子メールメッセージを開封した日時およびお客様

がかかる電子メールを開封するために使用した機器の種類の取得を含むことがあります。 

本サイトに入力、接続、アクセスまたは使用することにより、お客様は、本契約に明記されるお客様の個人情

報の収集および処理に同意するものとします。 

7. 個人情報の第三者提供 

7.1. Magenta は、お客様のプライバシーを尊重し、本プライバシーポリシーに基づき許可される場合を除き、

お客様の個人情報を第三者に開示、共有、貸与または販売しないものとします。 

7.2. 当社が上記第 6項に記載の目的のために収集した情報を使用することに加えて、当社は、以下の場合に

もお客様の情報を共有することができます。 

7.2.1. Magenta の担当者：当社が収集および利用する個人情報は、本サイトの運営とお客様への連絡

（上記第６項に詳述）のみを目的として、Magenta の担当者が転送したりアクセスしたりするこ

とがあります。お客様の個人情報にアクセスする全ての Magenta の担当者は、当該個人情報に関

して厳格な秘密保持義務を負うことに留意してください。 

7.2.2. サービス・プロバイダー：当社は、当社に代わってサービスを実施するベンダー、商業ソフトウ

ェア・プロバイダー、コンサルタントおよびデータ処理業者（分析、メッセージング・サービス

および本サイトをホストするサービスを提供する会社を含みますが、これらに限定されません）

と個人情報を共有します。当社は、事業目的のために合理的な範囲で、第三者のクラウドベース

サービスを通じてお客様の個人情報を収集、保有、管理しますが、これらのサービスはお客様の
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管轄外の国に所在する可能性があることにご注意ください。当社のサービス・プロバイダーに関

する詳細については、以下の第11項をご参照ください。 

7.2.3. さらに、当社は以下の場合に個人情報を共有することがあります。：(a) 適用される法律、規制、

法的手続き、召喚状または政府の要請を満たすため； (b) このプライバシーポリシー、お客様と

Magenta の間の他の契約または利用規約を執行し、お客様またはお客様の代理人が当社に主張す

る請求または要求から守るため； (c) 不正、セキュリティまたは技術的問題を検出、防止、また

はその他の方法で対処するため； (d) Magenta、ユーザーまたは一般の人々の権利、財産または個

人の安全を守るため； (e) Magentaに何らかの変更があった場合。(d) Magenta、そのユーザーまた

は一般大衆の権利、財産または個人の安全を守るため；および (e) Magenta が合併、買収または

Magenta の全部または実質的に全ての資産の購入によるものを含む支配権の変更を受けている場

合（かかる買収企業または投資家はあなたの管轄外の国に所在する可能性があります）。 

7.3. Magenta は、統計、分析、研究目的、当社サイトのカスタマイズ、開発、改善のためなど、その裁量で非

個人情報を第三者に譲渡、開示することがあります。 

8. ユーザー権利 

Magenta は、当社が収集および利用する個人情報にアクセスし、変更する権利がお客様にあることを認識して

います。個人情報へのアクセス、または修正、訂正、削除を希望される場合は、info@magenta.vc 宛に電子メー

ルをお送りください。合理的な期間内に対応いたしますが、いかなる場合にも適用法で認められている範囲内

に対応します。 

当社は、お客様の個人情報に関して、以下の権利をここにお知らせします。 

• アクセス権：お客様は、マゼンタが保有するお客様の個人情報の見直しを要求する権利を有する場合が

あります。その要求が、明らかに根拠がなく、過剰であり、反復的である場合、当社はお客様のアクセ

ス要求に応じることを拒否することができます。 

• 修正する権利：マゼンタが処理した個人情報が不正確、不完全、または適用法もしくはこのプライバシ

ーポリシーに準拠して処理されていない場合、お客様はご自身の個人情報を修正させる権利を有する場

合があります。 

• 消去する権利：一定の条件のもと、お客様はマゼンタがお客様の個人情報を削除または「ブロック」す

ることを要求する権利を有します（例：それらのデータの継続的な処理が正当化されない場合など）。 

• ポータビリティの権利：データコントローラ間で個人情報を転送する権利(個人情報を別の事業体に転

送する権利)を有する場合があります。データポータビリティの権利は、お客様の同意を得て、または

契約の履行のために当社がお客様の個人情報を処理する場合、および処理が自動化された方法で行われ

る場合にのみ適用されます。 

• 反対または同意を撤回する権利：お客様の個人情報を処理するための法的根拠が「公益」または「正当

な利益」のいずれかである場合、これらの法的根拠は絶対的なものではなく、お客様は当該処理に反対

する権利を有する場合があります。お客様が正当な利益を理由として異議を唱えた場合、当社は、お客

様の利益、権利、自由、または法的請求の確立、行使、弁護に優先する、処理に対する説得力のある正

当な理由を証明できない限り、お客様の個人情報を処理しないものとします。お客様の個人情報の処理

mailto:info@magenta.vc
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がお客様の同意に基づいている場合、お客様はいつでも当該処理に対する同意を撤回する権利を有しま

