
プライバシーポリシー 

2021 年 07 月 29 日最終改定 

改定概要はこちら 

旧プライバシーポリシーはこちら 

株式会社リクルート北海道じゃらん（以下「当社」といいます）は、当社が運

営するサービス（以下「当社サービス」といいます）をユーザーにご利用いた

だくにあたり、ユーザーの個人情報を、どのような目的でどのように取り扱う

かを、本プライバシーポリシーで定めております。 

ユーザーが本プライバシーポリシーにご同意いただいた場合には、当社が既に

保有しているユーザーの個人情報についても本プライバシーポリシーに従って

取り扱います。 

なお、個々のサービスの特性に応じて、そのサービス特有の個人情報の取り扱

いについて定める場合には、11. サービス特約にその旨を記載しておりますの

でご確認ください。 

また、本プライバシーポリシーに定める個人情報に限らずユーザーに関する情

報の取り扱いについて、ユーザーに対して具体的にわかりやすくお伝えするた

https://www.recruit.co.jp/privacy/notice/210729_pp.html
https://www.recruit.co.jp/privacy/archive_pp/


めにプライバシーセンターを作成し、公表しております。あわせてご参照くだ

さい。 
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1. 個人情報の取得 

当社は、以下の方法で個人情報を取得します。 

 ユーザーから直接、個人情報の提供を受ける方法 

 ユーザーが当社サービスを利用する際に、自動的に個人情報を記録する

方法 

 第三者から間接的にユーザーの個人情報の提供を受ける方法 

 刊行物やインターネット等で公開された個人情報を取得する方法 

なお、当社は、その情報単体では個人情報に該当しない属性情報（例：年齢・

性別・職業・居住地域）、Cookie、IP アドレス、広告識別子（AAID・IDFA）

および位置情報・行動履歴といったインターネットの利用にかかるログ情報等

の個人に関する情報（以下総称して「インフォマティブ情報」といいます）を

取得しています。ユーザーが当社サービスの利用にあたり当社に個人情報を提

供した場合、当社は、当該情報と、当該ユーザーのインフォマティブ情報を紐

付ける場合がありますが、この場合には当該インフォマティブ情報も個人情報



として取り扱います。 

 

