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データ処理覚書	 DATA PROCESSING ADDENDUM 

本データ処理覚書（以下「本覚書」といいます。）は、

参照されることにより、お客様（以下で定義されま

す。）と当該契約の当事者となっているマルケト法人

との間のマーケティングオートメーション・サービ

スに係る契約（一般的に、エンドユーザーサブスク

リプション契約、エンドユーザーサービス契約又は

サブスクリプション及びサービス基本契約と称され

る契約）及び本サブスクリプションサービス（以下

で定義されます。）に関連する注文書（以下あわせて

「本契約」といいます。）に組み込まれるものとしま

す。本覚書は、末尾の各当事者による署名下に記載

の日付のうち、遅い方の日付に締結されます。	

This Data Processing Addendum ("DPA") is 

incorporated by reference into the marketing 

automation services agreement (commonly named 

an end user subscription agreement, end user 

services agreement or master subscription and 

services agreement) and all related orders for 

Subscription Services (defined below) between 

Customer (defined below) and the Marketo entity 

named therein (collectively, “Agreement”). This DPA 

is entered into as of the later of the dates beneath the 

parties’ signatures below. 

 

本覚書は、本契約を補足するものであり、本契約に

基づいてマルケトが個人データ（以下で定義されま

す。）を処理する場合に適用される条件を規定しま

す。本覚書は、当該処理が、EU データ保護規則を含

む適用法令に従って、個人データが処理される個人

の権利及び事由を尊重して行われることを確保する

ことを目的とします。	

This DPA is supplemental to the Agreement and sets 

out the terms that apply when Personal Data (defined 

below) is Processed (defined below) by Marketo 

under the Agreement. The purpose of the DPA is to 

ensure such Processing is conducted in accordance 

with applicable laws, including EU Data Protection 

Legislation (defined below), and with due respect for 

the rights and freedoms of individuals whose Personal 

Data are Processed. 

本覚書の締結法方法	 HOW TO EXECUTE THIS DPA 

本覚書は、該当するマルケト法人の代表者によって

予め署名されています。以下の規定に従い、記入・署

名された本覚書をマルケトが受領した時点で、本覚

書は、本契約に付随する法的拘束力のある覚書とな

ります。本覚書を本契約の一部とするためには、お

客様は、以下の事項を行わなければなりません。	

This DPA has been pre-signed on behalf of the 

applicable Marketo entities. When Marketo receives 

the completed and signed DPA as specified below, this 

DPA will become a legally binding addendum to the 

Agreement. To make this DPA a part of the 

Agreement, Customer must do the following:  

A. 本覚書の署名欄に必要情報を記入し、権限のあ

る代表者をして、15 ページ目に署名させる。	

	

1. Complete the information in the signature block 

of this DPA and have an authorized 

representative sign on page 15. 

B. 別紙 1 の 16 ページ目にデータ輸出者に関する 2. Complete the information regarding the data 
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必要情報を記入する。	 exporter in Exhibit 1 on page 16. 

C. 別紙 1の署名欄に必要情報を記入し、権限のあ

る代表者をして、別紙 1の 28、31 及び 32 ペー

ジ目に署名させる。	

	

3. Complete the information in the signature blocks 

of Exhibit 1 and have an authorized 

representative sign Exhibit 1 at pages 28, 31 and 

32. 

D. お客様の法域において電子署名が認められて

おり、お客様が本覚書を EchoSign によって署

名することを選択した場合、入力指示に従い、

上記のとおり必要情報と電子署名を提供し、末

尾の「クリックにより署名」を選択した時点で、

本覚書は締結され、提出されます。上記に代え

て、本覚書をプリントアウトし、上記のとおり

記 入 ・ 署 名 し 、

dataprocessingaddendum@marketo.com 宛でマ

ルケトに返信することもできます。	

4. If e-signatures are accepted in your jurisdiction 

and you elect to execute the DPA through Adobe 

Sign, follow the prompts to provide the required 

information and e-signature as indicated above 

and, upon selecting “Click to Sign” at the end, the 

DPA will be executed and submitted.  

Alternatively, the DPA may be printed, 

completed and signed as indicated above, and 

returned to Marketo via email at: 

dataprocessingaddendum@marketo.com. 

本覚書の適用	 HOW THIS DPA APPLIES 

A. 本覚書に署名するお客様法人が本契約の当事

者である場合、本契約の当事者であるマルケト

法人が本覚書の当事者となります。	

A. If the Customer entity signing this DPA is a party 

to the Agreement, the Marketo entity that is a 

party to the Agreement is a party to this DPA. 

B. 本覚書に署名するお客様法人が、マーケティン

グオートメーション・サービスに係る契約に基

づいて注文書を締結しているもののマーケテ

ィングオートメーション・サービスに係る契約

の当事者ではない場合、本覚書は当該注文書に

組み込まれ、当該注文書の当事者であるマルケ

ト法人が本覚書の当事者となります。	

	

B. If the Customer entity signing this DPA has 

executed orders under the marketing 

automation services agreement but is not a party 

to the marketing automation services 

agreement, this DPA will be incorporated in such 

order(s) and the Marketo entity that is a party to 

such order(s) is a party to this DPA. 

C. 本覚書に署名するお客様法人が、適法に関連会

社（以下で定義されます。）に本サブスクリプシ

ョンサービスを利用させている場合、当該お客

様の関連会社が本覚書の当事者となります。	

C. If the Customer entity signing this DPA is lawfully 

permitting an Affiliate (defined below) to use the 

Subscription Services, that Customer Affiliate is a 

party to this DPA. 

D. 署名するお客様法人が、本契約若しくは注文書

の当事者ではない場合、適法に本サブスクリプ

ションサービスを利用することが認められた

お客様の関連会社ではない場合、又は認定リセ

ラーを通じての間接的な顧客である場合、本覚

D. This DPA will not be valid and legally binding if 

the signing Customer entity is not a party to the 

Agreement or order(s), is not a Customer 

Affiliate lawfully permitted to use the 

Subscription Services, or is an indirect customer 
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書は、有効とはならず、法的拘束力もないもの

とします。	

through an authorized reseller. 

データ処理条件	 DATA PROCESSING TERMS 

本契約に基づいてお客様に対して本サブスクリプシ

ョンサービスを提供するにあたり、マルケトは、お

客様を代理して個人データを処理することができま

す。マルケトは、個人データの処理に際し、本覚書の

規定を遵守します。	

	

In providing the Subscription Services to Customer 

pursuant to the Agreement, Marketo may Process 

Personal Data on behalf of Customer.  Marketo will 

comply with the provisions in this DPA with respect to 

its Processing of any Personal Data. 

本覚書で使用され、定義されていない用語について

は、本契約で定義された意味を有します。	

Capitalized terms used but not defined in this DPA have 

the same meanings as set out in the Agreement. 

1. 定義	 1. Definitions 

1.1 本覚書において、	 1.1 For the purposes of this DPA: 

① 「関連会社」とは、本契約において定義さ

れたのと同じ意味を有し、本契約中で定義

されていない場合、直接的又は間接的に、

各当事者が支配し、これを支配し、又はこ

れと共通の支配下にある法人を意味しま

す。なお、「支配」とは、当該法人の株式、

出資持分又は議決権の過半数を所有するこ

とを意味します。	

(a) “Affiliate(s)” has the same meaning 

ascribed to it in the Agreement and, if not 

defines in the Agreement, the term means 

any legal entity directly or indirectly 

controlling, controlled by or under common 

control with a party, where control means 

the ownership of a majority share of the 

stock, equity or voting interests of such 

entity. 

② 「本管理者」とは、単独又は他社と共同し

て、個人データの処理目的及び方法を決定

する法人を意味します。	

(b) "Controller" means the entity which, alone 

or jointly with others, determines the 

purposes and means of the Processing of 

Personal Data. 

③ 「お客様」とは、マルケトではない、本サ

ブスクリプションサービスにアクセスでき

る、本契約及び本覚書双方の当事者を意味

します。	

(c) “Customer” means the non-Marketo party 

to both the Agreement and this DPA that 

has access to the Subscription Services. 

④ 「お客様データ」とは、お客様が、マルケ

トに提出し、本サービスの利用を通じて収

集し、又は本サービスの利用過程でマルケ

トに提供した、お客様を起源とするデータ、

情報及び資料を意味します。	

(d) “Customer Data” means any data, 

information or material originated by 

Customer that Customer submits to 

Marketo, collects through its use of the 

Subscription Services or provides to 

Marketo in the course of using the 
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Subscription Services. 

⑤ 「データ対象個人」とは、個人データが関

連する個人を意味します。	

(e) “Data Subject” means the individual to 

whom Personal Data relates. 

⑥ 「EEA」とは、欧州連合（EU）の加盟国並び

にノルウェー、アイスランド、リヒテンシ

ュタイン並びに（特別に本覚書では）スイ

ス及び英国により構成される欧州経済地域

を意味します。	

(f) “EEA" means the European Economic Area, 

which constitutes the member states of the 

European Union and Norway, Iceland and 

Liechtenstein, as well as, for the purposes 

of this DPA, Switzerland and the United 

Kingdom. 

⑦ 「EU データ保護規則」とは、(i)2018 年 5

月 25 日以前においては、欧州議会及び個人

データの処理に対する個人の保護及び当該

データの移動の自由に関する審議会の指示

95/46/EC（該当する各国の施行を含みま

す。）、(ii)2018 年 5 月 25 日以降において

は、指示 95/46/EC を廃止する欧州議会及び

個人データの処理に対する個人の保護及び

当該データの移動の自由に関する審議会の

規則 2016/679（改正、代替、又は取って代

わるものを含み、以下「一般データ保護規

則」又は「GDPR」といいます。）及び(iii)

適用のあるスイス及び英国のデータ保護法

を意味します。	

(g) "EU Data Protection Legislation” means (i) 

prior to 25 May 2018, Directive 95/46/EC of 

the European Parliament and of the Council 

on the protection of individuals with regard 

to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, including 

any applicable national implementations 

thereof, (ii) on and after 25 May 2018, 

Regulation 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council on the 

protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data and on the 

free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (“General Data 

Protection Regulation” or “GDPR”), as 

amended, replaced or superseded, and (iii) 

the applicable data protection laws of 

Switzerland and the United Kingdom. 

