バージョン：1.10 発行：2022 年 3 月
本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収
集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収もの種類、個人データの収です。カリフォカリフォ
ルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニする個人データの種類、個人データの収ビジタの種類、個人データの収ー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収以下のカリフォルニの種類、個人データの収カリフォルニ
ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシーポリシーを説明するものです。カリフォ参照してください。してください。カリフォ
本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 Bang & Olufsen a/s（所在地：所在地：Bang & Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer,
Denmark）およびその他の子会社（およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収子会社（所在地：B&O Play a/s を説明するものです。カリフォ含む）で構成されるむ）およびその他の子会社（で構成されるされる個人データの種類、個人データの収 Bang & Olufsen
Group（所在地：以下のカリフォルニ「B&O」または「当グループ」と呼ぶ）に適応されます。詳細に関してはまたは「当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ」または「当グループ」と呼ぶ）に適応されます。詳細に関してはと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ呼ぶ）に適応されます。詳細に関してはぶ）およびその他の子会社（に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ適応されます。詳細に関してはされます。カリフォ詳細に関してはに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ結年次報告書をご覧くださいを説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいください 。カリフォ

データ管理者と連絡先情報管理者と連絡先情報と連絡先情報連絡先情報 Bang & Olufsen A/S は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収管理者であり、お客様の個人であり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ処理する個人データの種類、個人データの収責任を有します。を説明するものです。カリフォ有します。します。カリフォ
連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報： Bang & Olufsen A/S, Bang & Olufsen Allé 1, DK-7600 Struer CVR no.：
41257911 E-mail：gdpr@bang-olufsen.dk

店舗 B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収直属店舗と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O 正規販売店（所在地：独立所有します。の種類、個人データの収店舗）およびその他の子会社（の種類、個人データの収両方で運営されていまされていま
す。カリフォ独立所有します。の種類、個人データの収店舗は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ独自で処理します。ご利用ので処理します。カリフォご覧ください利を説明するものです。カリフォ用のの種類、個人データの収 B&O 正規
販売店が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォどの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理している個人データの種類、個人データの収かに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同販売店の種類、個人データの収プラ
イバシーポリシーを説明するものです。カリフォ参照してください。してください。カリフォ
コンテンツ 1 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォその種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の方法 2 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収
保持期間 3 お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収保存・処理の種類、個人データの収場所 4 お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人へ
の種類、個人データの収開示 5 お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォ 6 雑則

1 当グループが収集する個人データの種類とその利用方法グループが収集する個人データの種類とその利用方法が収集する個人データの種類とその利用方法収集する個人データの種類とその利用方法する個人データの種類とその利用方法個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法種類とその利用方法と連絡先情報その種類とその利用方法利用方法
お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O の種類、個人データの収各ウェブサイト、アプリ、正規販売店、カスタマーサポートなどのウェブサイト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収正規販売店、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カスタの種類、個人データの収マーサポートなどの種類、個人データの収
様の権利を説明するものです。カリフォ々な媒体・手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人な媒体・手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人を説明するものです。カリフォ通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人じて当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関わりを説明するものです。カリフォ持つ際、当グループではお客様の個人際、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループではお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収・処理します。カリフォ

購入時 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · 名前、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収会社名（所在地：提供されている場されている個人データの種類、個人データの収場
合）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ所（所在地：提供されている場されている個人データの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ所などの種類、個人データの収配達情報（所在地：実際の種類、個人データの収住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ所と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ異なる場合）なる個人データの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
電話番号（所在地：提供されている場されている個人データの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（などの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 IP ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよっては位置
情報（所在地：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブページでストア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ検索を使用している場合）および言語。を説明するものです。カリフォ使用のしている個人データの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（および言語。カリフォ ·
製品名、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収数量、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収在庫管理単位番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収シリア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニル番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収購入日、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および正規販売店情
報などの種類、個人データの収注文/購入情報。カリフォ ·
クレジットカードまたは同様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収支払い方法などの支払いい方法などの種類、個人データの収支払い方法などの支払いい
情報（所在地：第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収サプライヤーを説明するものです。カリフォ使用の）およびその他の子会社（。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収注文書をご覧くださいを説明するものです。カリフォ処理して購入取
引を完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題を説明するものです。カリフォ完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収購入した製品の種類、個人データの収配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよっては返品を説明するものです。カリフォ手配し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ技術的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな問題
が収集する個人データの種類、個人データの収発生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供しますした場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡を説明するものです。カリフォ取り、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収保証期間内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収テクニカルサポートを説明するものです。カリフォ提供されている場します。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収社は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収よく利を説明するものです。カリフォ用のする個人データの種類、個人データの収店舗が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収サービスおよび修理、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収使用の上のサポートのの種類、個人データの収サポートの種類、個人データの収
提供されている場、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収質問に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして機能できるよう、お客様がよくできる個人データの種類、個人データの収よう、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収よく
利を説明するものです。カリフォ用のする個人データの種類、個人データの収店舗に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持します。カリフォ ·
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収事者であり、お客様の個人で
ある個人データの種類、個人データの収契約の履行（購入）に必須です。の種類、個人データの収履行（所在地：購入）およびその他の子会社（に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ必須です。です。カリフォ
カート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）する個人データの種類とその利用方法メール通知（米国とカナダにのみ適用される）と連絡先情報カナダにのみ適用される）に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）の種類とその利用方法み適用される）適用される個人データの種類とその利用方法） 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種
類： · お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収カート内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収製品情報（所在地：お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ショッピングカートに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ商品を説明するものです。カリフォ入れたま
ま、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収チェックア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニウトを説明するものです。カリフォ行なっていない場合）およびその他の子会社（およびメールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · カートに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ入れられた商品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客
様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレスを説明するものです。カリフォ処理して、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収商品が収集する個人データの種類、個人データの収まだ購入途中であることを通知しますである個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人知しますします。カリフォ
Cookie に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ同意した場合は、した場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 Cookie ポリシーを説明するものです。カリフォ確認してください。してください。カリフォ ·
この種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収事業
の種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づいています。カリフォ
アカウント放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブページまたはア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリで B&O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ
カウントを説明するものです。カリフォ作成されるした場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ログイン情報と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス。カリフォおよび、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収社に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
提供されている場する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ 選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します年月日、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 性別 · お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカ
ウントに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ追加する情報。する個人データの種類、個人データの収情報。カリフォ
· ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリの種類、個人データの収使用の。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収上のサポートの 記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客
様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ管理し（所在地：選好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ含む）で構成されるむ）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントの種類、個人データの収ユーザーの種類、個人データの収身元を特定、を説明するものです。カリフォ特定、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
証明するものです。カリフォし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収不正ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ不正利を説明するものです。カリフォ用のを説明するものです。カリフォ防ぎ、通知配信およびお客様の選好と同意を管理しぎ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人知します配信およびお客様の選好と同意を管理しおよびお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 選好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ同意した場合は、を説明するものです。カリフォ管理し
ます。カリフォまた、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 パーソナライズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用されたオンラインエクスペリエンスを説明するものです。カリフォ提供されている場し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォ 専用の
の種類、個人データの収購入情報を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のできる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォします。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題情報と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 選好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、を説明するものです。カリフォ記のデータを利用して、お客憶することによっする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよっ
てお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収将来の購入をより円滑に進められるようにします。アカウントはいつでも削の種類、個人データの収購入を説明するものです。カリフォより円滑に進められるようにします。アカウントはいつでも削に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ進められるようにします。アカウントはいつでも削められる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォします。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントはいつ際、当グループではお客様の個人でも削
除できます。できます。カリフォ · ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウント作成される時の同意に基づいの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づい
ています。カリフォ
サービスと製品の改善と連絡先情報製品の改善の種類とその利用方法改善 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · ウェブサイトおよびア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリの種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用のから収
集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収情報： IP ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収追跡、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよっては位置情報（所在地：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブペー
ジでストア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ検索を使用している場合）および言語。を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のしている個人データの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（。カリフォ · カスタの種類、個人データの収マーサービス/テクニカルサポートを説明するものです。カリフォ
受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。ける個人データの種類、個人データの収際、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ参加する情報。する個人データの種類、個人データの収際に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場する個人データの種類、個人データの収情報。カリフォ · 製品の種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ
用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収情報。カリフォ
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収集する個人データの種類、個人データの収 計レベルでデータレベルでデータの種類、個人データの収
を説明するものです。カリフォ分析し、お客様の好みに関する洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、みに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエを説明するものです。カリフォ得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエて、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サービス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収期 待、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収傾向などの全体的なエなどの種類、個人データの収全体的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなエ
クスペリエンスを説明するものです。カリフォ向などの全体的なエ上のサポートのさせます。カリフォさらに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品の種類、個人データの収使用のタの種類、個人データの収イプ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収日 付、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収頻度を説明するものです。カリフォ集する個人データの種類、個人データの収計レベルでデータレ
ベルで統計レベルでデータを説明するものです。カリフォ取り、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収分析し、お客様の好みに関する洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収使用の方法を説明するものです。カリフォ学習し、製品の品質を向上させ、新しし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収品質を説明するものです。カリフォ向などの全体的なエ上のサポートのさせ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収新しし
い製品の種類、個人データの収開発に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 役立てます。カリフォ · E メールでご覧ください連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡を説明するものです。カリフォ差し上げ、顧客満足度調査へのごし上のサポートのげ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。への種類、個人データの収ご覧ください

