
応募者向けのドナルドソン・グロー
バルプライバシー通知

1.	 範囲と応募	
	 本応募者向けグローバルプライバシー通知（本「通知」）の目的は、以下に関する詳細を提供することで

す。（1）ドナルドソンが収集および処理する個人情報の種類、（2）個人情報の取得源、（3）個人情報が
処理される目的および適用される法的根拠、（4）個人情報の保持、（5）第三者への開示、（6）海外への
データ転送、（7）ドナルドソンの求人に対する応募者（「あなた」、「応募者」）の個人情報に関する権
利。

	 この通知は、あなたの個人情報を保護するというドナルドソンの取り組みに対して有効となるものであ
り、1400	West	94th	Street,	Bloomington,	MN	55431,	USAに住所を持つドナルドソン社に属する他のすべて
の法人が採用しています。本通知全体でにおける「ドナルドソン」、「当社」、および「当社の」とは、文
脈に応じて、それぞれの法人を集合的に指します。

	 求人に応募する対象のドナルドソンの事業体は、あなたの個人情報の「管理者」であり、単独または他と共
同で、あなたの個人情報の処理の目的と手段を決定します。特定の状況において、個人情報の処理について
他のドナルドソンの事業体と共同で責任を負い、管理者として処理の目的と手段を共同で決定する場合があ
ります（いわゆる「共同管理者」）。

	 本通知は、世界中の当社の個人情報処理活動の最も広い範囲について説明していますが、これらの処理活動
は、関連する適用法および規制に基づき一部の法域ではさらに制限される場合があります。たとえば、国の
法律により、収集できる個人情報の種類やその個人情報の処理方法が制限される場合があります。そのよう
な場合は社内ポリシーや慣行を調整し、現地の法律の要件を反映するようにします。

2.	 当社が処理する個人情報の種類
	 2.1.	本通知の「個人情報」という用語は、あなたを個人として特定する、または特定できる情報を指しま

す。当社が処理する個人情報の種類（適用法および従業員の立場と義務の性質に基づいて管轄によって異な
る場合があります）には、次のものが含まれます。
• 名前、性別、自宅の住所と電話番号、生年月日、画像
• 居住および労働許可のステータス、軍隊経験、障害、国籍およびパスポート情報
• 職歴、技術能力、学歴、専門的な資格と資格取得日、言語能力、受講したトレーニングコース
• 法律で許可されている場合、応募者または潜在的応募者に関する信用調査および犯罪歴調査の結果、スク
リーニング、健康診断、運転免許証番号、車両登録と運転履歴

• 適用法で許可されている範囲で、CCTVおよびその他のセキュリティおよびテクノロジーシステムなどの
セキュリティシステムで取得された情報

• ボイスメール、電子メール、通信、および応募者とのコミュニケーション
• 応募日、応募プロセスの管理に関する情報

	 2.2.	一部の国のプライバシー法では、あなたが提供した、または当社が収集した個人情報が機密性の高い個
人情報と見なされる場合があります。各法域の法律に応じて、「機密性の高い個人情報」には、個人の人種
的または民族的起源、政治的意見、信仰または同様の他の信念、労働組合または専門家協会の会員資格の有
無について判断または推測できる個人情報が含まれる場合があります。身体的または精神的な健康または状
態、遺伝的または生物的測定データ、性生活または性的指向に関連するデータ、または司法データ（刑事犯
罪の有罪判決または犯罪の疑いに関する情報を含む）。当社は適用法で許可されている場合に限り、あなた
の管轄区域で機密性の高い個人情報を処理します。
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3.	 個人情報の取得源
	 3.1.	あなたから直接取得した個人情報

	 当社が処理する個人情報の多くは、たとえば、応募用紙、履歴書、応募動機または就職面接やドナルドソン
とのフォローアップのやり取りにより、ドナルドソンでの雇用開始時に、あなたが自ら直接当社に提供する
情報です。

	 あなたが元の雇用主などの第三者の個人情報を当社に提供するとき、あなたは彼らの情報が当社に伝えられ
るという事実、この情報がどのように処理されるか、そしてセクション7に従って彼らがどのように自分たち
の権利を行使することができるかについて、彼らに通知する必要があります。