2. 個人情報の利用目的 

当社は、以下の目的で個人情報を利用します。 

なお、「当社グループ会社」とは、株式会社リクルートおよびその連結子会社

をいいます。企業名等の詳細はこちらをご確認ください。 

(1) ユーザーが利用する当社サービス（利用登録手続中の当社サービスを含み

ます）の運営およびそれに伴うユーザーとのやりとり・情報提供 

例として以下の利用が含まれます。 

 ユーザーの個人認証・本人確認・審査 

 ポイントの発行・計算・利用等ポイントプログラムの運営 

 ご意見・お問い合わせ・口コミ投稿・その他のやりとりの内容確認や回

答 

 ユーザーが参加したキャンペーンにかかる当選者の抽選や景品・謝礼の

発送 

(2) 当社サービスの安全な運営に必要な不正対策 

https://www.recruit.co.jp/company/group/mslist/


例として以下の利用が含まれます。 

 当社が禁じる申込行為・権利義務の譲渡・虚偽情報登録・詐欺・不正ア

クセスその他不正行為に関する調査 

(3) 当社サービスの改善・新規開発 

例として以下の利用が含まれます。 

 ユーザーの当社サービスの利用状況の分析結果を踏まえた当社サービス

の改善・新規サービスの開発 

 ユーザーからのお問い合わせへの対応品質の改善 

(4) ユーザーに対する各種サービスの提案・情報提供・広告配信 

例として以下の利用が含まれます。 

 当社および当社グループ会社が実施するキャンペーンのご案内 

 当社サービスおよび当社グループ会社のサービスに関するメールマガジ

ン・ダイレクトメール・お知らせ・広告等の情報提供 

 当社が適切と判断した企業・学校・団体等の商品・サービスに関するメ

ールマガジン・ダイレクトメール・お知らせ・広告等の情報提供 



 Google・Facebook 等の広告配信事業者を利用した行動ターゲティング

広告の配信 

※取得した属性情報・行動履歴等を分析してユーザーの趣向に応じたサービス

提案・情報提供・広告配信を行います 

(5) 当社が編集・発行・運営する情報誌・Web サイト・アプリ等各種媒体へ

の掲載 

例として以下の利用が含まれます。 

 ユーザーが投稿した口コミ・写真や読者モニターのアンケート回答の当

社サービスへの掲載 

 当社サービスを利用して転職したユーザーの転職動向、年収その他の実

績をグラフ化したデータの当社サービスや当社のプレスリリースへの掲

載 

※ユーザーの氏名や写真を当社の情報誌・Web サイト・アプリで公開する旨

の説明がある場合を除き、氏名や住所の情報を除外し性別や年代の属性情報に

する等、当該情報のみでは閲覧者が特定の個人を識別することができない情報

に加工した上で掲載します 



(6) 上記の各利用目的に必要な各種調査・分析・マーケティング 

例として以下の利用が含まれます。 

 アンケート調査・モニター調査の実施（効果捕捉のための回答者への直

接の連絡を含みます） 

 ユーザーの趣向等の把握のための当社が取得した属性情報・行動履歴等

の分析 

※氏名や住所等の情報を除外し性別や年代等の属性情報にする等、当該情報の

みでは閲覧者が特定の個人を識別することができない情報に加工した上で掲載

します 

(7)3. 当社グループ会社以外への個人情報の提供に定める第三者への提供 

 

 

3. 当社グループ会社以外への個人情報の提供 



当社は、以下の提供先に対して各項に従い、書面または電磁的な方法により個

人情報を提供します。なお、提供する個人情報の項目には、インフォマティブ

情報を含む場合があります。 

(1) 当社から当社サービスに参加している企業・学校・団体等への提供（ 当

社の顧客に限らず、当社がサービスを提供する上で必要な提携・契約関係にあ

る企業・学校・団体等を含みます。以下同じ。） 

[提供する個人情報の項目] 

 ユーザーの氏名その他ユーザーから取得した情報のうち、以下の提供目

的の達成に必要な情報項目 

[当社の提供目的] 

 ユーザーが申込・承諾等を行った企業によるユーザーに対するサービス

提供、ユーザーとの契約の履行およびそれに伴うやりとり・情報提供

（サービス提供・契約締結をするか否かの検討、サービスの提案を含み

ます） 



 ユーザーが求職活動・応募等を行った企業によるユーザーに対する採

用・選考活動およびそれに伴うやりとり・情報提供（採否・合否の検討

を含みます） 

 当社サービスに関して法人契約・団体申込を行った企業・学校・団体等

に対する当該企業・学校・団体等に所属するユーザーの当該サービスの

利用状況・利用結果の共有 

 ユーザーが当社サービスを介して利用した結婚式場・マンションモデル

ルームその他の施設に関するアンケート調査を当社が実施した場合の当

該施設を運営・管理する企業・学校・団体等への調査結果の報告 

 口コミ投稿の内容確認・回答・削除のための投稿者情報の提供 

 当社サービスに参加している企業・学校・団体等に対するサービス提

供、契約の履行およびそれに伴うやりとり・情報提供 

以下の提供目的の場合は、氏名や住所の情報を除外し性別や年代の属性情報に

する等、当該情報のみでは提供先が特定の個人を識別することができない情報

に加工した上で提供します 



 当社サービスに参加している企業・学校・団体等および当社サービス利

用検討中の企業・学校・団体等に対する当社サービスの営業提案・効果

改善提案 

 当社がアンケート調査を実施した場合の調査結果の報告 

 当社が当社サービスに参加している企業・学校・団体等から当社サービ

ス利用希望の企業・学校・団体等を紹介していただいた場合に、当該既

参加企業・学校・団体等への当該利用希望の企業・学校・団体等のサー

ビス利用状況の報告 

 地域活性化促進のため地方自治体・観光協会への当社サービスの口コ

ミ・ユーザーの属性情報の分析結果の提供 

 

(2) 共通ポイントプログラムの運営における当社から株式会社ロイヤリティマ

ーケティングへの提供 

[提供する場合] 

 ユーザー自身の選択によりリクルート ID に Ponta 会員 ID を連携した

場合 



[提供する個人情報の項目] 

 ユーザーの氏名その他ユーザーから取得した情報項目、ポイントに関す

る利用情報・契約情報その他の「PontaWEB 会員規約」に定める情報項

目 

[当社の提供目的] 

 リクルート ID の利用に伴う共通ポイントプログラムの運営 

 