参加する情報。を説明するものです。カリフォお願いする場合があります。いする個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ ·
いて処理されます。カリフォ

上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収事業の種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づ

カスと製品の改善タ管理者と連絡先情報マーサービスと製品の改善 /テクニカルサポート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） /アップが収集する個人データの種類とその利用方法デート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · お客様の権利を説明するものです。カリフォ
の種類、個人データの収ケース/リクエストに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報。カリフォ · お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収シリア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニル番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製
品の種類、個人データの収保証情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収購入場所、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および B&O が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収リクエストを説明するものです。カリフォ処理する個人データの種類、個人データの収た めに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ求めるめる個人データの種類、個人データの収
場合が収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ情報。カリフォ · お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ユーザー情報：個人データの種類、個人データの収情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品シリア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニル番
号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収在庫管理単位番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品/ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリの種類、個人データの収使用のタの種類、個人データの収イプ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収使用の日と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 頻度に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収
情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ログイン認してください。証情報などお使いの種類、個人データの収（所在地：ペア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニリングされた）およびその他の子会社（B&O 製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
Deezer や TuneIn など当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリで提供されている場する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人サービスへの種類、個人データの収暗号化された認された認してください。
証情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同世帯内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニ B&O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリユーザーの種類、個人データの収情報 (該当グループが収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収場合)、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ご覧ください使用のの種類、個人データの収 B&O 機器
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしてお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ 選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別した情報（所在地：ご覧ください利を説明するものです。カリフォ用のの種類、個人データの収 B&O 製品の種類、個人データの収名前を説明するものです。カリフォカスタの種類、個人データの収
マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用する個人データの種類、個人データの収際など）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品使用の状況記のデータを利用して、お客録 (お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収機能できるよう、お客様がよくを説明するものです。カリフォ無効化された認していない場合)、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニを説明するものです。カリフォ B&O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリへの種類、個人データの収ログインと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして使用のする個人データの種類、個人データの収場合の種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該ログイン認してください。
証情報 (ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収プロフィール情報は含む）で構成されるまれません）およびその他の子会社（。カリフォ · 音声通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人話の種類、個人データの収録
音記のデータを利用して、お客録（所在地：電話で B&O カスタの種類、個人データの収マーサービスに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ 選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収電話の種類、個人データの収録音
を説明するものです。カリフォ保持する個人データの種類、個人データの収場合意した場合は、が収集する個人データの種類、個人データの収あります）およびその他の子会社（。カリフォ · 製品と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ製品の種類、個人データの収使用の方法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報（所在地：ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリを説明するものです。カリフォ使
用のした場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品から自で処理します。ご利用の動的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。信およびお客様の選好と同意を管理しされます）およびその他の子会社（：この種類、個人データの収ような情報に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収シリ
ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニル番号やモデル番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収デバイスの種類、個人データの収オペレーティングシステムのバージョン、の種類、個人データの収バージョン、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 IP ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレ
ス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収SSID、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ログファイル、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収使用の状況データの種類、個人データの収などの種類、個人データの収技術データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびバッテリー寿命、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
ワイヤレス接続の質、エラーログなどの診断データが含まれます。アプリでプライバの種類、個人データの収質、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収エラーログなどの種類、個人データの収診断データが含まれます。アプリでプライバデータの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収含む）で構成されるまれます。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリでプライバ
シー設定を説明するものです。カリフォ変更いただけます。いただけます。カリフォ · 体験アプリ：当グループは、ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 TrueDepth API テクノロ
ジー（所在地：ARKit、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収実際の種類、個人データの収指向などの全体的なエ性照してください。明するものです。カリフォ環境の自動測定）を使用して、アプリ内での種類、個人データの収自で処理します。ご利用の動測定）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ使用のして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ内のテクニカルサポートを提供しますで AR エフェク
トを説明するものです。カリフォ作成されるします。カリフォこの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収唯一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することでの種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 貴重なユーザー機能を提供することでなユーザー機能できるよう、お客様がよくを説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで
す。カリフォTrueDepth API に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって収集する個人データの種類、個人データの収された情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザーの種類、個人データの収デバイスから離れることはれる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは
ありません。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収この種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 共有します。したり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収TrueDepth API を説明するものです。カリフォ介してして
ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスおよび使用のしたデータの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収方法で保存または処理したりする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありませ
ん。カリフォTrueDepth API テクノロジーの種類、個人データの収詳細に関してはに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
https://support.apple.com/en-us/HT208108 を説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいください。カリフォ
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収コミュニケーションおよび
やり取りの種類、個人データの収一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで環と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 E メール、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収チャット機能できるよう、お客様がよく、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収電話、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ
を説明するものです。カリフォ通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人じて提供されている場した情報を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収および処理します。カリフォ · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォサービス
を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収た めに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のします。カリフォこれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収問い合わせの種類、個人データの収管理、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収苦情および保証事項の処理、技術サポーの種類、個人データの収処理、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収技術サポー
トの種類、個人データの収提供されている場を説明するものです。カリフォ行います。カリフォ · 注文や製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ問題が収集する個人データの種類、個人データの収発生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供しますした場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 E メール、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収電話、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 ソー
シャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人で連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡を説明するものです。カリフォ差し上げ、顧客満足度調査へのごし上のサポートのげる個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ · カスタの種類、個人データの収マー
サービスを説明するものです。カリフォ改善するため、お客様が同意した場合は、音声通話の録音を収集します。する個人データの種類、個人データの収ため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収同意した場合は、した場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 音声通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人話の種類、個人データの収録音を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収します。カリフォ
· お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収製品を説明するものです。カリフォ返品する個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のして身元を特定、確
認してください。を説明するものです。カリフォ行い、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収詐欺またはその他の違法行為を防止します。またはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収 違法行為を防止します。を説明するものです。カリフォ防ぎ、通知配信およびお客様の選好と同意を管理し止します。します。カリフォ
· 関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収製品ソフトウェア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニップデートを説明するものです。カリフォ提供されている場します。カリフォ · 上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用の
して、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収複数の種類、個人データの収デバイス間で現在および将来の購入をより円滑に進められるようにします。アカウントはいつでも削の種類、個人データの収 B&O 製品の種類、個人データの収セットア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニップを説明するものです。カリフォ容易にし、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収

（所在地：ペア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニリングされた）およびその他の子会社（B&O 製品を説明するものです。カリフォ管理して、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、みの種類、個人データの収サウンドプロファイルを説明するものです。カリフォ選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別できる個人データの種類、個人データの収
ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリでカスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用されたコンテンツを提供し、製品のを説明するものです。カリフォ提供されている場し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品の種類、個人データの収
ユーザーガイダンスと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ保証条件に容易にアクセスできるようにすることによって、およに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ容易にし、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスできる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およ
び同じ世帯内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収複数の種類、個人データの収 B&O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリユーザーを説明するものです。カリフォサポートして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品の種類、個人データの収使用のを説明するものです。カリフォ管理す
る個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用されたア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリの種類、個人データの収ユーザーエクスペリエンスを説明するものです。カリフォ提供されている場します。カリフォ
この種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づき行われます。カリフォ · 体験アプリ：当グループは、ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ：TrueDepth API テクノ
ロジーの種類、個人データの収唯一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することでの種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 貴重なユーザー機能を提供することでなユーザー機能できるよう、お客様がよくを説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォです。カリフォTrueDepth API
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって収集する個人データの種類、個人データの収された情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザーの種類、個人データの収デバイスから離れることはれる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収この種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 共有します。したり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収TrueDepth API を説明するものです。カリフォ介してしてア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスおよび使
用のしたデータの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収方法で保存または処理したりする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォTrueDepth API
テクノロジーの種類、個人データの収詳細に関してはに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 https://support.apple.com/en-us/HT208108 を説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいくだ
さい。カリフォ · 上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収契約の履行（購入）に必須です。上のサポートのの種類、個人データの収義務を履行するを説明するものです。カリフォ履行する個人データの種類、個人データの収
ため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または事業の種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づいて処理する個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ

マーケティング 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · 連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品およびお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収クリックした
オファーを説明するものです。カリフォ含む）で構成されるむ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品を説明するものです。カリフォ購入し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡した際に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場した情報。カリフォ
· 連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ショッピング履歴、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プロフィールデータの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、みを説明するものです。カリフォ反映するする個人データの種類、個人データの収
ショッピングおよびウェブ閲覧ください履歴など、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題 信およびお客様の選好と同意を管理しされた個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収
（所在地：B＆O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォお持ちの種類、個人データの収場合）およびその他の子会社（：パーソナライゼーションは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォまたは第三
者であり、お客様の個人から取得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエした個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収組み合わせを利用し、お客様の興味、好み、行動などに関み合わせを説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 興味、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、み、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収行動などに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関
する個人データの種類、個人データの収側面を分析および予測することによって実行されます。を説明するものです。カリフォ分析し、お客様の好みに関する洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエおよび予測する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって実行されます。カリフォWeb Cookie、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ピクセル、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プ
ラグイン、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収ウェブトレーステクノロジーから受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。信およびお客様の選好と同意を管理しした個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ同様の権利を説明するものです。カリフォ
の種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで使用のする個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォこの種類、個人データの収ようなテクノロジーの種類、個人データの収使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォつ際、当グループではお客様の個人いての種類、個人データの収詳細に関してはは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
Cookie に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収項の処理、技術サポーを説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいください。カリフォ · ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニンケートからの種類、個人データの収情報。カリフォ
ショッピングカートに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ入れたア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニイテムのバージョン、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報（所在地：チェックア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニウトされていない）およびその他の子会社（。カリフォ
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ使用のして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
カスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用されたオファー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収招待状、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収コンテスト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および同様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収マーケティン
グコンテンツを提供し、製品のを説明するものです。カリフォ E メールで提供されている場します。カリフォ · B&O に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおける個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収エクスペリエンス
（所在地：顧客体験アプリ：当グループは、）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ最適化された認する個人データの種類、個人データの収ため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ情報や推奨製品の種類、個人データの収提供されている場し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ショッピングカートに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
入れたままチェックア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニウトしていない製品の種類、個人データの収リマインダーを説明するものです。カリフォ送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題信およびお客様の選好と同意を管理しし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収パーソナライズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用さ
れたオファーを説明するものです。カリフォ送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題ります。カリフォこれらの種類、個人データの収サービスはすべて、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収以前の種類、個人データの収購入、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収クリックしたコン
テンツを提供し、製品の、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題信およびお客様の選好と同意を管理しした情報に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づいています。カリフォ · Google または
Facebook、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収Instagram、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収YouTube などの種類、個人データの収ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニサービスの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォお持
ちの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ニュースフィードでプロモーションを説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取る個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ
· 上のサポートの記のデータを利用して、お客に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収マーケティングに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ同意した場合は、
する個人データの種類、個人データの収場合の種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および Cookie を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け入れる個人データの種類、個人データの収場合の種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づいて
行われます。カリフォ
顧客体験アプリ：当グループは、 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · 調査に参加する際にお客様が提供する情報。・ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニンケート・フィードバックフォームのバージョン、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ含む）で構成されるまれ
る個人データの種類、個人データの収情報（所在地：個人データの種類、個人データの収情報、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ご覧ください利を説明するものです。カリフォ用のの種類、個人データの収 B&O 製品保証番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収購入場所、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収
フィードバックと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ評価、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収位置情報など）およびその他の子会社（。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · B&O 製品およびサービスの種類、個人データの収使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収フ ィー
ドバックは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 調査に参加する際にお客様が提供する情報。、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニンケート、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはフィードバックフォームのバージョン、の種類、個人データの収記のデータを利用して、お客入を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ依頼
する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって収集する個人データの種類、個人データの収されます。カリフォ · この種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づき行われます。カリフォ
ユーザー生成コンテンツコンテンツ 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成されるコンテンツを提供し、製品のライセンス規
約の履行（購入）に必須です。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収（所在地：位置情報やその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収識別情報など）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお ける個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収画像などのお客様がソーシャルメディアに投稿したなどの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ投稿したした
ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品の。カリフォ 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 画像などのお客様がソーシャルメディアに投稿した
などの種類、個人データの収ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品のライセンス条項の処理、技術サポーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グい、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収（所在地：位
置情報やその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収識別情報など）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ提供されている場した場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ投
稿したしたユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品のを説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収します。カリフォ · この種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づき
行われます。カリフォ
Cookies 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： · IP ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収E メール、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収追跡/プロトコルデータの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
チェックア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニウトしていないショッピングカートの種類、個人データの収詳細に関しては。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · Cookie およびピクセル、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収タの種類、個人データの収
グやその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収識別子などの種類、個人データの収同様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収技術を説明するものです。カリフォ使用のして収集する個人データの種類、個人データの収されたお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収行動情報を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のし
て、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 好の収集を含む）、アカウントのユーザーの身元を特定、みを説明するものです。カリフォ記のデータを利用して、お客憶することによっし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブサイトおよびア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリが収集する個人データの種類、個人データの収どの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ使用の
されている個人データの種類、個人データの収かを説明するものです。カリフォ理 解し、マーケティングサービスをカスタマイズします。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収マーケティングサービスを説明するものです。カリフォカスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用します。カリフォ · Bang &
Olufsen の種類、個人データの収カタの種類、個人データの収ログや一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな情報などを説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループある個人データの種類、個人データの収いは正規販売店から受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取る個人データの種類、個人データの収
ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ提供されている場していただいた場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは同情報を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収して、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収販 促目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
の種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォデータの種類、個人データの収ベースに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ保存します。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなったり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 ダウンロードさ
れたりする個人データの種類、個人データの収場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収閲覧くださいを説明するものです。カリフォ追跡します。カリフォそうしたトラッキング情報は特に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォ
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ特化された認した情報を説明するものです。カリフォ提供されている場し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループサイトの種類、個人データの収どの種類、個人データの収部分が収集する個人データの種類、個人データの収よく閲覧くださいされる個人データの種類、個人データの収かを説明するものです。カリフォ知しまする個人データの種類、個人データの収た め
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ使用のされます。カリフォまた、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収保存した情報はサイトの種類、個人データの収有します。用の性を説明するものです。カリフォ改善するため、お客様が同意した場合は、音声通話の録音を収集します。する個人データの種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ使用のされます
（所在地：例えば、ユーザーのお気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユーえば、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザーの種類、個人データの収お気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ入りの種類、個人データの収サイトへの種類、個人データの収クイックログインを説明するものです。カリフォ可能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしたり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユー
ザーと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォその種類、個人データの収個々な媒体・手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人の種類、個人データの収データの種類、個人データの収セットの種類、個人データの収区別する個人データの種類、個人データの収ため）およびその他の子会社（。カリフォ · 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収使用のする個人データの種類、個人データの収 Cookie と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
その種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォつ際、当グループではお客様の個人いての種類、個人データの収詳細に関してはは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収 Cookie に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収ポリシーを説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいくださ
い。カリフォ
ビジタ管理者と連絡先情報ー 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： ·
先の種類、個人データの収詳細に関しては。カリフォ

名前、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収電話番号、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収会社などの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · 誰が当グループの施設を訪れているかを知るこが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収施設を説明するものです。カリフォ訪れているかを知るこれている個人データの種類、個人データの収かを説明するものです。カリフォ知しまする個人データの種類、個人データの収こ
と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報を説明するものです。カリフォ保持しています。カリフォこれは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 緊急時の同意に基づいの種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ知します
る個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ · 上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収事業の種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づいて処理されま
す。カリフォ
サプが収集する個人データの種類とその利用方法ライヤー関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）係およびその他の取引相手（イベントを含む）およびその種類とその利用方法他の取引相手（イベントを含む）の種類とその利用方法取引相手（イベント放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）を含む）含む）む） 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類： ·
名前、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収役職、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収E メールア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニドレス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ所、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収会社、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収電話番号などの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報。カリフォ

個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理方法： · B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サプライヤーやその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収取引を完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題相手に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関
わらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同グループと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 コミュニケーションおよびやり取りの種類、個人データの収一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで環と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニお

よび/または当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニが収集する個人データの種類、個人データの収勤務を履行するする個人データの種類、個人データの収会社と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O の種類、個人データの収関係を管理する目的で、個人情報を収集を説明するものです。カリフォ管理する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収
および処理します。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニまたは当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニが収集する個人データの種類、個人データの収勤務を履行するする個人データの種類、個人データの収会社と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収間の種類、個人データの収合意した場合は、を説明するものです。カリフォ履
行する個人データの種類、個人データの収ため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または B&O の種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。を説明するものです。カリフォ追求めるし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収B&O と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収関係を管理する目的で、個人情報を収集を説明するものです。カリフォ管理する個人データの種類、個人データの収
目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および個人データの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収処理に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお ける個人データの種類、個人データの収 B&O の種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。が収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。よりも優先され
る個人データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ評価された場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持する個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ · B&O、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収製品、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
および第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 共同で作成されるした製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収ニ ュース、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収イベント、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収コンテスト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およ
び同様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収マーケティングコンテンツを提供し、製品のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収カスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用された情報を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ提供されている場
します。カリフォこの種類、個人データの収処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づき行われます。カリフォ
2 個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法保持期間
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなる個人データの種類、個人データの収期間を説明するものです。カリフォ超えてお客様の情報を保持することえてお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
はありません。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収情報保持期間は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収情報の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収・利を説明するものです。カリフォ用の目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより異なる場合）なり
ます。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該個人データの種類、個人データの収情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収下のカリフォルニ 記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収期間の種類、個人データの収経過後削除できます。されます。カリフォただし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該データの種類、個人データの収
を説明するものです。カリフォ他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収処理目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで処理できる個人データの種類、個人データの収法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 根拠を持つ場合を除きます。を説明するものです。カリフォ持つ際、当グループではお客様の個人場合を説明するものです。カリフォ除できます。きます。カリフォ