	 3.2.	第三者からの個人情報

	 また、元雇用主、資格を取得した教育機関、専門医療機関、法執行機関、政府機関、規制当局、および/また
は適切な法的権限および採用機関を有するその他の人物など、第三者から受け取ったお客様の個人情報も処
理します。法律で許可または承認されている場合、第三者から受け取った情報には身元調査および犯罪歴調
査の結果が含まれる場合があります。

4.	 個人情報および関連する法的根拠を処理する目的
	 4.1.	それぞれの国および適用法に応じて、当社は応募者に関する個人情報を収集、使用、開示、またはその

他の方法で処理して以下のことを行います：
• 求人と採用プロセスに関し連絡を取る
• スキル、資格、および当社の役割に対する適合性を評価する
• 雇用の適格性を判断する
• 職場内の機会の平等と多様性を監視する
• 当社の施設と従業員の安全を確保する

	 4.2.	それぞれの国および適用法に応じて、当社の敷地内や周辺では監視カメラ（CCTV）が稼働しており、
以下の目的で使用される場合があります。
• 犯罪を防止および検出するため
• ドナルドソンのゲストとスタッフの健康と安全を保護するため
• ドナルドソンの所有物およびドナルドソンのスタッフ、ゲスト、その他の訪問者の所有物を管理および保
護するため

• 適用法で許可されている範囲で、品質保証の目的のため

	 4.3.		上記の目的であなたの個人情報を処理するための理由には、次のものが含まれます。 
4.3.1.要求に応じて、雇用契約を締結する前に措置を講じるために 
4.3.2.上述したドナルドソンの正当な事業利益のため 
4.3.3.あなたの（明示的な）同意によって 
4.3.4.ドナルドソンが従う法的または法定の義務を遵守するため 
4.3.5.データ主体または他の自然人の重大な利益を保護するため 
4.3.6.法的請求の確立、行使、または弁護のため

5.	 あなたの個人情報の開示
	 5.1.	全般

	 上記の目的を実行するために、あなたに関する情報は、上記の目的のために、人材育成スタッフ、マネージ
ャー、および組織内の他の適切な担当者に開示されます。

	 5.2.	当社のエージェント、サービスプロバイダーおよびサプライヤー

	 多くの企業と同様に、当社は特定の機能や情報の処理を第三者に委託することがあります。当社があなたの
個人情報の処理を第三者にアウトソーシングする場合、またはあなたの個人情報をITメンテナンスおよびソ
フトウェア、給与およびセキュリティサービスプロバイダーなどの第三者のサービスプロバイダーに提供す
る場合、適切なセキュリティ対策を講じて、これらの第三者にあなたの個人情報を保護する義務を負わせま
す。また、国による適用法の観点から必要な場合は、個人情報を当社の指示および知識に従って処理し、機
密情報として扱うことを要求する書面による契約を締結します。
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	 ドナルドソンはまた、他の企業、ベンダー、ビジネスパートナーと個人情報を共有します。これらの企業
は、処理の目的や手段、および処理の合法性を決定する責任があります。すなわち、当社の監査人、弁護
士、コンサルタント、法執行機関およびその他の公的機関、現在または以前の雇用主、教育機関および/また
は専門機関、身元調査プロバイダーと犯罪歴チェック業者、クレジットまたは参照機関などです。

	 5.3.	法的要件

	 当社は、裁判所により強制された場合、または政府機関から開示を要求された場合、または法律を遵守する
ことが必要または望ましいと、または適用法に従って当社の権利または財産を保護することが望ましいと判
断した場合、当社が保持しているあなたの個人情報を開示することができます。また、収集した個人情報を
保持することができ、また特定の記録保持法に準拠するためにそのような個人情報を処理することができま
す。

6.	 国際的なデータの転送
	 6.1.	多くの国際的に行われているビジネスと同様に、当社はデータ処理と人材管理の特定の部分を一元化し

て、ビジネスをより適切に管理できるようにしています。その一元化により、ある国から別の国に個人情
報が転送される可能性があります。個人情報のセキュリティと整合性を確保するために、	欧州経済領域（
「EEA」）と同レベルの保護を行っていないEEA域外の国への転送は、ドナルドソンの事業体間のデータ転
送契約に従って行われます。これは欧州委員会によって承認された標準の契約条項に基づいています。当社
のすべてのグローバル関連会社の所在地は下のセクション12をご覧ください。	