⑧ 「マルケト」とは、本契約及び本覚書双方

の当事者となっているマルケト法人を意味

し、当該法人は、デラウェア州で設立され

た会社である Marketo,	 Inc.である場合も

あれば、マルケト関連会社（適用のある場

合に応じて、アイルランドで設立された

Marketo	EMEA	Limited 及び日本で設立され

た株式会社マルケトを含みます。）である場

合もあります。	

(h) “Marketo” means the Marketo entity that 

is a party to both the Agreement and this 

DPA, which may be Marketo, Inc., a 

company incorporated in the State of 

Delaware, or a Marketo Affiliate, including 

as applicable, Marketo EMEA Limited, a 

company registered in Ireland, and Marketo 

K.K., a company incorporated in Japan. 
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⑨ 「個人データ」とは、識別され、又は識別

され得る自然人に関するお客様データを意

味します。識別し得る自然人とは、特に、

氏名、ID 番号、所在地データ、オンライン

上の識別情報、又は当該自然人の身体的、

生理的、遺伝子上の、精神的、経済的、文

化的若しくは社会的な識別性に固有の一以

上の要素を参照することにより、直接的又

は間接的に識別できる者を指します。	

(i) “Personal Data” means any Customer Data 

relating to an identified or identifiable 

natural person; an identifiable natural 

person is one who can be identified, 

directly or indirectly, in particular by 

reference to an identifier such as a name, 

an identification number, location data, an 

online identifier or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, 

genetic, mental, economic, cultural or 

social identity of that natural person. 

⑩ 「プライバシーシールド」とは、米国商務

省によって運営される、EU・米国間及びス

イス・米国間のプライバシーシールド自己

認証プログラムを意味します。	

(j) “Privacy Shield” means the EU-US and 

Swiss-US Privacy Shield self-certification 

programs operated by the U.S. Department 

of Commerce. 

⑪ 「プライバシーシールド原則」とは、2016

年 7 月 12 日付欧州委員会決定 C〈2016〉

4176（随時修正され、取って代わられ、又

は置換されたもの）の添付書類 II に記載さ

れるプライバシーシールドフレームワーク

原則（補足原則により補足されたもの）を

意味します。	

(k) “Privacy Shield Principles” means the 

Privacy Shield Framework Principles (as 

supplemented by the Supplemental 

Principles) contained in Annex II to the 

European Commission Decision 

C(2016)4176 of July 12, 2016 (as may be 

amended, superseded or replaced). 

⑫ 「本処理者」とは、本管理者を代理して個

人データを処理する法人を意味します	

(l) "Processor" means an entity which 

Processes Personal Data on behalf of the 

Controller. 

⑬ 「処理」とは、収集、記録、体系化、保存、

改変若しくは変更、回収、参照、使用、送

信若しくは流布による開示等の可用化、整

列若しくは組合せ、阻止、消去又は破棄等、

自動化された方法によるか否かを問わず、

個人データに対してなされるあらゆる作業

又は一連の作業を意味します。	

(m) “Processing” means any 

 operation or set of operations which is 

performed on Personal Data, whether or 

not by automated means, such as 

collection, recording, organization, 

structuring, storage, adaptation or 

alteration, retrieval, consultation, use, 

disclosure by transmission, dissemination 

or otherwise making available, alignment 

or combination, restriction, erasure or 

destruction. 
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⑭ 「本サブスクリプションサービス」とは、

本契約に基づき、マルケトからお客様に提

供されるマーケティングオートメーショ

ン・サービスを意味します。	

(n) “Subscription Services” means the 

marketing automation services provided by 

Marketo to Customer under the 

Agreement. 

⑮ 「監督当局」とは、EU データ保護規則に基

づいて EU 加盟国が設立した独立した公的

機関を意味します。	

(o) “Supervisory Authority” means an 

independent public authority which is 

established by an EU member state 

pursuant to EU Data Protection Legislation. 

2. 本覚書の適用	 2. Applicability of DPA 

2.1 適用		 本覚書は、お客様又はお客様の関連会社

が EEA 内において設立されている場合、及び／

又はマルケトがお客様又はお客様の関連会社

のために EEA 内に所在するデータ対象個人の

個人データを処理する場合に限り、適用される

ものとします。	

2.1 Applicability. This DPA shall apply only to the 

extent Customer or a Customer Affiliate is 

established within the EEA and/or to the extent 

Marketo Processes Personal Data of Data 

Subjects located in the EEA on behalf of 

Customer or a Customer Affiliate 

3. 役割及び責任	 3. Roles and Responsibilities 

3.1 両当事者の役割	 お客様は、本管理者

として、お客様を代理して個人データを処理す

る本処理者としてマルケトを任命します。場合

によっては、お客様が本処理者であることもあ

り、そのような場合、お客様は、マルケトを再

委託先処理者として任命しますが、その場合で

も、マルケトは、お客様との関係では本処理者

のままであるため、本覚書上のお客様とマルケ

トの義務は変わらないものとします。	

3.1 Parties' Roles. Customer, as Controller, appoints 

Marketo as a Processor to process the Personal 

Data on Customer's behalf. In some 

circumstances Customer may be a Processor, in 

which case Customer appoints Marketo as 

Customer’s sub-processor, which shall not 

change the obligations of either Customer or 

Marketo under this DPA, as Marketo will remain 

a Processor with respect to the Customer in 

such event. 

3.2 目的の限定	 	 マルケトは、本契約

に定められた目的のために個人データを処理

するものとし、適用法令によって要求される場

合を除き、お客様の適法な、書面による指示に

従ってのみ、個人データを処理するものとしま

す。本契約及び本覚書は、個人情報の処理に関

するマルケトに対するお客様のすべての指示

を規定するものであり、これらの指示（本契約

で定める権利及び義務を含みます）の範囲外で

必要となる処理については、両当事者の事前の

3.2 Purpose Limitation. Marketo shall Process 

Personal Data for the purposes set forth in the 

Agreement and only in accordance with the 

lawful, documented instructions of Customer, 

except where otherwise required by applicable 

law. The Agreement and this DPA set out 

Customer's complete instructions to Marketo in 

relation to the Processing of Personal Data and 

any Processing required outside of the scope of 

these instructions (inclusive of the rights and 
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書面による合意を必要とします。	 obligations set forth under the Agreement) will 

require prior written agreement of the parties. 

3.3 研修		 マルケトは、該当する従業員、代理人及

び委託先に、個人情報の処理、保護及び秘密保

持に係るそれぞれの責任及び義務について、適

切な研修を受けさせるものとします。	

3.3 Training. Marketo shall ensure that its relevant 

employees, agents and contractors receive 

appropriate training regarding their 

responsibilities and obligations with respect to 

the Processing, protection and confidentiality of 

Personal Data. 

3.4 遵守		 マルケトは、本処理者として、EU デー

タ保護規則を含む、すべての適用あるプライバ

シー及びデータ保護法を遵守しており、今後も

遵守します。お客様は、本管理者として、お客

様データ及び本サブスクリプションサービス

に関連して、以下の事項を確保する責任を負う

ものとします。	

3.4 Compliance. Marketo, as Processor, has 

complied and will continue to comply with all 

applicable privacy and data protection laws 

including, but not limited to, EU Data Protection 

Legislation.  Customer, as Controller, shall be 

responsible for ensuring that, in connection 

with Customer Data and the Subscription 

Services: 

① 自らが、プライバシー及びデータ保護に

関するすべての適用法令（EU データ保護

規則を含みます。）を遵守しており、今後

も遵守し続けること。	

(a) it has complied, and will continue to 

comply, with all applicable privacy and data 

protection laws, including EU Data 

Protection Legislation; and 

② 自らが、本契約及び本覚書の条件に従っ

て処理を行うために、マルケトに対し、個

人データを移転し、又はアクセスを与え

る権利を有しており、今後も有し続ける

こと。	

(b) it has, and will continue to have, the right to 

transfer, or provide access to, the Personal 

Data to Marketo for Processing in 

accordance with the terms of the 

Agreement and this DPA. 

4. セキュリティ	 4. Security 

4.1 セキュリティ	 マルケトは、 先端技術、実施

コスト及び処理の性質、範囲、背景及び目的並

びにデータ対象個人の権利及び自由への各種

可能性及び重大性のリスクを考慮し、適切な技

術的及び組織的措置を講じるものとします。当

該措置は、事故による又は違法な破壊、紛失、

変更、不正開示、アクセス又は使用（以下「セ

キュリティ事故」といいます。）から個人データ

を保護することを目的として、リスクに応じた

適切なセキュリティ基準を確保するよう設計

4.1 Security.  Marketo shall implement 

appropriate technical and organisational 

measures taking into account the state of the 

art, the costs of implementation, and the 

nature, scope, context and purposes of 

Processing as well as the risk of varying 

likelihood and severity for the rights and 

freedoms of Data Subjects.  Such measures 

shall be designed to ensure a level of security 

appropriate to the risk in order to protect 
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され、本契約及び本覚書に別紙 1として添付さ

れる標準契約条項の付属書2に定められたマル

ケトのセキュリティ基準に従うものとします。	

Personal Data from accidental or unlawful 

destruction, loss, alteration, unauthorised 

disclosure, access or use (each a "Security 

Incident") and in accordance with Marketo's 

security standards as set forth in the Agreement 

and Appendix 2 to the Standard Contractual 

Clauses attached hereto as Exhibit 1. 

4.2 処理の際の秘密保持	 	 マルケト

は、個人データを処理する権限を与えた者（ス

タッフ、代理人及び委託先を含みます。）が、当

該者の雇用及び／又は契約関係の終了後も存

続する（契約上又は法令上の）秘密保持義務を

負うことを確保するものとします。	

4.2 Confidentiality of Processing.  Marketo shall 

ensure that any person that it authorizes to 

Process the Personal Data (including its staff, 

agents, subcontractors and Sub-processors) 

shall be subject to a duty of confidentiality 

(whether a contractual or a statutory duty) that 

shall survive the termination of their 

employment and/or contractual relationship. 

4.3 セキュリティ事故	 マルケトは、セキュ

リティ事故を覚知した場合、お客様に対し、不

当な遅滞なく、本契約の条件に基づいて（但し、

大 72 時間以内に）通知するものとし、お客様

が EU データ保護規則に基づき負っているデー

タ漏えい報告義務を遵守するために、お客様が

合理的に要求する情報を、適時に提供するもの

とします。マルケトは、当該セキュリティ事故

の原因を直ちに究明し、修復するための措置を

講じます。	

4.3 Security Incidents.  Upon becoming aware of a 

Security Incident, Marketo shall notify Customer 

without undue delay and pursuant to the terms 

of the Agreement, but within no more than 

seventy-two (72) hours, and shall provide such 

timely information as Customer may reasonably 

require to enable Customer to fulfil any data 

breach reporting obligations under EU Data 

Protection Legislation. Marketo will take steps 

to immediately identify and remediate the 

cause of such Security Incident. 