購入時 お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収購入と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ製品保証情報に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォした個人データの種類、個人データの収情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収保証期間満了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題後 1 年間、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ま
たは個人データの種類、個人データの収的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな利を説明するものです。カリフォ 益に基づいています。の種類、個人データの収提供されている場や、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザーの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づくカスタの種類、個人データの収マイズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用されたダイレクト
マーケティング、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるの種類、個人データの収追求めるなど、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該情報の種類、個人データの収維持が収集する個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくである個人データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 考えられる場合えられる個人データの種類、個人データの収場合
などに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォその種類、個人データの収ようなデータの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで合法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理される個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収保持および処理されま
す。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ作成されるした場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ削除できます。する個人データの種類、個人データの収
か、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ情報の種類、個人データの収削除できます。を説明するものです。カリフォ依頼する個人データの種類、個人データの収まで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収購入と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ製品保証に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持しま
す。カリフォ
カート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）する個人データの種類とその利用方法メール通知（米国とカナダにのみ適用される）と連絡先情報カナダにのみ適用される）に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）の種類とその利用方法み適用される）適用される個人データの種類とその利用方法） お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ショッピ
ングカートに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ入れた製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 12 か月間保持および処理されます。カリフォ

アカウント放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウント作成される時の同意に基づいに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ提供されている場した個人データの種類、個人データの収情報や、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウン
トに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ追加する情報。したその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ削除できます。する個人データの種類、個人データの収まで保持されます。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ製品ソフトウェア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ更いただけます。新し版の使用に関連したお客様の個人情報は、お客の種類、個人データの収使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしたお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客
様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収いずれかの種類、個人データの収 B&O ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリを説明するものです。カリフォ使用のした最後の種類、個人データの収日から 3 年間保持および処理されます。カリフォ
カスと製品の改善タ管理者と連絡先情報マーサービスと製品の改善 /テクニカルサポート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） /アップが収集する個人データの種類とその利用方法デート放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される） 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォへの種類、個人データの収個
人データの種類、個人データの収的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。提供されている場に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォした個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 最後の種類、個人データの収 B&O 製品購入日から 5 年間
保持・処理されます。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ製品およびサービスに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収フィードバック
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォした個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収調査に参加する際にお客様が提供する情報。・ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニンケート・フィードバックフォームのバージョン、の種類、個人データの収記のデータを利用して、お客入日か
ら 2 年間保持・処理されます。カリフォ
通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人話：録音が収集する個人データの種類、個人データの収 30 日間保持されます。カリフォ

請求める/苦情：苦情発生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供しますから 5 年間。カリフォ

マーケティング－ Bang & Olufsen コミュニティ
お客様の権利を説明するものです。カリフォへの種類、個人データの収ダイレクトマーケティング (Bang & Olufsen コミュニティ) の種類、個人データの収提供されている場に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 B&O 製品の種類、個人データの収使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収お使いの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ
カウントで配信およびお客様の選好と同意を管理しを説明するものです。カリフォ解し、マーケティングサービスをカスタマイズします。除できます。する個人データの種類、個人データの収か優先設定を説明するものです。カリフォ変更いただけます。する個人データの種類、個人データの収まで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収保持および処理されます。カリフォ
お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関し最新しの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持できる個人データの種類、個人データの収よう、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお使いの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ ログイ
ンし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ更いただけます。新しする個人データの種類、個人データの収ようお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお 願いする場合があります。いする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ
配信およびお客様の選好と同意を管理し解し、マーケティングサービスをカスタマイズします。除できます。後、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは 2 年間同意した場合は、を説明するものです。カリフォ得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエたこと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ証明するものです。カリフォできる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 最小限のデータをの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ
保持します。カリフォ
顧客体験アプリ：当グループは、
顧客体験アプリ：当グループは、データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品の規約の履行（購入）に必須です。で指定されている個人データの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人り保持および処理
されます。カリフォ

ユーザー生成コンテンツコンテンツ
ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品のは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー生した場合にお客様と連絡を取り、保証期間内のテクニカルサポートを提供します成される コンテンツを提供し、製品の規約の履行（購入）に必須です。で指定されている個人データの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人り保持お
よび処理されます。カリフォ
Cookies Cookie は保持は最大 1 年間保持されます。カリフォ

ビジタ管理者と連絡先情報ー 敷地内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収訪れているかを知るこ問者であり、お客様の個人からの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報は 2 か月間保持されます。カリフォ
サプが収集する個人データの種類とその利用方法ライヤー関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）係およびその他の取引相手（イベントを含む）およびその種類とその利用方法他の取引相手（イベントを含む）の種類とその利用方法取引相手（イベント放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）を含む）含む）む） B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サプライヤー
およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収取引を完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題 相手と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収関係を管理する目的で、個人情報を収集を説明するものです。カリフォ維持している個人データの種類、個人データの収限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収後、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収適用の法で個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保
持する個人データの種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O が収集する個人データの種類、個人データの収義務を履行する付けられている個人データの種類、個人データの収場合を説明するものです。カリフォ含む）で構成される め、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持する個人データの種類、個人データの収
正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収 限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ保持します。カリフォマーケティングに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客
様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、が収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収 限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同情報を説明するものです。カリフォ保持します。カリフォ
3 お客様の個人データの保存・処理の場所の種類とその利用方法個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法保存・処理の種類とその利用方法場所
一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな原則と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は欧州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ経済領域 (EEA) 内のテクニカルサポートを提供しますで保存・処理されま
す。カリフォしかし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収「お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人への種類、個人データの収開示」または「当グループ」と呼ぶ）に適応されます。詳細に関してはの種類、個人データの収 項の処理、技術サポーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
記のデータを利用して、お客載されている通り、されている個人データの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人り、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 EEA の種類、個人データの収外部に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおいて B&O 内のテクニカルサポートを提供しますの種類、個人データの収事業体間、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ正規販売店、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お
よび特定の種類、個人データの収種類の種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人間で転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題される個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ この種類、個人データの収転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収された目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 範囲内のテクニカルサポートを提供しますで行われます。カリフォ
中であることを通知します華人データの種類、個人データの収民共和国で収集された個人データは、適用される中国の法令に従って保持されまで収集する個人データの種類、個人データの収された個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収適用のされる個人データの種類、個人データの収中であることを通知します 国で収集された個人データは、適用される中国の法令に従って保持されまの種類、個人データの収法令に従って保持されまに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって保持されま
す。カリフォ