	 6.2.	あなたの個人情報が海外にある当社のサービスプロバイダーなどの第三者に転送される際、適用法で義
務付けられている場合、当社はあなたのプライバシー権が適切な技術的、組織的、契約的またはその他の合
法的な手段によって適切に保護されることを保証します。特に、EEAから第三国に転送される際にあなたの
個人情報を保護するための措置を講じます。特定の国に関しては欧州委員会による妥当性の決定に依存しま
す。その他の措置には、個人情報の第三者の受信者との拘束力のある合意を締結すること、EEA域外で情報
を受領する第三者との契約に欧州委員会が承認した標準条項を設けること、あるいは、拘束力のある企業規
則、承認された行動規範および認証、あるいは例外的な状況では許容される法律上の例外規定に基づいて、
その他の容認可能なデータ転送メカニズムを使用することなどがあります。

	 6.3.	このような状況であなたの個人情報とプライバシー権を保護するために当社が実施したセーフガードの
コピーをご希望の方は、ドナルドソン・プライバシーグループにご連絡ください。	Privacy@Donaldson.com	

7.	 あなたの権利		
	 適用される国特有のデータ保護法に沿って特定の権利が付与されます。これらの権利には、適用される国特

有の適用法に応じて、次のものが含まれる場合があります。	
• 情報とアクセス：あなたは、あなたの個人情報が処理されているかどうかの確認、この点に関する特定の
情報、および当該処理を受けている個人情報のコピーを当社から取得する権利を有します。情報とアクセ
スの権利にはいくつかの制限があります。次の場合、アクセスが拒否される場合があります。（i）そのよ
うなアクセスが他の人のプライバシーを侵害したり、会社の機密情報を不当に公開したりする可能性があ
る場合、および（ii）複数のリクエストを連続して行う場合、当社は以前のリクエストを参照して、その後
のリクエストに対応する場合、大幅に変更されたアイテムのみを特定する場合。

• 訂正：あなたは、不正確な個人情報の訂正を要求し、不完全なデータを完成させる権利を持ちます。当社
は、情報が正しくないことに同意した場合に、情報を更新します。当社は、情報が不正確であることに同
意しない場合は、同意しないことを通知し、その情報が不正確であるとみなしたという事実を関連ファイ
ルに記録します。

• 制限：あなたは自分の個人情報を制限する権利を持っている場合があります。制限とは、苦情の処理中、
個人情報がドナルドソンのみが保持し、それ以上処理されないことを意味します。次の場合、あなたの個
人情報の処理の制限を要求することができます。（i）あなたが個人情報の正確性に異議を唱える場合。こ
の場合、あなたの要求を確認するために一定期間必要です。	（ii）処理が違法であり、消去に対して異議
を唱え、代わりに制限を要求する場合。	（iii）当社では既に必要でなくとも、法的請求を確立、行使、ま
たは弁護するために必要であるとあなたが当社に要求する場合、または（iv）公的または正当な利益に基
づく処理に反対する場合。この場合、あなたの要求を確認するために一定期間必要です。

• 処理の異議申し立て：当社がダイレクトマーケティング、調査または統計目的の処理のためにあなたの個人
情報を処理する場合、および、処理が正当な利益に基づく場合、あなたは異議を申し立てる権利がありま
す。法規定で明示的に処理が規定されている場合を除き、特定の状況に関連するやむを得ない正当な理由に
より、あなたは個人データの処理に異議を唱えることができます。正当な利益に基づいて処理に異議を唱え
る権利は、ドナルドソンによる異議を唱える権利を無効にする理由を示す対象とされる場合があります。
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• データの移植性：あなたは、あなたまたはドナルドソンが他の会社に簡単に転送できるように構造化さ
れ、一般的に使用され、機械で読み取り可能な形式で提供されたあなたの個人情報のコピーを受け取る権
利を有します。この権利は、処理があなたの同意または契約に基づいており、処理が自動化で実行され、
他者の権利を害しない場合に限り有効です。

• 消去：あなたが同意を撤回し、処理に関するその他の法的根拠が存在しない場合、収集した目的において
不要になった場合、処理が違法である場合、または法的義務を遵守するために消去が必要な場合は、個人
情報の消去を要求できます。