5. 再委託先処理	 5. Sub-processing 

5.1 本再委託先処理者	 お客様は、マルケト

が、マルケトを代理して個人データを処理する

ために、マルケト関連会社及び第三者再委託先

処理者（以下総称して「本再委託先処理者」と

いいます。）を利用することができることに同

意します。現時点で、マルケトが利用し、お客

様が承認している本再委託先処理者は、マルケ

ト の 本 再 委 託 先 処 理 者 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://documents.marketo.com/legal/sub

5.1 Sub-processors. Customer agrees that Marketo 

may engage Marketo Affiliates and third party 

sub-processors (collectively, "Sub-processors") 

to Process the Personal Data on Marketo's 

behalf. The Sub-processors currently engaged 

by Marketo and authorized by Customer are 

listed at Marketo’s Sub-processor web page (the 

“Sub-processor List”): 

https://documents.marketo.com/legal/sub-
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-processor-list.	 以下「本再委託先処理者リ

スト」といいます。）に掲載されています。本再

委託先処理者リストは、お客様が、新たな本再

委託先処理者が加わった場合又は本再委託先

処理者リストに変更があった場合に通知を受

けるよう申し込める仕組みを含むものとしま

す。マルケトは、これらの本再委託先処理者に

対し、本覚書に規定されるものと同じ水準で個

人データが保護されるデータ保護条件を課す

ものとし、本再委託先処理者によって生じる本

覚書の違反について、責任を負い続けるものと

します。	

processor-list. The Sub-processor List shall 

include a mechanism for Customer to subscribe 

to notifications of any new Sub-processors or 

changes to the Sub-processor List. Marketo shall 

impose on such Sub-processors data protection 

terms that protect the Personal Data to the 

same standard provided for by this DPA and 

shall remain liable for any breach of the DPA 

caused by a Sub-processor. 

5.2 本再委託先処理者の変更	マルケトは、お客様

に対して 30 日前までに通知することにより、

本再委託先処理者を追加又は変更することが

できます。お客様は、個人データの保護に関す

る合理的な理由がある場合、当該通知の日から

14 日以内に、追加される本再委託先処理者の任

命について異議を申し立てることができ、この

場合、マルケトは、以下の選択肢のうちの一つ

を行い（マルケトのみの裁量で選択することが

できます。）、当該異議に対応することができる

ものとします。	

①マルケトは、個人データについて当該本再委

託先処理者を利用する計画を取り消し、又は当

該再委託先処理者を利用せずに本サブスクリ

プションサービスを提供するための代替案を

提示します。	

②マルケトは、お客様が異議申し立ての際に要

求した改善措置を講じ（これによりお客様の異

議はなくなるものとします。）、個人データにつ

いて本再委託先処理者を利用します。	

③個人データについて当該本再委託先処理者

を利用することとなる本サブスクリプション

サービスの特定の部分につき、マルケトが提供

を停止し、又はお客様が（一時的若しくは永続

5.2 Changes to Sub-processors. Marketo may, by 

giving no less than thirty (30) days’ notice to 

Customer, add or make changes to the Sub-

processors. Customer may object to the 

appointment of an additional Sub-processor 

within fourteen (14) calendar days of such 

notice on reasonable grounds relating to the 

protection of the Personal Data, in which case 

Marketo shall have the right to cure the 

objection through one of the following options 

(to be selected at Marketo’s sole discretion): (a) 

Marketo will cancel its plans to use the Sub-

processor with regard to Personal Data or will 

offer an alternative to provide the Subscription 

Services without such Sub-processor; or (b) 

Marketo will take the corrective steps requested 

by Customer in its objection (which remove 

Customer’s objection) and proceed to use the 

Sub-processor with regard to Personal Data; or 

(c) Marketo may cease to provide or Customer 

may agree not to use (temporarily or 

permanently) the particular aspect of the 

Subscription Services that would involve the use 

of such Sub-processor with regard to Personal 
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的に）利用しないことに同意することができま

す（但し、本サブスクリプションサービスの範

囲が縮小されたことを考慮して、本サブスクリ

プションサービスの料金を調整することにつ

き、両当事者が合意することを条件とします）。	

本再委託先処理者に対する異議は、本再委託先

処理者リストに定められた指示に従って、マル

ケトに対して申し立てられるものとします。上

記のいずれの選択肢も合理的に選択すること

ができず、お客様の異議をマルケトが受領した

後 30 日以内に、当該異議を両当事者が満足で

きるよう解決できない場合、いずれの当事者も

本契約を解除することができ、お客様は、解除

日時点で未だ提供されていない本サブスクリ

プションサービス部分に係る前払料金につき、

按分での返金を受けることができます。	

Data, subject to a mutual agreement of the 

parties to adjust the remuneration for the 

Subscription Services considering the reduced 

scope of the Subscription Services. Objections 

to a Sub-processor shall be submitted to 

Marketo by following the directions set forth in 

the Sub-processor List. If none of the above 

options are reasonably available and the 

objection has not been resolved to the mutual 

satisfaction of the parties within 30 days after 

Marketo’s receipt of Customer’s objection, 

either party may terminate the Agreement and 

Customer will be entitled to a pro-rata refund 

for prepaid fees for Subscription Services not 

performed as of the date of termination. 

5.3 緊急時の代替	 マルケトは、変更の理由がマル

ケトの合理的な支配の及ばないものである場

合、代替の本再委託先処理者を利用することが

できます。この場合、マルケトは、お客様に対

し、合理的に実行可能な限り速やかに、代替者

について通知するものとし、お客様は、上記第

5.2 条に基づいて当該代替の本再委託先処理者

に対して異議を申し立てる権利を有するもの

とします。	

5.3 Emergency Replacement.  Marketo may 

replace a Sub-processor if the need for the 

change is urgent and necessary to provide the 

Subscription Services and the reason for the 

change is beyond Marketo’s reasonable control.  

In such instance, Marketo shall notify Customer 

of the replacement as soon as reasonably 

practicable, and Customer shall retain the right 

to object to the replacement Sub-processor 

pursuant to Section 5.2 above. 

6. 協力	 6. Cooperation 

6.1 データ対象個人の権利	 マルケトは、EU デー

タ保護規則上の権利（該当する場合に応じて、

アクセス、訂正、制限、異議、消去又はデータ

のポータビリティに関する権利を含みます。）

を行使しようとするデータ対象個人からの問

い合わせ、連絡又は要求に対応できるよう、お

客様に対し、合理的な支援（合理的に実行可能

な適切な技術的又は組織的措置を含みます。）

を行うものとします。当該問い合わせ、連絡又

6.1 Data Subjects' Rights.  Marketo shall provide 

commercially reasonable assistance, including 

by appropriate technical and organizational 

measures as reasonably practicable, to enable 

Customer to respond to any inquiry, 

communication or request from a Data Subject 

seeking to exercise his or her rights under EU 

Data Protection Legislation, including rights of 

access, correction, restriction, objection, 
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は要求がマルケトに対して直接なされた場合、

マルケトは、お客様に対し、速やかに当該要求

の詳細を提供し、連絡するものとします。疑義

を避けるため、データ対象個人からの当該デー

タ対象個人の個人データに係るアクセス、訂

正、制限、異議、消去又はデータのポータビリ

ティに関する要求への対応については、お客様

が責任を負うものとします。	

erasure or data portability, as applicable.  In 

the event such inquiry, communication or 

request is made directly to Marketo, Marketo 

shall promptly inform Customer by providing 

the full details of the request.  For the 

avoidance of doubt, Customer is responsible for 

responding to Data Subject requests for access, 

correction, restriction, objection, erasure or 

data portability involving that Data Subject’s 

Personal Data. 

6.2 監督当局	 マルケトは、監督当局又は法執

行機関から個人データに関する問い合わせ又

は開示要請を受けた場合、不当に遅滞すること

なく、お客様に通知するものとします。	

6.2 Supervisory Authorities.  Marketo shall notify 

Customer without undue delay if a Supervisory 

Authority or law enforcement authority makes 

any inquiry or request for disclosure regarding 

Personal Data. 

6.3 データ保護への影響の評価及び事前協議

	 マルケトは、EU データ保護規則上必要な

範囲において、お客様に対し、EU データ保護規

則に基づいてお客様が実施することを要求さ

れる、データ保護への影響の評価又はデータ保

護当局との事前協議について、合理的な支援を

行うものとします。	

6.3 Data Protection Impact Assessments and Prior 

Consultation.  Marketo shall, to the extent 

required by EU Data Protection Legislation, 

provide Customer with reasonable assistance 

with data protection impact assessments 

and/or prior consultations with Supervisory 

Authorities that Customer is required to carry 

out under EU Data Protection Legislation. 

7. セキュリティ報告及び監査	 7. Security Reports and Audits 

7.1 セキュリティ認証報告書（SOC	2、Type	II 等又

は同等の報告書）の提出又は監査は、本契約上

のお客様の権利に従って行われるものとしま

す。本契約にセキュリティ認証報告書に関する

規定がない場合、マルケトは、年に 1回に限り、

お客様の書面による要求に応じて、直近のセキ

ュリティ認証報告書の写しを提出するものし

ます。本契約に監査に関する規定がない場合、

マルケトとお客様は、監査に適用される合理的

な開始日、範囲、期間及びセキュリティ・秘密

管理について、事前に協議し、合意するものと

します（但し、マルケトは、当該監査について

7.1 Any provision of security attestation or audit 

reports (such as SOC 2, Type II or equivalent) 

shall take place in accordance with Customer’s 

rights under the Agreement.  If the Agreement 

does not include a provision regarding security 

attestation reports or audit rights, Marketo shall 

provide a copy of its most current security 

report upon Customer’s written request and 

subject to the confidentiality provisions of the 

Agreement. If the Agreement does not include 

audit rights, Marketo shall allow Customer (or 

Customer’s independent third-party auditor) to 
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（マルケトの合理的な費用を基準とした）料金

を請求することができます。）。マルケトは、当

該監査に先立って、お客様に対し、適用される

料金及びその計算根拠に関する詳細情報を提

供します。	

conduct an on-site audit of the procedures 

relevant to the protection of Personal Data, 

subject to the confidentiality provisions of the 

Agreement. Customer and Marketo will discuss 

and agree in advance on the reasonable start 

date, scope and duration of and security and 

confidentiality controls applicable to any audit; 

and Marketo reserves the right to charge a fee 

(based on Marketo’s reasonable costs) for any 

such audit.  Marketo will provide further 

details of any applicable fee and the basis of its 

calculation to Customer in advance of such 

audit. 