EU 一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般データの種類、個人データの収保護規則（所在地：GDPR）およびその他の子会社（で定められている個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題
する個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収欧州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ委員会に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよって適切なレベルの保護があると承認された国に転送するかなレベルの種類、個人データの収保護が収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ承認してください。された国で収集された個人データは、適用される中国の法令に従って保持されまに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題する個人データの種類、個人データの収か、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
B&O と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォデータの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。信およびお客様の選好と同意を管理しする個人データの種類、個人データの収非 EEA 事業体と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収間で適切なレベルの保護があると承認された国に転送するかに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ起草された契約を締結することにされた契約の履行（購入）に必須です。を説明するものです。カリフォ締結する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
より、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収ような転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収有します。効な法律および規制が遵守され、転送前に関連する法および規制が遵守され、転送前に関連する法が収集する個人データの種類、個人データの収遵守され、転送前に関連する法され、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題前に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収法
的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおよびセキュリティ上のサポートのの種類、個人データの収保護手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人が収集する個人データの種類、個人データの収確保されます。カリフォ 4 お客様の個人データの保存・処理の場所の種類とその利用方法個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法当グループが収集する個人データの種類とその利用方法グルー
プが収集する個人データの種類とその利用方法に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）よる個人データの種類とその利用方法第三者と連絡先情報への種類とその利用方法開示
一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな原則と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収製品、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サービス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 キャンペーンの種類、個人データの収促進められるようにします。アカウントはいつでも削・向などの全体的なエ上のサポートの
の種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォデータの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理を説明するものです。カリフォ行っています。カリフォ本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プライバシーポリシーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 記のデータを利用して、お客載されている通り、されてい
る個人データの種類、個人データの収範囲を説明するものです。カリフォ除できます。き、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ販売、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 共有します。
する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ
ただし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収法律および規制が遵守され、転送前に関連する法、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収裁判所命令に従って保持されま、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収所轄官庁による決定により義務付けられた場合や法執行のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収決定に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより義務を履行する付けられた場合や法執行の種類、個人データの収
ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ開示する個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォさらに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ
は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ以下のカリフォルニの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 共有します。する個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ 1) 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ企
業と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O 正規販売店：お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ製品と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォサービスを説明するものです。カリフォ提供されている場し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ製品およびサー
ビス全体で一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで貫したレベルのサービスを実現し、製品、サービスおよびお客様の顧客体したレベルの種類、個人データの収サービスを説明するものです。カリフォ実 現し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サービスおよびお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 顧客体
験アプリ：当グループは、を説明するものです。カリフォ向などの全体的なエ上のサポートのさせる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォです。カリフォ 2) 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ代わって各種サービスを実施する第わって各ウェブサイト、アプリ、正規販売店、カスタマーサポートなどの種サービスを説明するものです。カリフォ実 施する個人データの種類、個人データの収第
三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収業者であり、お客様の個人：この種類、個人データの収サービスに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 請求める書をご覧ください送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題付、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収販売、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収マーケティング、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収IT サポート、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収広
告、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収分析し、お客様の好みに関する洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収研究、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カスタの種類、個人データの収マーサービス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品サービスサポート、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 出荷および注文書の処および注文書をご覧くださいの種類、個人データの収処
理、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収保存、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収認してください。証、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 セキュリティ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収不正防ぎ、通知配信およびお客様の選好と同意を管理し止します。、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収支払い方法などの支払い処理、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収法 務を履行するサービスが収集する個人データの種類、個人データの収含む）で構成されるまれま
す。カリフォこうした第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収業者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収上のサポートの 記のデータを利用して、お客サービス実施の種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収への種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ
クセスが収集する個人データの種類、個人データの収与えられますが、担当サービス以外の目的でデータを利用することは禁止されえられますが収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収担当グループが収集する個人データの種類、個人データの収サービス以外の種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォでデータの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは 禁止します。され
ています。カリフォ 3) 音楽ストリーミングサービス：お客様がストリーミングサービス：お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品を説明するものです。カリフォ使用のして第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収
ストリーミングサービスに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 接続の質、エラーログなどの診断データが含まれます。アプリでプライバした場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収コンテンツを提供し、製品のの種類、個人データの収提供されている場を説明するものです。カリフォ可能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収
ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ共有します。する個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ 4) B&O の種類、個人データの収法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ確立、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 遂行、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
弁護する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人。カリフォ 5) B&O の種類、個人データの収資産または株式の全部または一部の合併、売却、合弁、譲または株式の全部または一部の合併、売却、合弁、譲の種類、個人データの収全部または一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで部の種類、個人データの収合併、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収売却、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収合弁、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収譲
渡、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収名義変更いただけます。やその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収譲渡が収集する個人データの種類、個人データの収あった場合の種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収事者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなる個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人。カリフォ (破産または株式の全部または一部の合併、売却、合弁、譲や同様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収手続の質、エラーログなどの診断データが含まれます。アプリでプライバ
も含む）で構成されるみますが収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収それに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 限のデータを定されません。カリフォ) 6) お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づく他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ開示する個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収これらの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収保護に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収機密保持およびプライバシーの種類、個人データの収義務を履行するに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより拘束されることをされる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ
確実に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収た め、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはあらゆる個人データの種類、個人データの収合理的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな措置を説明するものです。カリフォ講じます。個人データが当グじます。カリフォ個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループの種類、個人データの収指示と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ適用の法規に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グい当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収定める個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収み処理され、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収適切なレベルの保護があると承認された国に転送するかな
セキュリティ上のサポートのの種類、個人データの収措置が収集する個人データの種類、個人データの収取られる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同開示は関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収データの種類、個人データの収処理契約の履行（購入）に必須です。
締結を説明するものです。カリフォ含む）で構成されるめた法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく件に容易にアクセスできるようにすることによって、およの種類、個人データの収遵守され、転送前に関連する法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づき行われます。カリフォ
5 お客様の個人データの保存・処理の場所の種類とその利用方法権利
お客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収EU 一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般データの種類、個人データの収保護規則の種類、個人データの収下のカリフォルニで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収自で処理します。ご利用の 身に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収処理に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関して多くの権くの種類、個人データの収権
利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。しています。カリフォ お客さま権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ行使したい場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループまでご覧ください連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡くださ
い。カリフォなお、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスして変更いただけます。を説明するものです。カリフォ加する情報。える個人データの種類、個人データの収前に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な

本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収確認してください。を説明するものです。カリフォ行う必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォご覧ください注意した場合は、ください。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォお持ちの種類、個人データの収場合は
https://cloud.bang-olufsen.com でログインしてデータの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォも可能できるよう、お客様がよくです。カリフォ
情報を含む）閲覧する権利（アクセス権）する個人データの種類とその利用方法権利（アクセスと製品の改善権） お客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収構造化された認され、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ使用のされ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収機 械
で読み取り可能な形式で、当グループが処理するお客様に関する情報にアクセスする権み取り可能できるよう、お客様がよくな形式の全部または一部の合併、売却、合弁、譲で、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収処理する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスする個人データの種類、個人データの収権
利を説明するものです。カリフォおよびお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ提供されている場した個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取る個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ならびに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収 選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別する個人データの種類、個人データの収あらゆる個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ移転する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ
修正する権利する個人データの種類とその利用方法権利：お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収自で処理します。ご利用の 身に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収誤った情報を修正する権利があります。当グった情報を説明するものです。カリフォ修正する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場した個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 変更いただけます。が収集する個人データの種類、個人データの収あった場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収都度更いただけます。新しする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ
推奨します。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収処理する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収 常に最新のものであるよう、少なくてに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ最新しの種類、個人データの収もの種類、個人データの収である個人データの種類、個人データの収よう、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 少なくてなくて
も年に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 1 回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。は個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ確認してください。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収適 宜更いただけます。新しする個人データの種類、個人データの収ようお願いする場合があります。いしています。カリフォ
消去する権利：する個人データの種類とその利用方法権利：特別な場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォは当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで般的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな消去期間の種類、個人データの収前に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ自で処理します。ご利用の身の種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ消去する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。します。カリフォ削除できます。後は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は過度の種類、個人データの収遅延なな
しに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収サーバーから削除できます。されますが収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収情報が収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収バックア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニップに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ保
存されている個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収す べて完全に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ削除できます。する個人データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収2 か月要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ
処理の種類とその利用方法制限と異議申立の権利：と連絡先情報異議申立の権利：の種類とその利用方法権利：特定の種類、個人データの収場合に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおいて、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォは個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理を説明するものです。カリフォ制が遵守され、転送前に関連する法限のデータを
する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォまた、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O が収集する個人データの種類、個人データの収追求めるする個人データの種類、個人データの収正当グループが収集する個人データの種類、個人データの収な利を説明するものです。カリフォ益に基づいています。の種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで収集する個人データの種類、個人データの収された個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収
の種類、個人データの収処理に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ異なる場合）議を唱える権利があります。この例としては、関連する製品ソフトウェアのを説明するものです。カリフォ唱える権利があります。この例としては、関連する製品ソフトウェアのえる個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォこの種類、個人データの収例えば、ユーザーのお気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユーと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収製品ソフトウェア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収
更いただけます。新しを説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題情報を説明するものです。カリフォ記のデータを利用して、お客憶することによっして今後の種類、個人データの収購入を説明するものです。カリフォ容易にし、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収また
は B&O 製品の種類、個人データの収使用のタの種類、個人データの収イプ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収日 付、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収頻度に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収分析し、お客様の好みに関する洞察を得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ統計レベルでデータを説明するものです。カリフォ行う場合が収集する個人データの種類、個人データの収挙げられますげられます。カリフォ
同意を撤回する権利：を含む）撤回する権利：する個人データの種類とその利用方法権利：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収処理活動の種類、個人データの収一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで部は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づいて行われ
ます。カリフォその種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォは 随時の同意に基づい同意した場合は、を説明するものです。カリフォ取り下のカリフォルニげる個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。します。カリフォ個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
同意した場合は、した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収いつ際、当グループではお客様の個人でも自で処理します。ご利用の由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォその種類、個人データの収同意した場合は、を説明するものです。カリフォ撤回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できます。カリフォ処理の種類、個人データの収撤回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お
客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収同意した場合は、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づいてすでに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ行われた個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理の種類、個人データの収合法性に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ影響を与えません。を説明するものです。カリフォ与えられますが、担当サービス以外の目的でデータを利用することは禁止されえません。カリフォ
同意した場合は、を説明するものです。カリフォ撤回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収処理は停止します。され、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収は消去されま
す。カリフォ
詳細情報：デンマークの種類、個人データの収データの種類、個人データの収保護局のの種類、個人データの収データの種類、個人データの収主体の種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収 ガイドラインで、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お
客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収詳細に関してはを説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいいただけます。カリフォまた、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ICO の種類、個人データの収ウェブページ（所在地：英語）およびその他の子会社（で、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォつ際、当グループではお客様の個人いて詳しくお読み取り可能な形式で、当グループが処理するお客様に関する情報にアクセスする権みいただけます。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ問い合わせていただけて
も構いません。カリフォ
苦情申立の権利：権 不満を説明するものです。カリフォお持ちの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォは当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループまでご覧ください連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡ください。カリフォ
苦情の種類、個人データの収結果またはまたは B&O の種類、個人データの収苦情への種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ満足できない場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収デンマークの種類、個人データの収データの種類、個人データの収保
護局のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ苦情を説明するものです。カリフォ申し立てることができます。連絡先情報：し立てる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できます。カリフォ連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡先情報：dt@datatilsynet.dk または
www.datatilsynet.dk
6 雑則