• 苦情を申し立てる権利：あなたには、あなたが居住する管轄区域内、または苦情の対象となる問題が発生
した場所の監督当局に苦情を申し立てる権利もあります。

• 同意を拒否または取り消す権利：特定の処理への同意を求められた場合、あなたは同意を拒否することが
でき、いつでも同意を取り消すことができます。あなたの個人情報の処理が、あなたの同意の撤回前に発
生した場合、その合法性は影響を受けません。

• 自動化された意思決定のみに基づく決定の対象とならない権利：これらの決定が法的効力をもたらすか、
または重大な影響を与える場合、自動化された処理のみに基づく（つまり、人間の介入なしで）決定の対
象とならないようにする権利があります。自動処理とは、自動化された手段によるあなたの個人情報の処
理です。

	 下記のセクション11に記載されている住所（アドレス）に書面またはメールでリクエストを送信することに
より、セクション7および8に記載されている権利を実行できます。身元を検証したうえで、当社が保有する
あなたの個人情報を確認します。適用法の下で受け取る資格のないデータ（他の個人に関する情報を明らか
にするデータなど）を開示することはできません。

	 ドナルドソン企業が共同管理者として行動する場合、あなたはそれらのそれぞれに関して、そしてそれらに
対して上記の権利を行使することができます。共同管理者として行動するドナルドソン企業は、それぞれの
役割と関係を反映して取り決めを締結しました。この契約上の取り決めについて詳しく知りたい場合は、セ
クション11を参照してお問い合わせください。

8.	 個人情報の保護
	 当社があなたから収集する個人情報は、物理的および電子的なアクセス制御、ファイアウォールテクノロジ

ー、およびその他の合理的なセキュリティ対策を合わせた手段によって保護されたデータベース内に、当社
や当社のサービスプロバイダーが保存します。

	 しかしながら、当該のセキュリティ対策は個人情報のすべての損失、誤用、または改ざんを防ぐことはでき
ない可能性があり、法律で許可される最大限の範囲で、そのような事件に関連するいかなる損害または責務
についても責任を負いません。法律で義務付けられている場合、あなたに影響を与える可能性のある個人情
報の損失、誤用、または変更について通知し、あなたが適切な権利保護のために適切な措置を講じることが
できるようにします。

9.	 保持期間
	 当社は、応募プロセスがオープンであり、当社の内部保持ガイドラインに従っている限り、あなたの個人情

報を保持および処理します。うまくいってあなたを採用する場合、当社は従業員としてのあなたの個人情報
の処理に関するすべての関連情報を概説する通知を提供します。不合格となった応募者から提出された個人
情報および書類は、適用される国別の法律で許可されている期間まで保管します。	

10.本通知の変更
	 当社の事業が絶えず変化することと同様に、本通知も変更される可能性があります。本通知には、巻末に発

効日が記載されています。
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11.連絡先情報	
	 本通知、本通知に記載されている処理または個人情報、通知の管理に関する懸念または苦情について質問が

ある場合、またはリクエストを送信したい場合（上記セクション7に記載されている方法に基づき）、当社が
保持するお客様の個人情報へのアクセスについては、以下のいずれかの方法で当社にご連絡ください。

	 電子メールアドレス： 
privacy@donaldson.com

	 郵送先住所： 
プライバシーコンプライアンス	–	Global	Headquarters	 
1400	West	94th	Street	 
Bloomington,	MN	55431

	 欧州連合に所在する応募者の連絡先： 
Donaldson	Privacy,	 
Interleuvenlaan	1,	3001	 
Leuven,	Belgium

	 南アフリカのデータ主体は、南アフリカの情報責任者にご連絡ください。	Privacy@Donaldson.com

	 個人情報へのアクセスに関するすべての要求は、手紙またはメールといった書面にて提出する必要がありま
す。当社は手紙、メール、またはその他の適切な方法であなたの要求に対応します。