8. お客様データの消去及び返還	 8. Deletion or Return of Customer Data 

8.1 データの消去及び返還	 本契約が解除され、

又は期間満了により終了した場合、マルケト

は、本契約上の条件に従って、マルケトが適用

法令により個人データの全部又は一部を保管

することが要求される場合を除き、マルケトが

保有するすべての関連する個人データ（写しを

含みます。）を消去し、又はお客様が回収できる

状態に置くものとします。個人データが保管さ

れる場合、マルケトは、当該個人データを保管

し続ける限り、当該個人データに対し、本契約

及び本覚書上の保護を適用するものとし、当該

個人データの処理を、保管が必要となる目的に

制限するものとします。	

8.1 Deletion or Return of Data. Upon termination or 

expiration of the Agreement, Marketo shall, in 

accordance with the terms of the Agreement, 

delete or make available to Customer for 

retrieval all relevant Personal Data (including 

copies) in Marketo's possession, save to the 

extent that Marketo is required by any 

applicable law to retain some or all of the 

Personal Data.  In such event, Marketo shall 

extend the protections of the Agreement and 

this DPA to such Personal Data and limit any 

further Processing of such Personal Data to only 

those limited purposes that require the 

retention, for so long as Marketo maintains the 

Personal Data. 

9. プライバシーシールド	 9. Privacy Shield 

9.1 本契約の期間中、マルケトは、(i)プライバシー

シールド若しくはプライバシーシールドを代

替する同等のフレームワークに基づく認証を

受け続け、又は、(ii)何らかの理由によりマル

ケトがプライバシーシールドに基づく認証を

受けられなくなった場合、マルケトは、プライ

9.1 During the term of the Agreement, Marketo 

shall either (i) remain certified under the Privacy 

Shield or any equivalent framework replacing 

the Privacy Shield; or (ii) if for any reason 

Marketo ceases to be certified under the Privacy 

Shield, Marketo shall comply with the 
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バシーシールドの保護条件及び原則を遵守す

る（プライバシーシールド原則において要求さ

れるものと少なくとも同等水準のデータセキ

ュリティ及びプライバシー保護を提供するこ

とを含みます。）ものとします。	

protection requirements and principles of the 

Privacy Shield, including providing at least the 

same level of data security and privacy 

protection as required by the Privacy Shield 

Principles. 

9.2 マルケトは、(i)プライバシーシールドに基づ

いて認証され、これを遵守できなくなった場

合、又は、(ii)プライバシーシールド原則にお

いて要求されるものと同等水準の保護を提供

する義務を遵守することができないと判断し

た場合、速やかにお客様に対して通知するもの

とします。マルケトがプライバシーシールドに

基づく認証を受けられなくなった場合、マルケ

トは、プライバシーシールドにおいて要求され

るものと同等水準の独立した既存のリコース

構造（例えば、本書に定める標準契約条項）を

可用化するものとします。	

9.2 Marketo shall promptly notify Customer if it 

either: (i) ceases to be certified under and 

compliant with the Privacy Shield; or (ii) it 

determines that it can no longer meet its 

obligation to provide the same level of 

protection as is required by the Privacy Shield 

Principles.  In the event that Marketo is no 

longer certified under the Privacy Shield, it shall 

make available an independent existing 

recourse mechanism equivalent to that 

required by the Privacy Shield, such as the 

Standard Contractual Clauses, as set forth 

herein. 

9.3 マルケトがEEAに起源を有する個人データを第

三者に処理させる場合、マルケトは、当該第三

者に、本契約、本覚書及び関連するプライバシ

ーシールド原則において要求されるものと少

なくとも同等水準の保護を提供させるものと

します。	

9.3 To the extent that Marketo permits a Sub-

processor to Process Personal Data that 

originated in the EEA, Marketo shall impose on 

such Sub-processors data protection terms that 

protect the Personal Data to the same standard 

provided for by the Agreement, this DPA and the 

relevant Privacy Shield Principles. 

9.4 マルケトは、マルケトが、移転された個人デー

タを、プライバシーシールド原則に基づく各当

事者の義務に適合した態様で有効に処理する

ことを確保するよう、お客様による合理的かつ

適切な処置を支援するものとします。	

9.4 Marketo will facilitate reasonable and 

appropriate steps by Customer to ensure that 

Marketo effectively Processes the Personal Data 

transferred in a manner consistent with each 

party’s obligations under the Privacy Shield 

Principles. 

10. 標準契約条項	 10. Standard Contractual Clauses 

10.1 標準契約条項は別紙 1に規定されます。	 10.1 The Standard Contractual Clauses are set forth 

in Exhibit 1. 
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10.2 標準契約条項の第 1条（データ輸入者）	 「デ

ータ輸入者」の用語はマルケトを意味します。	

10.2 Clause 1 of the Standard Contractual Clauses 

(“data importer”). The term “data importer” 

means Marketo. 

10.3 標準契約条項の第 1条（データ輸出者）	 「デ

ータ輸出者」の用語はお客様及びその関連会社

を意味します。	

10.3 Clause 1 of the Standard Contractual Clauses 

(“data exporter”). The term “data exporter” 

means Customer and its Affiliates. 

10.4 標準契約条項の第5条(f)	 	標準契約条項の第

5条(f)は、本覚書の第 7.1 条に従うことにより

充足されます。	

10.4 Clause 5(f) of the Standard Contractual Clauses. 

Clause 5(f) of the Standard Contractual Clauses 

will be satisfied by compliance with Section 7.1 

of this DPA. 

10.5 標準契約条項の第5条(h)	 	標準契約条項の第

5条(h)は、本覚書の第 5条に従うことにより充

足されます。	

10.5 Clause 5(h) of the Standard Contractual Clauses. 

Clause 5(h) of the Standard Contractual Clauses 

will be satisfied by compliance with Section 5 of 

this DPA. 

10.6 標準契約条項の第12条(1)	 標準契約条項の第

12 条(1)は、本覚書に従ってデータ輸出者のデ

ータが返還及び／又は消去されることにより

充足されます。	

10.6 Clause 12(1) of the Standard Contractual 

Clauses. Clause 12(1) of the Standard 

Contractual Clauses will be satisfied by the 

return and/or deletion of data exporter’s data in 

accordance with this DPA. 

11. 雑則	 11. Miscellaneous 

11.1 本覚書によって変更される点を除き、本契約は

有効に存続するものとします。	

11.1 Except as amended by this DPA, the Agreement 

will remain in full force and effect. 

11.2 本契約と本覚書との間に矛盾がある場合、本覚

書上の条項が優先するものとします。	

11.2 If there is a conflict between the Agreement and 

this DPA, the terms of this DPA will control. 

11.3 本覚書に基づいてなされる請求は、本契約に規

定される条件（除外及び制限を含みますが、こ

れらに限られません。）に従うものとします。	

11.3 Any claims brought under this DPA shall be 

subject to the terms and conditions, including 

but not limited to, the exclusions and limitations 

set forth in the Agreement. 

11.4 お客様は、お客様の裁量により、お客様からの

書面による解除通知をマルケトが受領した時

点で、本覚書及び標準契約条項を解除すること

ができます。	

11.4 Customer may terminate this DPA and the 

Standard Contractual Clauses at Customer’s 

discretion upon Marketo’s receipt of Customer’s 

written notice of termination. 

11.5 本覚書の日本語と英語に齟齬がある場合、日本

語が優先するものとします。	

11.5 In case there are any inconsistencies between 

the Japanese and English languages of this DPA, 

the Japanese language shall prevail. 
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上記を受諾し、合意します。	 ACCEPTED AND AGREED TO: 

	  
お客様：（客様の正式名称）	

	

署名	 	

	 	

氏名	 	

役職名	 	

日付	 	
	

	

Marketo,	Inc.	

署名	 	

	 	

氏名	 Sterling	Miller	

役職名	 Sr.	 Vice	 President	 &	 General	

Counsel	

日付	 2018 年 12 月 6 日	
		

Customer:  
 

Legal Name of Customer 

By:  

 Authorized Signature 

Print Name:  

Title:  

Date:  
 

 

Marketo, Inc. 

By:  

 Authorized Signature 

Print Name: Sterling Miller 

Title: Sr. Vice President and General 

Date: 6 Dec 2018 
  

Marketo	EMEA	Ltd.	

署名	 	

	 	

氏名	 Jamie	Anderson	

役職名	 President,	EMEA,	Sales	Management	

日付	 2018 年 12 月 6 日	
		

Marketo EMEA Ltd. 

By:  

 Authorized Signature 

Print Name: Jamie Anderson 

Title: President, EMEA, Sales Management 

Date: 6 Dec 2018 
  

株式会社マルケト	

署名	 	

	 	

氏名	 福田康隆	

役職名	 代表取締役社長	

日付	 2018 年 12 月 6 日	
		

Marketo K.K. 

By:  

 Authorized Signature 

Print Name: Yasutaka Fukuda 

Title: President 

Date: 6 Dec 2018 
  

  

	

	 	

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

Anderson Jamie (Dec 6, 2018) Anderson Jamie (Dec 6, 2018)

Yasutaka Fukuda (Dec 7, 2018)
Yasutaka Fukuda

Yasutaka Fukuda (Dec 7, 2018)
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データ処理補遺	 DATA PROCESSING ADDENDUM 

別紙 1	 EXHIBIT 1 

本別紙 1は、本覚書の一部をなし、有効に法定拘束

力を有するためには、本覚書の一部として含まれ、

これと共に署名されなければなりません。	

This Exhibit 1 is part of the DPA and must be included 

as part of and signed with the DPA to be valid and 

legally binding. 

委員会決定 C(2010)593	 Commission Decision C(2010)593 

標準契約条項（処理者）	 Standard Contractual Clauses (processors) 

十分な水準のデータ保護が保証されていない第三者

国に所在する処理者への個人データの移転について

の指示 95/46/EC の第 26 条(2)において、	

For the purposes of Article 26(2) of Directive 

95/46/EC for the transfer of personal data to 

processors established in third countries which do 

not ensure an adequate level of data protection 

データ輸出組織の名称：	 Name of the data exporting organisation: 

住所：	 	
	

Address:  
 

電話番号:	 ;	
	

Tel: ; 
 

ファックス番号:	 	
	

FAX: ; 
 

E メール:	 	
	

e-mail:  
 

その他当該組織を特定するために必要な情報：	 Other Information needed to identify the 

organization: 

	

（データ輸出者）	
	

 

(the data exporter) 
 

データ輸入組織の名称：	

Marketo,	Inc.	