第三者と連絡先情報の種類とその利用方法ウェブサイト放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）、プが収集する個人データの種類とその利用方法ラグイン、サービスと製品の改善 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブサイト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
製品に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収ウェブサイト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プラグイン（所在地：ソーシャルメディア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収ログインプラグ
インなど）およびその他の子会社（、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはサービス（所在地：Amazon や Google の種類、個人データの収提供されている場する個人データの種類、個人データの収音声制が遵守され、転送前に関連する法御機能できるよう、お客様がよくなど）およびその他の子会社（への種類、個人データの収リ
ンクが収集する個人データの種類、個人データの収含む）で構成されるまれる個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収音声対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関しては B&O 製品の種類、個人データの収使用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおいて、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
B&O は独自で処理します。ご利用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ録音の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収・処理を説明するものです。カリフォ行うこと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはなく、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人サービスを説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用の 可能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収だ
けです。カリフォ
お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収ウェブサイト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プラグイン、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収いはサービスを説明するものです。カリフォ使用のする個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ご覧ください自で処理します。ご利用の
身の種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収該第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ開示する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなる個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォB&O は第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収ウェブサ
イト、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プラグイン、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収いはサービスの種類、個人データの収内のテクニカルサポートを提供します容や運営されていまに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくし責任を有します。を説明するものです。カリフォ負いません。お客様のいません。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収開示は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プライバシーポリシーではなく、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該当グループが収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人
の種類、個人データの収プライバシーポリシーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 基づいています。づくもの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなります。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループでは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収
プライバシーポリシーおよびセキュリティポリシーを説明するものです。カリフォご覧ください覧くださいに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなる個人データの種類、個人データの収ようお勧めしていますめしています。カリフォ
データ管理者と連絡先情報セキュリティ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収安全性を説明するものです。カリフォ保護する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ努めめ
ており、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セス、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人信およびお客様の選好と同意を管理し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収入力、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびデータの種類、個人データの収の種類、個人データの収可用の性と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ分離れることはの種類、個人データの収制が遵守され、転送前に関連する法御など、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収B&O の種類、個人データの収管理
下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォある個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ保 護する個人データの種類、個人データの収ために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな組み合わせを利用し、お客様の興味、好み、行動などに関織・技術・管理上のサポートのの種類、個人データの収措置を説明するものです。カリフォ講じます。個人データが当グじ
ています。カリフォ
B&O の種類、個人データの収様の権利を説明するものです。カリフォ々な媒体・手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人なオンラインサービスへの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー名と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ パスワードに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ
クセス制が遵守され、転送前に関連する法限のデータをに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより保護されています。カリフォ常に最新のものであるよう、少なくてに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ他の人物は、以下のカリフォルニ者であり、お客様の個人が収集する個人データの種類、個人データの収推測困難なパスワードを設定し、パスなパスワードを説明するものです。カリフォ設定し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収パス
ワード漏洩を防止するようにしてください。を説明するものです。カリフォ防ぎ、通知配信およびお客様の選好と同意を管理し止します。する個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしてください。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収情報やクレジットカード情報を説明するものです。カリフォ提供されている場した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 該情報は当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
グループの種類、個人データの収安全なウェブサーバーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 暗号化された認されて保存されます。カリフォクレジットカード情報
は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収1 つ際、当グループではお客様の個人以上のサポートのの種類、個人データの収公認してください。サービスプロバイダーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題信およびお客様の選好と同意を管理しされ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収処理に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな期間の種類、個人データの収み
保管されます。カリフォB&O が収集する個人データの種類、個人データの収実施する個人データの種類、個人データの収すべての種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収外部転送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収暗号化された認に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより保護さ
れます。カリフォ
B&O の種類、個人データの収コンピュータの種類、個人データの収施設ならびに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループビジネスパートナーの種類、個人データの収施設に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおける個人データの種類、個人データの収すべて
の種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収保存と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収書をご覧ください 面を分析および予測することによって実行されます。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収契約の履行（購入）に必須です。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって行われます。カリフォ B&O と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人信およびお客様の選好と同意を管理しが収集する個人データの種類、個人データの収もは
や安全ではない (例えば、ユーザーのお気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユーえば、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収B&O でお持ちの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントの種類、個人データの収セキュリティが収集する個人データの種類、個人データの収侵害されたと思されたと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ思
われる個人データの種類、個人データの収場合など) と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ思われる個人データの種類、個人データの収理由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収直 ちに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォご覧ください連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ絡ください。カリフォ
お子様の個人データの保存・処理の場所に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）よる個人データの種類とその利用方法利用 B&O はお子様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく象としておらず、マーケティングの対象にもなりと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収マーケティングの種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく象としておらず、マーケティングの対象にもなりに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォもなり
ません。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収B&O が収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収ウェブサイトやア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプリ上のサポートのの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウン
トを説明するものです。カリフォ含む）で構成されるめ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収オンラインサービスは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 16 歳未満の種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく象としておらず、マーケティングの対象にもなりと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスしてはなりません。カリフォこの種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく象としておらず、マーケティングの対象にもなりと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなる個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収 B&O に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場しないよ
うお願いする場合があります。いいたします。カリフォ未成される年者であり、お客様の個人は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスまたは同データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収前
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収親または法定後見人から明示的な同意を得る必要があります。または法定後見人データの種類、個人データの収から明するものです。カリフォ示的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな同意した場合は、を説明するものです。カリフォ得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエる個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ16 歳未満の種類、個人データの収お子様の権利を説明するものです。カリフォ
が収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場したと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 親または法定後見人から明示的な同意を得る必要があります。または法定後見人データの種類、個人データの収から知しますらされた場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収あ
る個人データの種類、個人データの収いはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人で発見した場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収お子様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ取り消し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グルー
プが収集する個人データの種類、個人データの収所有します。する個人データの種類、個人データの収お子様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ削除できます。します。カリフォ

プが収集する個人データの種類とその利用方法ライバシーポリシーの種類とその利用方法変更 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループでは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 B&O 製品やサービスの種類、個人データの収変更いただけます。と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ適用の法、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
規則、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収慣行の種類、個人データの収変更いただけます。を説明するものです。カリフォ反映するする個人データの種類、個人データの収ため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収フィードバックに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはする個人データの種類、個人データの収た め、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収必
要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ応されます。詳細に関してはじて本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プライバシーポリシーを説明するものです。カリフォ変更いただけます。・更いただけます。新しする個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プラ
イバシーポリシーを説明するものです。カリフォ折に触れてご確認ください。最新更新日は常に本書の冒頭に記載さに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ触れてご確認ください。最新更新日は常に本書の冒頭に記載されてご覧ください確認してください。ください。カリフォ最新し更いただけます。新し日は常に最新のものであるよう、少なくてに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収書をご覧くださいの種類、個人データの収冒頭に記載さに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ記のデータを利用して、お客載されている通り、さ
れます。カリフォ
また、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収プライバシーポリシーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 重なユーザー機能を提供することで要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな変更いただけます。が収集する個人データの種類、個人データの収あった場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは郵送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題または
E メールに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォより通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人知しますいたします。カリフォ
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収販売 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ販売しておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収今後も販売す
る個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ
カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシー権 カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニする個人データの種類、個人データの収ビジタの種類、個人データの収ー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシーポリシーの種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 象としておらず、マーケティングの対象にもなりに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
もなります。カリフォ
カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシーポリシー
本プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニする個人データの種類、個人データの収ビジタの種類、個人データの収ー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
ユーザー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 み適用のされます。カリフォ 同プライバシーポリシーは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収上のサポートの
記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収プライバシーポリシーを説明するものです。カリフォ補足する個人データの種類、個人データの収もの種類、個人データの収です。カリフォカリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライバシーポリ
シーの種類、個人データの収規定が収集する個人データの種類、個人データの収上のサポートの記のデータを利用して、お客の種類、個人データの収プライバシーポリシーの種類、個人データの収規定と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ矛盾する場合、カリフォルニア州にする個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニする個人データの種類、個人データの収ビジタの種類、個人データの収ー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収ユーザー、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収およびその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくしてはカリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニプライ
バシーポリシーが収集する個人データの種類、個人データの収 優先される個人データの種類、個人データの収もの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォします。カリフォ

カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収販売店 B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収直属店舗と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ B&O 正規販売店（所在地：独立所有します。の種類、個人データの収店舗）およびその他の子会社（の種類、個人データの収両
方で運営されていまされています。カリフォ独立所有します。の種類、個人データの収店舗は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ独自で処理します。ご利用ので処理します。カリフォ
ご覧ください利を説明するものです。カリフォ用のの種類、個人データの収 B&O 正規販売店が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォどの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ処理している個人データの種類、個人データの収かに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関して
は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収同販売店の種類、個人データの収プライバシーポリシーを説明するものです。カリフォ参照してください。してください。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類とその利用方法グループが収集する個人データの種類とその利用方法が収集する個人データの種類とその利用方法収集する個人データの種類とその利用方法する個人データの種類とその利用方法個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法種類とその利用方法と連絡先情報その種類とその利用方法利用方法 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収取り扱う個人う個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収の種類、個人データの収種類と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォその種類、個人データの収利を説明するものです。カリフォ用の方法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォつ際、当グループではお客様の個人いては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収上のサポートの 記のデータを利用して、お客プライバシーポリシーの種類、個人データの収第 1 項の処理、技術サポー（所在地：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収および処理する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォお 読み取り可能な形式で、当グループが処理するお客様に関する情報にアクセスする権みください。カリフォ
個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法販売 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ販売しておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収今後も販売す
る個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ
お客様の個人データの保存・処理の場所の種類とその利用方法権利 カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ者であり、お客様の個人は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収以下のカリフォルニの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。します。カリフォ
1.収集する個人データの種類とその利用方法または開示された個人データについて知る権利開示された個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）ついて知る権利知る個人データの種類とその利用方法権利 お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収過去 12 か月間の種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
グループに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収および利を説明するものです。カリフォ用のに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収特定の種類、個人データの収情報の種類、個人データの収開示を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 求める
できる個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求める（所在地：手順と説明は以下に記と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ説明するものです。カリフォは以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 記のデータを利用して、お客
載されている通り、）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取り、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収確認してください。したら、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収以下のカリフォルニの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ開示します。カリフォ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収した
お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収カテゴリ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収したお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収ソー

スの種類、個人データの収カテゴリ 個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収事業または商業目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ共有します。する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人の種類、個人データの収カテゴリ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収したお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収 特定の種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および/または 販売リストを説明するものです。カリフォ含む）で構成されるむ事業目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォでお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ開
示した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。信およびお客様の選好と同意を管理し者であり、お客様の個人の種類、個人データの収各ウェブサイト、アプリ、正規販売店、カスタマーサポートなどのカテゴリが収集する個人データの種類、個人データの収購入または取得て、サービス、期待、傾向などの全体的なエした個人データの種類、個人データの収情報の種類、個人データの収カテゴリの種類、個人データの収特定。カリフォ
2.個人データの種類とその利用方法データ管理者と連絡先情報の種類とその利用方法削除を要求する権利を含む）要求する権利する個人データの種類とその利用方法権利 お客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収特定の種類、個人データの収例えば、ユーザーのお気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユー外を説明するものです。カリフォ除できます。き、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収・
保管したお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収削除できます。を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるする個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ有します。します。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収
検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求める（所在地：手順と説明は以下に記と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ説明するものです。カリフォは以下のカリフォルニに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 記のデータを利用して、お客載されている通り、）およびその他の子会社（を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取り、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収確認してください。した場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 例えば、ユーザーのお気に入りのサイトへのクイックログインを可能にしたり、ユー外が収集する個人データの種類、個人データの収
適用のされない限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収記のデータを利用して、お客録からお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ削除できます。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収委託したサーしたサー
ビスプロバイダーに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォも削除できます。する個人データの種類、個人データの収よう指示します。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループまたは当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収サービスプロバイダーが収集する個人データの種類、個人データの収以下のカリフォルニの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで情報を説明するものです。カリフォ保持する個人データの種類、個人データの収必
要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収削除できます。要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ拒否する場合がございます。する個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収ご覧くださいざいます。カリフォ - 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グ
ループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収した取引を完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題を説明するものです。カリフォ完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 邦法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ従って、またはその他の個人データ（位置情報やその他の識別情報など）を当グって書をご覧ください面を分析および予測することによって実行されます。に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収保証または
製品リコールの種類、個人データの収条件に容易にアクセスできるようにすることによって、およを説明するものです。カリフォ満たす、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 求めるした製品またはサービスを説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客
様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収継続の質、エラーログなどの診断データが含まれます。アプリでプライバ的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな事業関係を管理する目的で、個人情報を収集に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォおいて合理的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 予期できる個人データの種類、個人データの収行動を説明するものです。カリフォ取る個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収方法
でお客様の権利を説明するものです。カリフォと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ契約の履行（購入）に必須です。を説明するものです。カリフォ 締結する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ - セキュリティインシデントを説明するものです。カリフォ検 出する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収悪意した場合は、の種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
欺またはその他の違法行為を防止します。瞞的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収詐欺またはその他の違法行為を防止します。的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または違法な活動から保護する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収またはその種類、個人データの収ような活動の種類、個人データの収責任を有します。者であり、お客様の個人の種類、個人データの収起
訴する目的する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ - 既存の種類、個人データの収意した場合は、図された機能を損なうエラーをデバッグまたは識別して修復するされた機能できるよう、お客様がよくを説明するものです。カリフォ損なうエラーをデバッグまたは識別して修復するなうエラーを説明するものです。カリフォデバッグまたは識別して修復するする個人データの種類、個人データの収
目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ - 言論の自由の権利を行使する、他の消費者が言論の自由の権利を行使する権利をの種類、個人データの収自で処理します。ご利用の由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ行使する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収 消費者であり、お客様の個人が収集する個人データの種類、個人データの収言論の自由の権利を行使する、他の消費者が言論の自由の権利を行使する権利をの種類、個人データの収自で処理します。ご利用の由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ行使する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ
確保する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または法律および規制が遵守され、転送前に関連する法で定められた別の種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ行使する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ - カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ電子通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人 信およびお客様の選好と同意を管理し
プライバシー法（所在地：Cal.Penal Code § 1546, et seq.）およびその他の子会社（に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ準拠を持つ場合を除きます。する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ - お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループ
と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収関係を管理する目的で、個人情報を収集に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づいて、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収期待に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ合理的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ一の利用目的は、貴重なユーザー機能を提供することで致する内部使用のみを可能にする目的する個人データの種類、個人データの収内のテクニカルサポートを提供します部使用のの種類、個人データの収みを説明するものです。カリフォ可能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
- 法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ義務を履行するを説明するものです。カリフォ遵守され、転送前に関連する法する個人データの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および/または - お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場した背景と互換と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ互換
性の種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収内のテクニカルサポートを提供します 部的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォかつ際、当グループではお客様の個人合法的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォな使用のの種類、個人データの収目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ。カリフォ
3.権利を含む）行使する方法する個人データの種類とその利用方法方法 お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ知しますり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収それに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニク セスし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収削除できます。する個人データの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ
行使する個人データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収次の種類、個人データの収いずれかの種類、個人データの収方法で検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ提出してください。カリフォ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収
グループへの種類、個人データの収 E メール: gdpr@bang-olufsen.dk 書をご覧ください簡：Bang & Olufsen A/S, Bang & Olufsen
Allé 1, DK-7600 Struer, Denmark
お客様の権利を説明するものです。カリフォまたはカリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ 務を履行する長官に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ登録され、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 代わって各種サービスを実施する第わって行動する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収許
可されている個人データの種類、個人データの収人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収みが収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ行う
こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できます。カリフォ お客様の権利を説明するものです。カリフォまたは認してください。定代わって各種サービスを実施する第理人データの種類、個人データの収は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収12 か月の種類、個人データの収期間内のテクニカルサポートを提供しますに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 2 回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。だけア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニクセスま
たはデータの種類、個人データの収の種類、個人データの収移植性に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォつ際、当グループではお客様の個人いて検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ行うこと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できます。カリフォ
検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収以下のカリフォルニを説明するものです。カリフォ満たさなければいけません。カリフォ a.お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収
個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ収集する個人データの種類、個人データの収した人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または認してください。定代わって各種サービスを実施する第理人データの種類、個人データの収である個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ合理的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ確認してください。できる個人データの種類、個人データの収 十分な
情報を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収 b.要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ適切なレベルの保護があると承認された国に転送するかに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ理解し、マーケティングサービスをカスタマイズします。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収評価し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはできる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収詳細に関してはな説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ提供されている場
する個人データの種類、個人データの収。カリフォ
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収 身元を特定、または要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ行う権限のデータをを説明するものです。カリフォ確認してください。できない場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収および個人データの種類、個人データの収デー
タの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォしている個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ確認してください。できない場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 求めるに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ応されます。詳細に関してはじる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収

データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはできません。カリフォ 検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ行うために関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グルー
プの種類、個人データの収ア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニカウントを説明するものです。カリフォ作成されるする個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくはありません。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるで
提供されている場された個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収の種類、個人データの収みを説明するものです。カリフォ使用のして、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 求めるを説明するものです。カリフォ行う人データの種類、個人データの収物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収身元を特定、または権限のデータをを説明するものです。カリフォ確認してください。します。カリフォ
応されます。詳細に関しては答のタイミングと形式：の種類、個人データの収タの種類、個人データの収イミングと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ形式の全部または一部の合併、売却、合弁、譲： 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収 10 日以内のテクニカルサポートを提供しますに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるの種類、個人データの収受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。領を説明するものです。カリフォ確認してください。し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるへの種類、個人データの収
対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関しては方法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ提供されている場いたします。カリフォ検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人の種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取ってから
45 日以内のテクニカルサポートを提供しますに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ実質的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはできる個人データの種類、個人データの収よう努めめます。カリフォ その種類、個人データの収期間を説明するものです。カリフォ超えてお客様の情報を保持することえる個人データの種類、個人データの収時の同意に基づい間（所在地：最大 90 日）およびその他の子会社（が収集する個人データの種類、個人データの収
必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収理由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ延な長期間を説明するものです。カリフォ書をご覧ください面を分析および予測することによって実行されます。でお知しますらせいたします。カリフォ当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場す
る個人データの種類、個人データの収開示は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取る個人データの種類、個人データの収前の種類、個人データの収 12 か月間の種類、個人データの収みが収集する個人データの種類、個人データの収対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく象としておらず、マーケティングの対象にもなりと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォなります。カリフォ該
当グループが収集する個人データの種類、個人データの収する個人データの種類、個人データの収場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収提供されている場する個人データの種類、個人データの収 回は個人データを確認し、適宜更新するようお願いしています。答のタイミングと形式：では、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ応されます。詳細に関してはじる個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収できない理由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おも説明するものです。カリフォ
します。カリフォデータの種類、個人データの収の種類、個人データの収移植性に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくする個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関しては、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはすぐに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ利を説明するものです。カリフォ用のできる個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収
データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収フォーマットを説明するものです。カリフォ選択した場合、その他の連絡先情報、生年月日、性別し、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収お客様の権利を説明するものです。カリフォが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォある個人データの種類、個人データの収 エンティティから
別の種類、個人データの収エンティティに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ支障なく送信できるようにする必要があります。なく送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題信およびお客様の選好と同意を管理しできる個人データの種類、個人データの収ように関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくが収集する個人データの種類、個人データの収あります。カリフォ
検証可能できるよう、お客様がよくな消費者であり、お客様の個人要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるが収集する個人データの種類、個人データの収過度、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収反復する的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または明するものです。カリフォらかに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 根拠を持つ場合を除きます。の種類、個人データの収ないもの種類、個人データの収でない限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収そ
の種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ処理または対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはする個人データの種類、個人データの収た めに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ手数料を請求することはありません。を説明するものです。カリフォ請求めるする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ 要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ手数
料を請求することはありません。が収集する個人データの種類、個人データの収必要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくである個人データの種類、個人データの収と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ 判断データが含まれます。アプリでプライバした場合、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収その種類、個人データの収決定を説明するものです。カリフォ行った理由にその同意を撤回することができます。処理の撤回は、おを説明するものです。カリフォ通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人知しますし、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるを説明するものです。カリフォ完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題する個人データの種類、個人データの収前に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
同手数料を請求することはありません。の種類、個人データの収見積もりを提供します。もりを説明するものです。カリフォ提供されている場します。カリフォ
4.無差別権利 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ 消費者であり、お客様の個人保護法に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ基づいています。づくお客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収権利を説明するものです。カリフォ行使
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくしてお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ 差し上げ、顧客満足度調査へのご別する個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはありません。カリフォ 当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ 消費
者であり、お客様の個人プライバシー法で許可されていない限のデータをり、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収次の種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは行いません。カリフォ - 製品やサービス
の種類、個人データの収提供されている場の種類、個人データの収拒否する場合がございます。 - 割引を完了し、購入した製品の配送と場合によっては返品を手配し、製品に技術的な問題やその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収特典の付与や罰則の適用などを通して、製品やサービスの種類、個人データの収付与えられますが、担当サービス以外の目的でデータを利用することは禁止されや罰則の種類、個人データの収適用のなどを説明するものです。カリフォ通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人して、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収製品やサービス
に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ様の権利を説明するものです。カリフォ々な媒体・手段を通じて当グループと関わりを持つ際、当グループではお客様の個人な価格や料金を請求する。や料を請求することはありません。金を請求する。を説明するものです。カリフォ請求めるする個人データの種類、個人データの収。カリフォ - お客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ異なる場合）なる個人データの種類、個人データの収レ ベルまたは質の種類、個人データの収製品またはサービ
スを説明するものです。カリフォ提供されている場する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収または - 製品やサービスの種類、個人データの収異なる場合）なる個人データの種類、個人データの収 価格や料金を請求する。や料を請求することはありません。金を請求する。を説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。け取る個人データの種類、個人データの収可能できるよう、お客様がよく性が収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収こ
と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォや異なる場合）なる個人データの種類、個人データの収レベルや質の種類、個人データの収製品やサービスを説明するものです。カリフォ受ける際、または顧客満足度調査に参加する際にお客様が提供する情報。ける個人データの種類、個人データの収場合が収集する個人データの種類、個人データの収ある個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ持 ちかける個人データの種類、個人データの収。カリフォ
カリフォルニア州「Shine the Light Law」:カリフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ 民法第 1798.83 項の処理、技術サポーでは、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収カ
リフォルニア州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ州に居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収居住するビジター、ユーザー、およびその他の人物は、以下のカリフォルニ者であり、お客様の個人である個人データの種類、個人データの収ビジタの種類、個人データの収ーが収集する個人データの種類、個人データの収、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収第三者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォよる個人データの種類、個人データの収ダイレクトマーケティングの種類、個人データの収
目的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォで当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループが収集する個人データの種類、個人データの収開示した個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関する個人データの種類、個人データの収特定の種類、個人データの収情報を説明するものです。カリフォ要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく求めるする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ許可して
います。カリフォこの種類、個人データの収ような要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく 求めるを説明するものです。カリフォ行うこと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ希望する場合は、する個人データの種類、個人データの収場合は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収gdpr@bang-olufsen.dk までご覧ください連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ
絡ください
オンライント放棄に関するメール通知（米国とカナダにのみ適用される）ラッキング：当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループの種類、個人データの収ウェブサイトは「Do Not Track」または「当グループ」と呼ぶ）に適応されます。詳細に関してはブラウザ設定
を説明するものです。カリフォサポートしておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収現在、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収または個人データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ 特定できないデータの種類、個人データの収の種類、個人データの収収集する個人データの種類、個人データの収に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ関
する個人データの種類、個人データの収シグナルまたはその種類、個人データの収他の人物は、以下のカリフォルニの種類、個人データの収メカニズされたオンラインエクスペリエンスを提供し、お客様専用ムのバージョン、に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ対する主要な連絡先として機能できるよう、お客様がよく応されます。詳細に関してはする個人データの種類、個人データの収こと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォを説明するものです。カリフォ 可能できるよう、お客様がよくに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォする個人データの種類、個人データの収「Do Not Track」または「当グループ」と呼ぶ）に適応されます。詳細に関しては
フレームのバージョン、ワークに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォは参加する情報。していないこと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ注意した場合は、してください。カリフォ
B&O は、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収消費者であり、お客様の個人に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ金を請求する。銭的と処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォインセンティブプログラムのバージョン、を説明するものです。カリフォ提供されている場しておらず、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収当グループが収集する個人データの種類、個人データの収グループはお
客様の権利を説明するものです。カリフォの種類、個人データの収個人データの種類、個人データの収データの種類、個人データの収を説明するものです。カリフォ販売していないため、当グループが収集する個人データの種類、個人データの収消費者であり、お客様の個人の種類、個人データの収データの種類、個人データの収が収集する個人データの種類、個人データの収 B&O に関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォ重なユーザー機能を提供することで要な連絡先として機能できるよう、お客様がよくな価値をもたを説明するものです。カリフォもた
らすと処理方法、およびそれに関連するお客様の権利を説明するものです。カリフォはみなしていません。カリフォ

