株式会社リクルートエグゼクティブエージェント
株式会社リクルート北関東マーケティング
株式会社リクルートゼクシィなび
株式会社リクルート北海道じゃらん
株式会社リクルートメディカルキャリア
株式会社リクルート MUFG ビジネス
株式会社ホームプロ
2022/2/25 更新
【1】2022 年 4 月 1 日施行予定の個人情報保護法の改正に伴う改定
該当箇所

改定前

改定後

改定理由

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。

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および実店舗の購買履歴等の個
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）をユーザーまたは第三者から取得し
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。

改正個人情報保護法における個人関連情報の規定新
設を踏まえて、弊社における個人関連情報の取得及
び取り扱いに関する記載を追記しました。

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

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

個人データの取り扱いについてよりわかりやすくお
伝えするため、従来記載していた個人データの利用
目的に加え、当社が、広告関連事業者(Google・
Facebook・LINE 等)の提供するサービスを利用する
場合のデータ処理プロセスについて、説明を追記し
ました。

2.個人情報
の利用目的
(4) ユーザ
ーに対する
各種サービ
スの提案・

実店舗の購買履歴といったインターネットの利用以
外に関するインフォマティブ情報についても当社が
保有する個人情報と紐付けた場合には、合わせて個
人情報として取り扱う旨を追記しました。
また、インフォマティブ情報の取得経路についても
説明を追記しました。

情報提供・
広告配信



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

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
※Google・Facebook・LINE その他の広告関連事業者
が保有するユーザーリストと当社が保有するメールア
ドレス・電話番号その他連絡先の情報を紐付けて、当
社サービスのユーザーのうち、当該広告関連事業者が
提供するサービスを利用するユーザーを特定して当該
サービス上でユーザーに各種サービスの提案・情報提
供・広告配信を行う場合があります

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

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）

ユーザーの趣向や、ユーザーと当社サービ
スに参加している企業・学校・団体等が互
いに求める条件の合致の程度等の把握のた
めの当社が取得した属性情報・行動履歴等
の分析
※当社が広告関連事業者に分析業務を委託する場合、
当社が保有する個人情報に当該広告関連事業者が保有
するユーザーの属性情報や位置情報・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を付加し
て、当該情報のみでは当社において特定の個人を識別
することができない情報に集計した分析結果を受領す
ることがあります。

個人データの取り扱いについてよりわかりやすくお
伝えするため、利用目的の例示に分析の対象を追記
しました。

[提供する場合]

[提供する場合]

PontaWeb 会員規約の個人情報に関する記載をプライ
バシーポリシーに移管したうえで、他の項目と表現
を統一しました。



2.個人情報
の利用目的
(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

3.当社グル
ープ会社以
外への個人
情報の提供
(2) リクル
ート ID と
Ponta 会員
ID の連携に
よる当社か
ら株式会社
ロイヤリテ



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・生年月日・性別・住所
その他ユーザーから取得したリクルート
ID の会員登録情報

Ponta 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



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]

リクルート ID・Ponta 会員 ID 連携会員（以
下「PontaWeb 会員」といいます）のユーザ
ーの氏名・生年月日・性別・住所その他ユ
ーザーから取得したリクルート ID の会員登
録情報

Ponta ポイントに関する利用情報・契約情報

その他 PontaWeb 会員から取得した情報のう

また、広告関連事業者(Google・Facebook・LINE 等)
に分析業務を委託する場合のデータ処理プロセスに
関する説明を追記しました。

ィマーケテ
ィングへの
提供

※Ponta ポイント導入対象外のサービス
においてユーザーから取得した個人情報
（例：決済情報・予約情報）は提供しま
せん
[当社の提供目的]

リクルート ID の利用に伴うポイントプ
ログラムの運営

(4)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

6.個人情報
取扱業務の

[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

ち、以下の提供目的の達成に必要なの
「PontaWEB 会員規約」に定める情報項目
※Ponta ポイント導入対象外のサービスにお
いて PontaWeb 会員ユーザーから取得した個
人情報（例：決済情報・予約情報）は提供し
ません
[当社の提供目的]

リクルート ID の利用に伴うポイントプログ
ラムの運営 PontaWeb 会員が利用する、当社
および株式会社ロイヤリティマーケティン
グ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ロイヤリティマーケテ
ィング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

PontaWeb 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
[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

改正個人情報保護法における、条文番号・定義の改
定に伴い、表記を改めました。

[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 7616 条 81 項
3 号に定義される学術研究機関等「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

[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

個人データの取り扱いについてよりわかりやすくお
伝えするため、当社が個人情報取扱業務の委託を受

委託につい
て

7.外国にあ
る第三者へ
の個人情報
の提供

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。

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。

[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。

当社が当社サービスに参加している企業・
学校・団体等から分析業務の委託を受けた
場合、当該企業・学校・団体等が指定した
ユーザーを対象として、当該企業・学校・
団体等から受領したユーザーの個人情報に
当社が保有するユーザーの属性情報や位置
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を付加して集計した
分析結果を作成する場合があります。この
場合、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
当該企業・学校・団体等が特定の個人を識
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。

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
人情報の提供および４.当社グループ会
社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
の提供および４.当社グループ会社への個人
情報の提供に定められた範囲で個人情報を
利用します。

提供先の国名および提供先の外国の個人情
報保護制度についてはこちらをご確認くだ
さい。

提供先の第三者は、当該国の個人情報保護
に関する法規制を遵守しています。

[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）

[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

ける場合のデータ処理プロセスについて説明を追記
しました。
当社は当社サービスを利用する企業等の集客施策や
サービス改善等を検討するうえで参考となる情報を
集計し、当該企業等に分析レポートとして提供する
場合がありますが、その際は、個々のユーザーのア
クションは特定できない形に加工しております。
加工処理のイメージについてはプライバシーセンタ
ーの 05「パーソナルデータの加工処理」の 2
https://www.recruit.co.jp/privacy/dataprivacy/
#sec05
をご参照ください。

改正個人情報保護法における「外国にある第三者へ
の提供制限」等の改定を踏まえ、対象国における個
人情報の保護に関する制度・提供先が講じている個
人情報保護のための措置等の参考情報を追記しまし
た。
具体的なサービス毎の提供先の国名、対象国の制度
概要については、左記リンク先のプライバシーセン
ターにて 2022 年 4 月 1 日に公開予定です。

[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]

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。

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]

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。