住所:	 901	Mariners	Island	Blvd.,		

Suite	500,	San	Mateo,	CA	94404	
	

電話番号:	 1.650.376.2300;	
	

E メール:	 privacyofficer@marketo.com	
		

Name of the data importing organization: 

Marketo, Inc. 

Address: 901 Mariners Island Blvd.,  

Suite 500, San Mateo, CA 94404 
 

Tel: 1.650.376.2300; 
 

e-mail: privacyofficer@marketo.com 
  

その他当該組織を特定するために必要な情報：該当

無し	

Other information needed to identify the 

organisation: N/A 

（データ輸入者）	 (the “data importer”) 

以下、各自を「各当事者」、両者を総称して「両当

事者」といいます。	

each a “party”; together “the parties”, 

両当事者は、付属書 1 に記載される個人データのデ

ータ輸出者からデータ輸入者への移転に関し、個人

のプライバシー並びに基本的権利及び自由を保護す

るための適切な安全措置を提示するため、以下の契

約条項（以下「本条項」といいます。）に合意します。	

HAVE AGREED on the following Contractual Clauses 

(the Clauses) in order to adduce adequate safeguards 

with respect to the protection of privacy and 

fundamental rights and freedoms of individuals for 

the transfer by the data exporter to the data importer 
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of the personal data specified in Appendix 1. 

第 1条	 Clause 1 

定義	 Definitions 

本条項において、	 For the purposes of the Clauses: 

(a) 「個人データ」、「特別な分類のデータ」、「処

理」、「管理者」、「処理者」、「データ対象個

人」及び「監督当局」とは、個人データの処

理及び当該データの移転の自由に関する個人

の保護についての 1995 年 10 月 24 日付欧州議

会及び理事会の指示 95/46/EC におけるのと同

じ意味を有するものとします。	

(a) 'personal data', 'special categories of data', 

'process/processing', 'controller', 'processor', 

'data subject' and 'supervisory authority' shall 

have the same meaning as in Directive 95/46/EC 

of the European Parliament and of the Council 

of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such 

data; 

(b) 「データ輸出者」とは、個人データを移転し

た管理者を意味します。	

(b) 'the data exporter' means the controller who 

transfers the personal data; 

(c) 「データ輸入者」とは、移転後にデータ輸出

者の指示及び本条項に従ってデータ輸出者の

ために処理されることを意図して、データ輸

出者から個人データを受領することに同意し

た処理者で、指示 95/46/EC の第 25 条(1)に定

義される適切な保護を保証する第三者国の体

制に該当しない者を意味します。	

(c) 'the data importer' means the processor who 

agrees to receive from the data exporter 

personal data intended for processing on his 

behalf after the transfer in accordance with his 

instructions and the terms of the Clauses and who 

is not subject to a third country's system 

ensuring adequate protection within the 

meaning of Article 25(1) of Directive 95/46/EC; 

(d) 「再委託先処理者」とは、データ輸入者又は

データ輸入者のその他の再委託先処理者によ

って起用される処理者で、移転後にデータ輸

出者の指示、本条項及び再委託契約書の条項

に従ってデータ輸出者のためにのみ行われる

処理活動を意図して、データ輸入者又はデー

タ輸入者のその他の再委託先処理者から個人

データを受領することに同意した者を意味し

ます。	

(d) 'the subprocessor' means any processor 

engaged by the data importer or by any other 

subprocessor of the data importer who agrees 

to receive from the data importer or from any 

other subprocessor of the data importer 

personal data exclusively intended for 

processing activities to be carried out on behalf 

of the data exporter after the transfer in 

accordance with his instructions, the terms of 

the Clauses and the terms of the written 

subcontract; 

(e) 「適用あるデータ保護法令」とは、データ輸

出者が所在する加盟国のデータ管理者に適用

(e) 'the applicable data protection law' means the 

legislation protecting the fundamental rights and 
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される、個人の基本的権利及び自由、並び

に、特に個人データの処理に関するプライバ

シー権を保護する法令を意味します。	

freedoms of individuals and, in particular, their 

right to privacy with respect to the processing of 

personal data applicable to a data controller in 

the Member State in which the data exporter is 

established; 

(f) 「技術上及び組織上のセキュリティ措置」と

は、事故による若しくは違法な破壊、事故に

よる紛失、変更、不正開示又はアクセス、特

に処理がネットワーク上でのデータの送信を

伴うもの、及びその他すべての違法な態様で

の処理に対し、個人データを保護することを

目的とする措置を意味します。	

(f) 'technical and organisational security measures' 

means those measures aimed at protecting 

personal data against accidental or unlawful 

destruction or accidental loss, alteration, 

unauthorised disclosure or access, in particular 

where the processing involves the transmission 

of data over a network, and against all other 

unlawful forms of processing. 

第 2条	 Clause 2 

移転の詳細	 Details of the transfer 

移転の詳細、特に該当する特別な分類の個人データ

については、本条項の不可欠な一部を構成する付属

書 1に記載されます。	

The details of the transfer and in particular the special 

categories of personal data where applicable are 

specified in Appendix 1 which forms an integral part of 

the Clauses. 

第 3条	 Clause 3 

第三者受益者条項	 Third-party beneficiary clause 

1. データ対象個人は、第三者受益者として、デー

タ輸出者に対し、本条、第 4条(b)乃至(i)、第

5条(a)乃至(e)及び(g)乃至(j)、第 6条(1)及び

(2)、第 7条、第 8条(2)、並びに第 9条乃至第

12 条を適用／強制することができます。	

1. The data subject can enforce against the data 

exporter this Clause, Clause 4(b) to (i), Clause 

5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), 

Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as 

third-party beneficiary. 

2. データ対象個人は、データ輸出者が事実上消滅

し、又は法律上存在しなくなった場合には、デ

ータ輸入者に対し、本条、第 5条(a)乃至(e)及

び(g)、第 6条、第 7条、第 8条(2)、並びに第

9 条乃至第 12 条を適用／強制することができ

ます。但し、契約又は法令上承継法人がデータ

輸出者の法的義務の全部を承継し、その結果当

該法人がデータ輸出者の権利及び義務を引き

継いだ場合は除外され、この場合、データ対象

個人は、当該法人に対し、上記条項を適用／強

2. The data subject can enforce against the data 

importer this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), 

Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 

12, in cases where the data exporter has factually 

disappeared or has ceased to exist in law unless 

any successor entity has assumed the entire legal 

obligations of the data exporter by contract or by 

operation of law, as a result of which it takes on 

the rights and obligations of the data exporter, in 

which case the data subject can enforce them 
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制することができます。	 against such entity. 

3. データ対象個人は、データ輸出者及びデータ輸

入者の両方が事実上消滅し、法律上存在しなく

なり、又は倒産した場合には、再委託先処理者

に対し、本条、第 5条(a)乃至(e)及び(g)、第 6

条、第 7 条、第 8 条(2)、並びに第 9 条乃至第

12 条を適用／強制することができます。但し、

契約又は法令上承継法人がデータ輸出者の法

的義務の全部を承継し、その結果当該法人がデ

ータ輸出者の権利及び義務を引き継いだ場合

は除外され、この場合、データ対象個人は、当

該法人に対し、上記条項を適用／強制すること

ができます。当該再委託先処理者の第三者責任

は、本条項に基づく自己の処理業務に関するも

のに限定されるものとします。	

3. The data subject can enforce against the 

subprocessor this Clause, Clause 5(a) to (e) and 

(g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 

to 12, in cases where both the data exporter and 

the data importer have factually disappeared or 

ceased to exist in law or have become insolvent, 

unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter by 

contract or by operation of law as a result of which 

it takes on the rights and obligations of the data 

exporter, in which case the data subject can 

enforce them against such entity. Such third-

party liability of the subprocessor shall be 

limited to its own processing operations under 

the Clauses. 

4. 両当事者は、データ対象個人が明示的に希望

し、国の法律により認められる場合、当該デー

タ対象個人が、組合又はその他の団体により代

理されることに異議を申し立てません。	

4. The parties do not object to a data subject being 

represented by an association or other body if 

the data subject so expressly wishes and if 

permitted by national law. 

第 4条	 Clause 4 

データ輸出者の義務	 Obligations of the data exporter 

データ輸出者は、以下の事項に同意し、これを保証

します。	

The data exporter agrees and warrants: 

(a) 個人データの処理（移転自体を含む）が、適

用あるデータ保護法令の関連規定に従って実

施されており、今後も実施され続け（かつ、

該当する場合、データ輸出者が所在する加盟

国の関係当局に対して通知されており）、ま

た、該当する加盟国の関連規定に違反しない

こと。	

(a) that the processing, including the transfer 

itself, of the personal data has been and will 

continue to be carried out in accordance with 

the relevant provisions of the applicable data 

protection law (and, where applicable, has been 

notified to the relevant authorities of the 

Member State where the data exporter is 

established) and does not violate the relevant 

provisions of that State; 

(b) データ輸入者に対し、移転された個人データ

を、データ輸出者のためにのみ、適用あるデ

ータ保護法令及び本条項に従って処理するよ

(b) that it has instructed and throughout the 

duration of the personal data processing 

services will instruct the data importer to 



20 
 

う指示しており、かつ、個人データ処理サー

ビスが継続する期間中指示すること。	

process the personal data transferred only on 

the data exporter's behalf and in accordance 

with the applicable data protection law and the 

Clauses; 

(c) データ輸入者が、本契約の付属書 2に記載さ

れた技術上及び組織上のセキュリティ措置に

関し、十分な保証を提供すること。	

(c) that the data importer will provide sufficient 

guarantees in respect of the technical and 

organisational security measures specified in 

Appendix 2 to this contract; 