(3) リクルート ID で「Oisix」サイトを利用した場合の当社からオイシック

ス・ラ・大地株式会社への提供 

[提供する場合] 

 ユーザーがリクルート ID を利用して「Oisix」サイトにログインした場

合 

 ユーザーがリクルート ID で「Oisix」サイトを利用するためにリクルー

ト ID の新規会員登録を行った場合 

[提供する個人情報の項目] 



 氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレスそ

の他のリクルート ID 会員登録情報およびリクルート ID 番号・退会日そ

の他の契約内容に関する情報 

[当社の提供目的] 

 ユーザーに対するリクルート ID による「Oisix」サイトの会員登録・ロ

グイン機能の提供およびポイントプログラムの運営 

 

(4) リクルート ID と d アカウントの連携による当社から株式会社 NTT ドコ

モへの提供 

[提供する場合] 

 ユーザー自身の選択によりリクルート ID に d アカウントを連携した場

合 

[提供する個人情報の項目] 

 リクルート ID・d アカウント連携会員（以下「本会員」といいます）の

氏名・生年月日・性別・住所その他の会員登録情報およびポイントやリ



クルート ID の対象サービスに関する利用情報・契約情報その他本会員

から取得した情報のうち、以下の提供目的の達成に必要な情報項目 

[当社の提供目的] 

 本会員が利用する、当社および株式会社 NTT ドコモが共同して提供す

るサービスの運営 

 当社および株式会社 NTT ドコモが共同して提供するユーザーおよび企

業向けサービスの開発検討 

 本会員に対する各種サービスの提案・情報提供・広告配信 

 上記の各提供目的の達成に必要な各種調査・分析・マーケティング 

 

(5) 共同研究のための当社から大学・研究機関への提供 

[提供する個人情報の項目] 

 ユーザーが投稿した口コミ等のカスタマーレビューその他ユーザーから

取得した情報項目のうち、以下の提供目的の達成に必要な情報項目 



※氏名や住所等の情報を除外し性別や年代等の属性情報にする等、当該情報の

みでは提供先が特定の個人を識別することができない情報に加工したうえで提

供します 

[当社の提供目的] 

 研究・調査・分析、論文作成・公開、学習済みモデル・研究成果・学習

研究用データセットの共有 

※提供は、個人情報の保護に関する法律 7６条 1 項 3 号に定義される「大学そ

の他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」、国立

研究開発法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人およ

びこれらに準ずる法人である大学・研究機関が、学術研究の用に供する目的で

情報を用いる場合に限ることとし、提供先の利用目的等については契約で限定

することとします 

なお、上記以外にも、法令に基づく場合（警察の捜査および裁判所の命令に対

応する場合を含みます）および提供先・提供情報・利用目的・提供手段または

方法を特定したうえで別途ユーザーの同意を得た場合は、第三者に提供するこ

とがあります。 



 

 

4. 当社サービスに参加している企業・学校・団体等

からの個人情報の受領 

当社は、ユーザーが当社サービスを利用して応募・申込等を行った企業・学

校・団体等から当社サービスの利用事実・利用状況・利用結果を適切に受領し

ます。受領する個人情報の項目例や目的は以下の通りです。 

  [受領する個人情報の項目例] 

 当社の有料職業紹介サービスから紹介したユーザーが既に自ら応募して

いた、または他社の人材サービスから紹介や応募があった事実 

 「SUUMO」において課金対象外となる物件所有者以外からの申込であ

ることを証明する登記簿謄本および他社の不動産情報提供サービス経由

で申込を行った事実 

 ユーザーが当社の資金計画・保険の相談サービスを利用して当社外のフ

ァイナンシャルプランナーと実施した面談の状況や内容 

[当社の受領目的] 



 ユーザーが当社サービスを利用して応募・申込等を行った企業・学校・

団体等との課金対象の確認 

 ユーザーが利用する当社サービスの運営およびそれに伴うユーザーとの

やりとり・情報提供 

 当社サービスの改善・新規開発 

 

 

5. 個人情報取扱業務の委託について 

[当社が委託を行う場合] 

 当社は、個人情報取扱業務の全部または一部を外部委託することがあり

ます。この場合、当社は当該委託先に対して必要かつ適切な監督を行い

ます。 

[当社が委託を受ける場合] 