す。 

• 処理を制限する権利：特定の状況下では、お客様は、お客様の特定の状況により、お客様の個人情報の

処理に異議を申し立てる権利を有する場合があります。 

• 苦情を申し立てる権利：お客様は、お客様の法域の関連するデータ保護当局または監督当局に対して、

苦情を申し立てる権利を有します。 

該当する場合、これらの権利を行使するために、以下の宛先に電子メールを送信して当社にご連絡ください。

info@magenta.vc  

9. データの場所 

このプライバシーポリシーに詳述されているように、Magenta がお客様から収集した情報は、お客様の管轄外

の国や、お客様の地域の法律の下で適切なレベルの保護を提供するとは考えられない国にあるサーバに転送さ

れ、そこで保存される場合があります。また、Magenta とそのサプライヤー、サービス・プロバイダー、パー

トナーのスタッフがあなたの国外で活動することによって処理されることもあります。データの転送は、適用

される個人情報保護法の下で許可された保護措置に従います。 

お客様は、本サイトを通じて個人情報を送信することにより、そのような個人情報の転送、保存、処理につい

て、その同意が必要とされる法域において、同意したものとみなされます。 

10. 未成年者 

本サイトは、18 歳以上のユーザーを対象としています。従って、Magenta は、18 歳未満の児童から直接個人情

報を収集することを意図しておらず、またそのようなことを望んでいません。当社は、18 歳未満の未成年者が

本サイトを使用していないことを確認するために、いかなる段階においても年齢証明の提出を求める権利を留

保します。 

11. サードパーティ・サービス・プロバイダーおよびサードパーティ・ソフトウェア 

11.1. 本サイトを使用する間、当社は、本プライバシーポリシーに詳述されるように、お客様の情報を収集、

保管または処理するサードパーティ・サービス・プロバイダーを使用することができます。 

11.2. 当社は、特定の製品またはサービス(クラウドサービスのホスティングなど)を提供するMagentaの認定す

る第三者ベンダー（該当する場合、その関連会社を含む）を通じて、当社に当該サービスを提供するた

めにのみ個人情報を収集、保有、管理し、その他の目的には利用しないことに留意してください。 

11.3. 当該ベンダーは、お客様の法域と同じデータ保護法を持たない国に所在している場合があります。 

かかる第三者のサービス・プロバイダーには、Google Analytics が含まれますが、これに限定されるもので

はありません。 そのような第三者のサービス・プロバイダーのプライバシー慣行を理解するために、その

利用規約とプライバシーポリシーをお読みください。 

12. 第三者のウェブサイトへのリンク 

本サイトから Magenta 以外のサイトやサービスに移動することができるリンクがあります。リンク先のサイト

やサービスの多くは、その利用を規定する利用規約やプライバシーポリシーなどの法的文書を提供しています。

mailto:info@magenta.vc
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これらのサイトやサービスを利用する前に、特にどのような情報が収集されるのかを知るために、これらの文

書を注意深く読むことを推奨します。 

13. セキュリティ 

13.1. 当社は、一般に認められた業界標準の技術および社内手続きにより、当社サイトのセキュリティと完全

性を維持し、不正アクセスまたはその使用を防止するために適切な措置を講じています。 

13.2.  お客様の個人情報は、高度で厳格なセキュリティ基準（物理的および論理的）を提供する第三者のサー

バでホストされています。 

1.1.1. 当社が採用するセキュリティ対策には、最先端の暗号化およびアーキテクチャーの仕組みを用い

た安全性の高いサービスの設計および実装、Magenta に代わって個人情報を処理するためにアクセ

スが必要な個人へのアクセスの制限、特定の独自のファイアウォールやネットワークアクセスの

フィルタリング、セキュリティグループの仕組みを用いた安全な許可管理および監査システムの

実装が含まれますが、これに限定されるものではありません。 

ただし、インターネットやその他の電子的な保存方法による情報の送信には固有のリスクがあり、不正

なアクセスや使用が絶対に起こらないことを保証することはできませんので、ご注意ください。 

13.3. Magentaは、お客様の個人情報のセキュリティ、機密性、または完全性が侵害された場合、適用法を遵守

し、適用法で要求される場合には、そのような侵害についてお客様に通知します。 

13.4. 適用される法律に基づき必要なセキュリティ対策を実施した範囲において、Magentaは、不正アクセス、

ハッキング、その他のセキュリティ侵入、または保管の不履行、または個人情報に含まれるデータまた

は情報の盗難、削除、破壊、損傷、または紛失に対して責任を負わないものとします。 

14. データ保持 

Magenta は、個人情報が正確であり、信頼できると確信できる限り、その情報を保持します。ただし、紛争を

解決するためや法的義務を果たすためなど、適用される法律で認められている正当な理由がある場合は、この

限りではありません。 

15. プライバシーポリシーの変更 

Magenta は、このプライバシーポリシーをいつでも変更できる権利を留保していますので、このページを頻繁

に訪れて、変更の有無を確認してください。重要な変更があった場合、当社は本サイトに明確な通知を掲載す

るよう合理的な努力をするか、または、お客様が当社に提供した電子メールアドレスに当該変更に関する電子

メールを送信します。このような重要な変更は、当社サイトでの通知または電子メールでの送信のいずれか早

い方の日から 7 日後に有効となります。それ以外の場合、本プライバシーポリシーのすべての変更は、「最終

改定日」と記載された時点で有効となり、最終改定日以降も本サイトを継続して使用することにより、これら

の変更を受け入れ、それに拘束されることに同意したものとみなされます。本規約が法的な要件を満たすため

に変更された場合、変更は直ちに、または法律の定めるところにより、事前の通知なしに有効となることがあ

ります。 

16. お問合せ 
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本プライバシーポリシーに関するご質問・ご意見がある場合は、info@magenta.vc 宛に電子メールをお送りくだ

さい。合理的な期間内にご回答できるよう努めます。 

 

* * * * * 
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