(d) 適用あるデータ保護法令の条件を検討した

後、セキュリティ措置が、事故による若しく

は違法な破壊、事故による紛失、変更、不正

開示又はアクセス、特に処理がネットワーク

上でのデータの送信を伴うもの、及びその他

すべての違法な態様での処理に対し、個人デ

ータを保護するために適切なものであるこ

と、並びに、これらの措置が、 先端技術及

び実施コストを考慮して、処理及び保護され

るべきデータの性質によって生じるリスクに

対して適切な水準のセキュリティを確保する

ものであること。	

(d) that after assessment of the requirements of 

the applicable data protection law, the security 

measures are appropriate to protect personal 

data against accidental or unlawful destruction 

or accidental loss, alteration, unauthorised 

disclosure or access, in particular where the 

processing involves the transmission of data over 

a network, and against all other unlawful forms 

of processing, and that these measures ensure a 

level of security appropriate to the risks 

presented by the processing and the nature of 

the data to be protected having regard to the 

state of the art and the cost of their 

implementation; 

(e) セキュリティ措置の遵守を保証すること。	 (e) that it will ensure compliance with the security 

measures; 

(f) 特別な分類のデータの移転を伴う場合、デー

タ対象個人に対し、そのデータが、指示

95/46/EC で定義される適切な保護が保証され

ない第三者国に送信され得ることにつき、通

知がなされ、又は移転前若しくは移転後可能

な限り速やかに通知されること。	

(f) that, if the transfer involves special categories of 

data, the data subject has been informed or will 

be informed before, or as soon as possible after, 

the transfer that its data could be transmitted 

to a third country not providing adequate 

protection within the meaning of Directive 

95/46/EC; 

(g) データ輸出者が、移転を継続し、又は停止措

置を解除することとした場合、第 5条(b)又は

第 8条(3)に基づいてデータ輸入者又は再委託

先処理者から受領した通知を、データ保護監

督当局に対して送付すること。	

(g) to forward any notification received from the 

data importer or any subprocessor pursuant to 

Clause 5(b) and Clause 8(3) to the data 

protection supervisory authority if the data 

exporter decides to continue the transfer or to 
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lift the suspension; 

(h) 要求があった場合、データ対象個人に対し、

本条項の写し（付属書 2を除く）及びセキュ

リティ措置の概要説明書、並びに本条項に従

い作成する必要がある再委託処理に関する契

約書の写しを提供すること（但し、本条項又

は当該契約書に営業上の情報が含まれる場合

には、当該営業上の情報を削除することがで

きるものとします。）。	

(h) to make available to the data subjects upon 

request a copy of the Clauses, with the 

exception of Appendix 2, and a summary 

description of the security measures, as well as 

a copy of any contract for subprocessing 

services which has to be made in accordance 

with the Clauses, unless the Clauses or the 

contract contain commercial information, in 

which case it may remove such commercial 

information; 

(i) 再委託処理の場合、処理活動が、第 11 条に従

い、本条項に基づいてデータ輸入者によって

提供される個人データ及びデータ対象個人の

権利の保護と少なくとも同等水準の保護を提

供する再委託先処理者によって実施されるこ

と。	

(i) that, in the event of subprocessing, the 

processing activity is carried out in accordance 

with Clause 11 by a subprocessor providing at 

least the same level of protection for the 

personal data and the rights of data subject as 

the data importer under the Clauses; and 

(j) 第 4条(a)乃至(i)の遵守を保証すること	 (j) that it will ensure compliance with Clause 4(a) 

to (i). 

第 5条	 Clause 5 

データ輸入者の義務	 Obligations of the data impoter 

データ輸入者は、以下の事項に同意し、これを保証

します。	

The date importer agrees and warrants: 

(a) 個人データを、データ輸出者のためにのみ、

データ輸出者の指示及び本条項に従って処理

すること。理由の如何を問わず、前記を遵守

できない場合、遵守できないことにつき、速

やかにデータ輸出者に通知することに同意

し、この場合、データ輸出者は、データの移

転を停止し、及び／又は契約を解除できるこ

と。	

(a) to process the personal data only on behalf of 

the data exporter and in compliance with its 

instructions and the Clauses; if it cannot provide 

such compliance for whatever reasons, it 

agrees to inform promptly the data exporter of 

its inability to comply, in which case the data 

exporter is entitled to suspend the transfer of 

data and/or terminate the contract; 

(b) 自らに適用される法令により、データ輸出者

からの指示及び契約上の自らの義務を遵守す

ることができなくなると信じるに足る事由は

なく、本条項に規定される保証及び義務に重

大な悪影響を与えることが見込まれる法令の

(b) that it has no reason to believe that the 

legislation applicable to it prevents it from 

fulfilling the instructions received from the data 

exporter and its obligations under the contract 

and that in the event of a change in this 
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改正があった場合、当該改正を知った後可能

な限り速やかに、データ輸出者に対して当該

改正について通知し、この場合、データ輸出

者は、データの移転を停止し、及び／又は契

約を解除できること。	

legislation which is likely to have a substantial 

adverse effect on the warranties and obligations 

provided by the Clauses, it will promptly notify 

the change to the data exporter as soon as it is 

aware, in which case the data exporter is 

entitled to suspend the transfer of data and/or 

terminate the contract; 

(c) 移転された個人データを処理する前に、付属

書 2に記載される技術上及び組織上のセキュ

リティ措置を実施していること。	

(c) that it has implemented the technical and 

organisational security measures specified in 

Appendix 2 before processing the personal 

data transferred; 

(d) 以下の事項について、速やかにデータ輸出者

に通知すること。	

(d) that it will promptly notify the data exporter 

about: 

(i) 刑事法に基づき法執行機関の捜査の秘密

性を維持するために禁止される場合等、

別途禁止される場合を除き、法執行機関

から法的強制力のある個人データの開示

要請があった場合。	

(i) any legally binding request for disclosure 

of the personal data by a law 

enforcement authority unless otherwise 

prohibited, such as a prohibition under 

criminal law to preserve the 

confidentiality of a law enforcement 

investigation, 

(ii) 事故による又は不正なアクセスがあった

場合。	

(ii) any accidental or unauthorised access, 

and 

(iii) データ対象個人から直接に要

求を受けた場合（但し、別途権限を与え

られた場合を除き、当該要求に対して回

答する前に）。	

(iii) any request received directly from the 

data subjects without responding to that 

request, unless it has been otherwise 

authorised to do so; 

(e) 移転された個人データの処理に関するデータ

輸出者からの問い合わせに、速やかに、かつ

適切に対応し、移転された個人データの処理

に関する監督当局の助言に従うこと。	

(e) to deal promptly and properly with all inquiries 

from the data exporter relating to its 

processing of the personal data subject to the 

transfer and to abide by the advice of the 

supervisory authority with regard to the 

processing of the data transferred; 

(f) データ輸出者からの要求に応じて、本条項が

適用される処理活動の監査のために、データ

処理施設を提供すること。当該監査は、デー

タ輸出者又は（該当する場合には監督当局の

(f) at the request of the data exporter to submit its 

data processing facilities for audit of the 

processing activities covered by the Clauses 

which shall be carried out by the data exporter 
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同意の下）データ輸出者によって選ばれた、

独立したメンバーで、必要な専門家資格を保

有し、秘密保持義務を負う者によって構成さ

れる調査機関によって実施されるものとしま

す。	

or an inspection body composed of independent 

members and in possession of the required 

professional qualifications bound by a duty of 

confidentiality, selected by the data exporter, 

where applicable, in agreement with the 

supervisory authority; 

(g) 要求があった場合、データ対象個人に対し、

本条項又は既存の再委託処理に関する契約書

の写しを提供すること（但し、本条項又は当

該契約書に営業上の情報が含まれる場合に

は、当該営業上の情報を削除することができ

るものとします。）。但し、付属書 2について

は、データ対象個人がデータ輸出者から写し

を入手できない場合には、セキュリティ措置

の概要説明書によって代替されるものとしま

す。	

(g) to make available to the data subject upon 

request a copy of the Clauses, or any existing 

contract for subprocessing, unless the Clauses 

or contract contain commercial information, in 

which case it may remove such commercial 

information, with the exception of Appendix 2 

which shall be replaced by a summary 

description of the security measures in those 

cases where the data subject is unable to 

obtain a copy from the data exporter; 

(h) 再委託処理をする場合、事前にデータ輸出者

に通知し、事前の書面による承諾を得たこ

と。	

(h) that, in the event of subprocessing, it has 

previously informed the data exporter and 

obtained its prior written consent; 

(i) 再委託先処理者による処理サービスが、第 11

条に従って行われること。	

(i) that the processing services by the 

subprocessor will be carried out in accordance 

with Clause 11; 

(j) 本条項に基づいて締結した再委託処理に関す

る契約書の写しを、速やかにデータ輸出者に

送付すること。	

(j) to send promptly a copy of any subprocessor 

agreement it concludes under the Clauses to 

the data exporter. 

第 6条	 Clause 6 

責任	 Liability 

1. 両当事者は、各当事者又は再委託先処理者が

第 3条又は第 11 条に規定される義務に違反し

たことにより損害を被ったデータ対象個人

が、データ輸出者から、当該被った損害の賠

償を受けられることに合意します。	

1. The parties agree that any data subject, who has 

suffered damage as a result of any breach of the 

obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 

by any party or subprocessor is entitled to 

receive compensation from the data exporter 

for the damage suffered. 

2. データ対象個人が、データ輸入者又はその再

委託先処理者による第 3条又は第 11 条の義務

違反により生じた損害について、データ輸出

2. If a data subject is not able to bring a claim for 

compensation in accordance with paragraph 1 

against the data exporter, arising out of a breach 
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者が事実上消滅し、法律上存在しなくなり、

又は倒産したため、第 1項に従ってデータ輸

出者に対して賠償請求ができない場合、デー

タ輸入者は、当該データ対象個人が、データ

輸入者をデータ輸出者とみなして、データ輸

入者に対して請求を行えることに同意しま

す。但し、契約又は法令上承継法人がデータ

輸出者の法的義務の全部を承継している場合

は除き、この場合、データ対象個人は、当該

法人に対し、権利を行使することができま

す。	

データ輸入者は、再委託先処理者が自らの義

務に違反したことを理由に、自らの責任を免

れることはできません。	

by the data importer or his subprocessor of any 

of their obligations referred to in Clause 3 or in 

Clause 11, because the data exporter has 

factually disappeared or ceased to exist in law or 

has become insolvent, the data importer agrees 

that the data subject may issue a claim against the 

data importer as if it were the data exporter, 

unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter by 

contract or by operation of law, in which case the 

data subject can enforce its rights against such 

entity. The data importer may not rely on a 

breach by a subprocessor of its obligations in 

order to avoid its own liabilities. 