12.	ドナルドソンの関連会社	

BOFA	Americas	Inc. 米国、イリノイ州、スタントン

BOFA	International	Ltd. イギリス、プール

Donaldson	Australasia	Pty.	Ltd. オーストラリア、ワイオング

Donaldson	Belgie,	b.v.b.a. ベルギー、ルーヴェン

Donaldson	Canada,	Inc. カナダ、オンタリオ州、トロント

Donaldson	Chile,	Ltd. チリ、サンティアゴ

Donaldson	China	Holding	Co.,	Ltd. 中国、上海

Donaldson	China	Trading	Co.,	Ltd. 中国、無錫

Donaldson	Colombia	S.A.S. コロンビア、ボゴタ

Donaldson	Czech	Republic	s.r.o. チェコ共和国、クラーシュテレツ・ナト・オフリー

Donaldson	do	Brasil	Equipamentos	Industriais	Ltda ブラジル、サンパウロ州、アティバイア

Donaldson	Education	Investment	Company	RF	(Pty)	Ltd. 南アフリカ共和国、モダーフォンテーン

Donaldson	Europe	b.v. ベルギー、ルーヴェン

Donaldson	Far	East	Ltd. 中華人民共和国香港特別行政区、香港

Donaldson	Filter	Components	Ltd. イギリス、ハル

Donaldson	Filtration	(Asia	Pacific)	Pte.	Ltd. シンガポール、チャンギ

Donaldson	Filtration	Deutschland	GmbH ドイツ、ハーン

Donaldson	Filtration	(GB)	Ltd. イギリス、レスター

Donaldson	Filtration	Magyarorszag	Kft. ハンガリー、ブダペスト

Donaldson	Filtration	Malaysia	Sdn.Bhd. マレーシア、セランゴール州

Donaldson	Filtration	Norway	a.s. ノルウェー、モス

Donaldson	Filtration	Österreich,	GmbH オーストリア、ウィーン

Donaldson	Filtration	Slovensko	s.r.o. スロバキア、ブラチスラヴァ

会社名 所在地
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Donaldson	Filtration	Sub	Saharan	Africa	(Pty)	Ltd. 南アフリカ共和国、モダーフォンテーン

Donaldson	Filtration	Systems	(Pty)	Ltd. 南アフリカ共和国、ケープタウン

Donaldson	Filtration	(Thailand)	Ltd. タイ、ノンタブリー

Donaldson	Filtre	Sistemleri	Ticaret	Ltd.	Sirketi トルコ、イスタンブール

Donaldson	France	S.A.S. フランス、パリ

Donaldson	Ibèrica	Soluciones	en	Filtracion	s.l. スペイン、バルセロナ

Donaldson	India	Filter	Systems	Pvt.	Ltd. インド、ニューデリー

Donaldson	Industrial	CR	s.r.o. チェコ共和国、カダニュ

Donaldson	Italia	s.r.l. イタリア、オスティリア

Donaldson	Korea	Co.,	Ltd. 韓国、ソウル

Donaldson	Middle	East	Filtration	System	LLC アラブ首長国連邦、アブダビ

Donaldson	Nederland	B.V. オランダ、アルメレ

Donaldson	Overseas	Holding	S.a.r.l. ルクセンブルク、ルクセンブルクシティ

Donaldson	Peru	s.a.c. ペルー、リマ

Donaldson	Polska	Sp.	z.o.o. ポーランド、ワルシャワ

Donaldson	Scandinavia	a.p.s. デンマーク、ヘルスホルム

Donaldson	Schweiz	GmbH スイス、チューリッヒ

Donaldson	Taiwan	Inc. 台湾、台北

Donaldson	(Thailand)	Ltd. タイ、ラヨーン

Donaldson	UK	Holding	Ltd. イギリス、ハル

Donaldson	(Wuxi)	Filters	Co.	Ltd. 中国、無錫

Donaldson	S.A.	de	C.V. メキシコ、アグアスカリエンテス

Donaldson	S.A.S. フランス、ドムジャン

Filtros	Partmo	S.A.S. コロンビア、ボゴタ

Le	Bozec	Filtration	Systems,	S.A.S. フランス、パリ

Nippon	Donaldson	Ltd. 日本、東京、立川市

P.T.	Donaldson	Filtration	Indonesia インドネシア、ジャカルタ

Shoo	788	AA	Ltd. イギリス、プール

Ultrafilter	S.A.S. フランス、ヴィニー

Solaris	Biotechnology	S.r.I. イタリア、ポルト・マントヴァーノ

Solaris	Lab	S.r.I. イタリア、ポルト・マントヴァーノ

Solaris	Industrial	S.r.I イタリア、ポルト・マントヴァーノ

Solaris	Biotech	USA,	Inc 米国、カリフォルニア州、バークレー

P-A	Industrial	Service	LLC 米国、ミネソタ州、ニューホープ

会社名 所在地