 当社は、当社サービスに参加している企業・学校・団体等や当社グルー

プ会社から個人情報取扱業務の全部または一部を委託された場合、受託

業務の遂行のために、委託された個人情報を取り扱います。 



 

 

6. 外国にある第三者への個人情報の提供 

当社は、以下の場合において外国（本邦の域外にある国または地域をいいま

す）にある第三者に個人情報を提供することがあります。 

[個人情報を第三者に提供する場合] 

 個人情報の提供先が外国にある第三者の場合、3. 当社グループ会社以

外への個人情報の提供に定められた範囲で個人情報を利用します。 

[個人情報取扱業務を外部委託する場合] 

 当社が個人情報取扱業務の全部または一部を外部委託する委託先の中に

は、外国にある委託先があります。この場合、当社は当該委託先に対し

て必要かつ適切な監督を行います。なお、委託先には外国にある当社グ

ループ会社も含みます。（所在地については、こちらをご確認くださ

い） 

[合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合] 

https://www.recruit.co.jp/company/group/mslist/overseas/


 合併その他の事由による事業の承継先が外国にある事業者であることが

あります。この場合、当該事業承継の承継前の利用目的の範囲内で個人

情報を取り扱います。 

 

 

7. 個人情報の開示等の請求 

当社は、法令遵守または利用目的の達成に必要な範囲・期間において、個人情

報を保管・利用しますが、ユーザー本人または代理人は、当社所定の手続きに

従い、ユーザー本人が識別される個人情報の開示・内容の訂正、追加または削

除・利用の停止または消去および利用目的の通知を求めることができます。具

体的な請求方法については 10. 個人情報に関する問合せ先 にご連絡ください｡ 

なお、なりすまし等による不正な請求を防止するため、当社では、請求時に本

人確認書類の提出を求める等、合理的な方法で本人確認を行います。当社は、

当社が定める本人確認に必要な項目が全て満たされる場合、当該請求をユーザ

ー本人からの請求であるとみなし請求に対応しますが、万一ユーザーの個人情

報や本人確認書類を入手した当該ユーザー以外の第三者からの請求であった場

合でも、当該請求への対応によりユーザーに生じた損害について当社は当社の



故意重過失または消費者契約法違反がない限り責任を負いません。ご自身の個

人情報の管理には十分留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

8. 個人情報提供の任意性 

ユーザーからの個人情報の提供は任意ですが、当社サービスにおいてそれぞれ

必要となる項目を入力いただかない場合は、当社サービスを受けられない場合

があります。 

 

 

9. 個人情報管理責任者 

株式会社リクルート北海道じゃらん 代表取締役社長 

 

 

10. 個人情報に関する問合せ先 



https://www.recruit-hokkaido-jalan.jp/contact よりお問い合わせくださ

い。 

 

 

11. サービス特約 

当社内での利活用に関する特約事項 

当社は、ユーザー一人ひとりにとって最適な選択肢を提供していけるよう、デ

ータの活用を推進いたします。ただし、以下に該当する場合には、別途ユーザ

ーからご同意いただかない限り、利用目的を以下のとおり一部制限します。 

 当社は、ユーザーから要配慮個人情報の提供を受けた場合、本プライバ

シーポリシーに従って当該要配慮個人情報を取り扱います。ただし、当

社は、ユーザーがその利用を希望した当社サービスにおいてのみ要配慮

個人情報を利用します。 

 当社が個人情報をユーザーが利用するサービスに限定して利用する旨

を、ユーザーや当社サービスに参加している企業・学校・団体等との契

https://www.recruit-hokkaido-jalan.jp/contact


約で個別にお約束している場合、当該お約束の範囲でのみ個人情報を利

用します。 

 当社のサービスに関してお問い合わせいただいた際にユーザーから取得

した個人情報については、当該お問い合わせへの回答およびサービスの

新規開発・品質改善のための調査・分析・マーケティングのみに利用し

ます。 

 

 

12.認定個人情報保護団体の名称・苦情解決の連絡

先 

当社は認定個人情報保護団体対象事業者です。認定個人情報保護団体の連絡先

は以下の通りです。なお、当社へのお問い合わせは 10. 個人情報に関する問合

せ先にご連絡ください。 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室 

[住 所] 〒106-0032 東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル内 

[電話番号] 03-5860-7565 



[フリーダイヤル] 0120-700-779（※平日 9：30～12：00/13：00～16：

30） 