3. データ対象個人が、再委託先処理者による第 3

条又は第 11 条の義務違反により生じた損害に

ついて、データ輸出者及びデータ輸入者の両

方が事実上消滅し、法律上存在しなくなり、

又は倒産したため、第 1項及び第 2項に従っ

てデータ輸出者又はデータ輸入者に対して賠

償請求ができない場合、再委託先処理者は、

当該データ対象個人が、再委託先処理者をデ

ータ輸入者又はデータ輸出者とみなして、本

条項に基づく自己の処理業務に関して、再委

託先処理者に対して請求を行えることに同意

します。但し、契約又は法令上承継法人がデ

ータ輸出者又はデータ輸入者の法的義務の全

部を承継している場合は除き、この場合、デ

ータ対象個人は、当該法人に対し、権利を行

使することができます。当該再委託先処理者

の責任は、本条項に基づく自己の処理業務に

関するものに限定されるものとします。	

3. If a data subject is not able to bring a claim against 

the data exporter or the data importer referred 

to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach 

by the subprocessor of any of their obligations 

referred to in Clause 3 or in Clause 11 because 

both the data exporter and the data importer 

have factually disappeared or ceased to exist in 

law or have become insolvent, the subprocessor 

agrees that the data subject may issue a claim 

against the data subprocessor with regard to its 

own processing operations under the Clauses as 

if it were the data exporter or the data importer, 

unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter or 

data importer by contract or by operation of law, 

in which case the data subject can enforce its 

rights against such entity. The liability of the 

subprocessor shall be limited to its own 

processing operations under the Clauses. 

第 7条	 Clause 7 

調停及び管轄	 Mediation and jurisdiction 

1. データ輸入者は、データ対象個人が、データ 1. The data importer agrees that if the data subject 
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輸入者に対し、本条項に基づいて第三者受益

者としての権利及び／又は損害賠償請求権を

行使した場合、当該データ対象個人による以

下の決定を受諾することに同意します。	

invokes against it third-party beneficiary rights 

and/or claims compensation for damages under 

the Clauses, the data importer will accept the 

decision of the data subject: 

(a) 当該紛争につき、独立した個人又は（該

当する場合）監督当局による調停を申し

立てること。	

(a) to refer the dispute to mediation, by an 

independent person or, where 

applicable, by the supervisory authority; 

(b) 当該紛争につき、データ輸出者が所在す

る加盟国の裁判所に訴訟を提起するこ

と。	

(b) to refer the dispute to the courts in the 

Member State in which the data 

exporter is established. 

2. 両当事者は、データ対象個人の決定が、国内

又は国際法の規定に従って同人が救済を求め

る実体法又は手続法上の権利を害するもので

はないことに合意します。	

2. The parties agree that the choice made by the 

data subject will not prejudice its substantive or 

procedural rights to seek remedies in 

accordance with other provisions of national or 

international law. 

第 8条	 Clause 8 

監督当局への協力	 Cooperation with supervisory authorities 

1. データ輸出者は、監督当局から要求された場

合又は適用あるデータ保護法令に基づいて必

要となる場合、この契約書の写しを提出する

ことに同意します。	

1. The data exporter agrees to deposit a copy of 

this contract with the supervisory authority if it 

so requests or if such deposit is required under 

the applicable data protection law. 

2. 両当事者は、適用あるデータ保護法令に基づ

くデータ輸出者の監査に適用されるのと同様

の範囲及び条件の下で、監督当局がデータ輸

入者及び再委託先処理者の監査を行う権利を

有することに合意します。	

2. The parties agree that the supervisory authority 

has the right to conduct an audit of the data 

importer, and of any subprocessor, which has the 

same scope and is subject to the same 

conditions as would apply to an audit of the 

data exporter under the applicable data 

protection law. 

3. データ輸入者は、第 2項に基づくデータ輸入

者又は再委託先処理者の監査の遂行を妨げ

る、データ輸入者又は再委託先処理者に対し

て適用のある法令の存在につき、速やかにデ

ータ輸出者に通知するものとします。この場

合、データ輸出者は、第 5条(b)において想定

される措置を取ることができるものとしま

す。	

3. The data importer shall promptly inform the 

data exporter about the existence of legislation 

applicable to it or any subprocessor preventing 

the conduct of an audit of the data importer, or 

any subprocessor, pursuant to paragraph 2. In 

such a case the data exporter shall be entitled 

to take the measures foreseen in Clause 5 (b). 
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第 9条	 Clause 9 

準拠法	 Governing Law 

本条項は、データ輸出者が所在する加盟国の法律に

準拠するものとします。	

The Clauses shall be governed by the law of the 

Member State in which the data exporter is established. 

第 10 条	 Clause 10 

契約の変更	 Variation of the contract 

両当事者は、本条項を変更又は修正しないことを約

束します。これにより、両当事者が、本条項に矛盾

しない限りにおいて、必要に応じて事業に関連する

事項について条項を追加することは妨げられないも

のとします。	

The parties undertake not to vary or modify the 

Clauses. This does not preclude the parties from 

adding clauses on business related issues where 

required as long as they do not contradict the Clause. 

第 11 条	 Clause 11 

再委託処理	 Subprocessing 

1. データ輸入者は、データ輸出者の事前の書面

による同意がない限り、本条項に基づいてデ

ータ輸出者のために実施する処理活動を再委

託しないものとします。データ輸出者の同意

を得てデータ輸入者が本条項に基づく自らの

義務を再委託する場合、データ輸入者は、本

条項に基づいてデータ輸入者に課されるのと

同様の義務を再委託先処理者に課すことを内

容とする再委託先処理者との間の書面による

契約に基づいてのみ、これを行うものとしま

す。再委託先処理者が、当該書面による契約

に基づくデータ保護義務を遵守できない場

合、データ輸入者は、データ輸出者に対し、

当該契約に基づく再委託先処理者の義務の履

行につき、完全な責任を負い続けるものとし

ます。	

1. The data importer shall not subcontract any of 

its processing operations performed on behalf 

of the data exporter under the Clauses without 

the prior written consent of the data exporter. 

Where the data importer subcontracts its 

obligations under the Clauses, with the consent 

of the data exporter, it shall do so only by way 

of a written agreement with the subprocessor 

which imposes the same obligations on the 

subprocessor as are imposed on the data 

importer under the Clauses. Where the 

subprocessor fails to fulfil its data protection 

obligations under such written agreement the 

data importer shall remain fully liable to the 

data exporter for the performance of the 

subprocessor's obligations under such 

agreement. 

2. 上記のデータ輸入者と再委託先処理者との間

の契約においては、データ輸出者及びデータ

輸入者の両方が事実上消滅し、法律上存在し

なくなり、又は倒産し、契約又は法令上承継

法人がデータ輸出者又はデータ輸入者の法的

義務の全部を承継していないため、データ対

2. The prior written contract between the data 

importer and the subprocessor shall also 

provide for a third-party beneficiary clause as 

laid down in Clause 3 for cases where the data 

subject is not able to bring the claim for 

compensation referred to in paragraph 1 of 
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象個人がデータ輸出者又はデータ輸入者に対

して第 6条第 1項に定める賠償請求を行うこ

とができない場合について、第 3条に規定す

る第三者受益者に関する条項も含まれるもの

とします。当該再委託先処理者の第三者責任

は、本条項に基づく自己の処理業務に関する

ものに限定されるものとします。	

Clause 6 against the data exporter or the data 

importer because they have factually 

disappeared or have ceased to exist in law or 

have become insolvent and no successor entity 

has assumed the entire legal obligations of the 

data exporter or data importer by contract or by 

operation of law. Such third-party liability of the 

subprocessor shall be limited to its own 

processing operations under the Clauses. 

3. 第 1項に規定する契約中の再委託処理に係る

データ保護に関する条項は、データ輸出者が

所在する加盟国の法律に準拠するものとしま

す。	

3. The provisions relating to data protection aspects 

for subprocessing of the contract referred to in 

paragraph 1 shall be governed by the law of the 

Member State in which the data exporter is 

established. 

4. データ輸出者は、本条項に基づき締結され、

第 5条(j)に基づいてデータ輸入者より通知さ

れた再委託処理契約のリストを作成し、少な

くとも年に 1回は更新するものとします。当

該リストは、データ輸出者のデータ保護監督

当局の閲覧に供されるものとします。	

4. The data exporter shall keep a list of 

subprocessing agreements concluded under the 

Clauses and notified by the data importer 

pursuant to Clause 5 (j), which shall be updated 

at least once a year. The list shall be available to 

the data exporter's data protection supervisory 

authority. 

第 12 条	 Clause 12 

個人データ処理サービスの終了後の義務	
Obligation after the termination of personal data 

processing services 

1. 両当事者は、データ処理サービスが終了した

場合、データ輸入者に対して適用される法令

により、データ輸入者が移転された個人デー

タの全部又は一部を返還又は破棄できない場

合を除き、データ輸出者の選択に従い、デー

タ輸入者及び再委託先処理者が、すべての移

転された個人データ及びその写しをデータ輸

出者に返還し、又は、すべての個人データを

破棄し、データ輸出者に対して破棄したこと

を証明しなければならないことに合意しま

す。データ輸入者に対して適用される法令に

より、データ輸入者が移転された個人データ

1. The parties agree that on the termination of 

the provision of data processing services, the 

data importer and the subprocessor shall, at 

the choice of the data exporter, return all the 

personal data transferred and the copies 

thereof to the data exporter or shall destroy all 

the personal data and certify to the data 

exporter that it has done so, unless legislation 

imposed upon the data importer prevents it 

from returning or destroying all or part of the 

personal data transferred. In that case, the 

data importer warrants that it will guarantee 
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の全部又は一部を返還又は破棄できない場

合、データ輸入者は、移転された個人データ

の秘密保持を保証し、以降は、移転された個

人データを能動的に処理しないものとしま

す。	

the confidentiality of the personal data 

transferred and will not actively process the 

personal data transferred anymore. 

2. データ輸入者及び再委託先処理者は、データ

輸出者及び／又は監督当局からの要求があっ

た場合、第 1項に規定する措置の監査のため

に、そのデータ処理施設を提供することを保

証します。	

2. The data importer and the subprocessor 

warrant that upon request of the data exporter 

and/or of the supervisory authority, it will 

submit its data processing facilities for an audit 

of the measures referred to in paragraph 1. 

データ輸出者を代表して：	 On behalf of the data exporter: 

氏名（フルネーム）：	 	
	

役職名：	 	
	

住所：	 	
	

	 	
		

Name (written out in full)： 

Position:  
 

Address:  
 

 
 

契約が有効となるために必要となるその他の情報

（ある場合）：該当無し	

Other Information necessary in order for the 

contract to be binding (if any):N/A 

署名	 	

（会社印）	

Signature  

(stamp of organisation) 
 

データ輸入者を代表して：	 On behalf of the data importer: 

Marketo,	Inc.:	

氏名:	 Sterling	Miller	

役職名:	 Sr.	Vice	President	and	General	Counsel	

住所:	 901	Mariners	Island	Blvd.,		

Suite	500,	San	Mateo,	CA	94404	
		

Marketo, Inc.: 

Name: Sterling Miller 

Position: Sr. Vice President and General Counsel 

Address: 901 Mariners Island Blvd.,  

Suite 500, San Mateo, CA 94404 
  

契約が有効となるために必要となるその他の情報

（ある場合）：該当無し	

Other Information necessary in order for the 

contract to be binding (if any):N/A 

署名	 	

（会社印）	

Signature  

 (stamp of organisation) 
 

  

 

  

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
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標準契約条項への付属書 1	
APPENDIX 1 TO THE STANDARD CONTRACTUAL 

CLAUSES 

本付属書は、本条項の一部を構成し、両当事者によ

って記入され、署名されなければならないものとし

ます。	

This Appendix forms part of the Clauses and must be 

completed and signed by the parties. 

加盟国は、自国の手続に従い、本付属書に含める必

要のある追加情報を記入し、又は特定することがで

きます	

The Member States may complete or specify, 

according to their national procedures, any additional 

necessary information to be contained in this 

Appendix. 

データ輸出者	 Data exporter 

データ輸出者は、［移転に関連する貴社の活動の要

旨を記入してください。］	

The data exporter is (please specify briefly your 

activities relevant to the transfer): 

データ輸出者は、(i)データ輸出者として標準契約条

項を締結した法人、及び、(ii)データ輸出者が、代理

して欧州経済地域（EEA）、スイス内及び英国内に所

在するデータ対象者の個人データを処理する、すべ

てのデータ輸出者の関連会社（この標準契約条項が

組み込まれる本覚書において定義されます。）を指し

ます		

The data exporter is: (i) the legal entity that has 

executed the Standard Contractual Clauses as a data 

exporter and, (ii) all Affiliates (as defined in the DPA 

into which these Standard Contractual Clauses are 

incorporated) of the data exporter on whose behalf 

data importer processes personal data of data subjects 

located in the European Economic Area (EEA), 

Switzerland or the United Kingdom. 

データ輸入者	 Data importer 

データ輸入者は、［移転に関連する活動の要旨を記

入してください。］	

The data importer is (please specify briefly activities 

relevant to the transfer): 

データ輸入者は、本覚書、マーケティングオートメ

ーション・サービス契約（一般的に、エンドユーザ

ーサブスクリプション契約、エンドユーザーサービ

ス契約又はサブスクリプション及びサービス基本契

約と呼称されます。）及び関連するすべてのデータ

輸出者とデータ輸入者の間の注文書の条項に従っ

て、データ輸出者から提供された個人データを、デ

ータ輸出者の指示及び指揮に基づいて処理すること

を伴う、マーケティングオートメーション・サービ

ス（以下「本サブスクリプションサービス」といい

ます。）の提供者です。	

Data importer is a provider of automated marketing 

services (the “Subscription Services”) which involves 

processing personal data provided by, and pursuant to 

the instructions and directions of, the data exporter in 

accordance with the terms of the DPA and the 

marketing automation services agreement 

(commonly named an end user subscription 

agreement, end user services agreement or master 

subscription and services agreement) and all related 

orders between data exporter and data importer (the 

“Agreement”). 

データ対象個人	 DATA subjects 
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移転される個人データは、以下の分類のデータ対象

個人に係るものです。［記入してください。］	

The personal data transferred concern the following 

categories of data subjects (please specify): 

本サブスクリプションサービスに関連して個人デー

タが移転され得るデータ対象個人の分類は、データ

輸出者のみの裁量で、データ輸出者によって決定さ

れ、管理されます。これには、データ輸出者の顧客及

び顧客候補、データ輸出者の顧客候補及び顧客の従

業員及び取引先、並びに、データ輸出者の従業員及

び取引先が含まれる可能性がありますが、これらに

限定されません。	

The categories of data subjects whose personal data 

may be processed in connection with the Subscription 

Services are determined and controlled by the data 

exporter in its sole discretion and may include but are 

not limited to: customers, contacts and prospects of 

data exporter; employees or contractors of data 

exporter’s  customers, contacts and prospects, and; 

employees and contractors of data exporter. 

データの分類	 Categories of data 

移転される個人データは、以下の分類のデータに係

るものです。［記入してください。］	

The personal data transferred concern the following 

categories of data (please specify): 

個人データの分類は、データ輸出者のみの裁量で、

データ輸出者によって決定されます。これには、名

前及び苗字、雇用者、事業上の役割、職業上の肩

書、連絡先（Eメールアドレス、電話番号、住所

等）、事業上のネットワーク、職歴、並びに、事業

上の利害、位置データ、端末 ID データが含まれる

可能性がありますが、これらに限定されません。	

The categories of personal data are determined by data 

exporter in its sole discretion and may include but are 

not limited to: first and last name; employer; business 

role; professional title; contact information (e.g., email, 

phone, physical address); business network; business 

experience; business interests; localization data, and; 

device identification data. 

特別な分類のデータ（適切な場合）	 Special categories of data (if appropriate) 

移転される個人データは、以下の特別な分類のデー

タに係るものです。［記入してください。］	

The personal data transferred concern the following 

special categories of data (please specify): 

特別な分類の個人データ（もしある場合）は、デー

タ輸出者のみの裁量で、データ輸出者によって決定

されます。これには、人種／民族的な起源、政治

的、宗教的若しくは哲学的信条、組合への加盟又は

医療データを明らかにする情報が含まれる可能性が

ありますが、これらに限定されません。	

Special categories of personal data, if any, are 

determined by data exporter in its sole discretion and 

may include, but are not limited to, information 

revealing racial/ethnic origin, political, religious or 

philosophical beliefs, trade union membership or 

health data. 

処理業務	 Processing operations 

移転される個人情報は、以下の基本的な処理活動の

対象となります。［記入してください。］	

The personal data transferred will be subject to the 

following basic processing activities (please specify): 

データ輸入者は、本契約に基づいて本サブスクリプ

ションサービスを提供するために必要となる範囲

で、個人データを処理します。個人データに対して

なされる処理業務は、データ輸出者の本サブスクリ

Data importer will process personal data as necessary 

to perform the Subscription Services pursuant to the 

Agreement. The processing operations performed on 

the personal data will depend on the scope of data 
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プションサービスの範囲及びデータ輸出者によるマ

ルケトのインスタンスの設定によって異なります。

データ輸入者が本サブスクリプションサービスを提

供するために必要に応じて行う当該個人データの処

理業務には、収集、記録、整理、保管、利用、変

更、開示、送信、統合、回収、参照、アーカイブ及

び／又は破棄が含まれる可能性があります。	

exporter’s Subscription Services and data exporter’s 

configuration of its Marketo instance.  Such 

processing operations of personal data as necessary 

for data importer to provide the Subscription Services 

may include the following: collecting, recording, 

organizing, storage, use, alteration, disclosure, 

transmission, combining, retrieval, consultation, 

archiving and/or destruction. 

データ輸出者：	 DATA EXPORTER: 

	  

署名	 	

氏名	 	
	

Signature:  

Printed name:  
 

データ輸入者：Marketo,	Inc.	 DATA IMPORTER: Marketo, Inc. 

署名	 	

氏名	 Sterling	Miller	
	

Signature:  

Printed name: Sterling Miller 
 

 

  

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
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標準契約条項への付属書 2	
APPENDIX 2 TO THE STANDARD CONTRACTUAL 

CLAUSES 

本付属書は、本条項の一部を構成し、両当事者によ

って記入され、署名されなければならないものとし

ます	

This Appendix forms part of the Clauses and must be 

completed and signed by the parties. 

第 4条(d)及び第 5条(c)（又は添付された書面／法

令）に従ってデータ輸入者が実施する技術上及び組

織上のセキュリティ措置の概要	

Description of the technical and organisational 

security measures implemented by the data 

importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c) 

(or document/legislation attached): 

データ輸入者は、不正開示又は紛失に対する、お客

様のために処理する個人データのセキュリティ、完

全性及び保護のための書面化されたセキュリティプ

ログラムを維持します。データ輸入者のセキュリテ

ィプログラムには、データ輸入者の規模及び資源並

びにマルケトが処理する情報の種類に応じて適切な

管理上、技術上及び物理的な安全措置を含むものと

します。データ輸入者の技術上及び組織上のセキュ

リティ措置は、データ輸出者が購入した本サブスク

リプションサービスに適用されるマルケトセキュリ

ティ構造概要（随時更新されます。）内で説明さ

れ、これは、マルケトのコミュニティ・ウェブサイ

トで閲覧が可能とされるか、又はデータ輸入者及び

／又はデータ輸入者のその時点で 新のセキュリテ

ィ認証報告書（SOC	2、Type	II 等又は同等の報告

書）によってその他の方法で合理的に閲覧に供され

るものとします。	

Data importer maintains a written security program 

for the security, integrity and protection of personal 

data it processes on behalf of its customers against 

unauthorized disclosure or loss.  Data importer’s 

security program includes administrative, technical 

and physical safeguards appropriate for data 

importer’s size and resources and the types of 

information that it processes.  Data importer’s 

technical and organizational security measures are 

described in the Marketo Security Architecture 

Overview applicable to the Subscription Services 

purchased by data exporter, as updated from time to 

time, and accessible on Marketo’s Community web 

site or otherwise made reasonably available by data 

importer and/or through data importer’s then-

current security attestation report (such as SOC 2, 

Type II or equivalent). 

データ輸出者：	 DATA EXPORTER: 

	  

署名	 	

氏名	 	
	

Signature:  

Printed name:  
 

	  

データ輸入者：Marketo,	Inc.	 DATA IMPORTER: Marketo, Inc. 

署名	 	

氏名	 Sterling	Miller	
	

Signature:  

Printed name: Sterling Miller 
 

  

	

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

Sterling Miller (Dec 6, 2018)
Sterling Miller

https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
https://marketo.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvcwpWUzRGhKoqCLrmFrIpyf506qTb6er
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