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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ゼクシィなび（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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3. 当社グループ会社以外への個⼈情報の提供 
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 
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6. 外国にある第三者への個⼈情報の提供 
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8. 個⼈情報提供の任意性 
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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

プライバシーポリシー

⽬次

1. 個⼈情報の取得

https://www.recruit.co.jp/privacy/notice/220401_pp.html
https://www.recruit.co.jp/privacy/archive_pp/
https://www.recruit.co.jp/privacy/
https://www.recruit.co.jp/


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）、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。

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
他のユーザーとメッセージ・画像・動画その他コンテンツのやりとりができる機能の提供

(2) 当社サービスの安全な運営に必要な不正対策

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

2. 個⼈情報の利⽤⽬的

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


※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

(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

(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

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取り・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）

3. 当社グループ会社以外への個⼈情報の提供



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
うやり取り・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) 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]

リクルートID・Ponta会員ID連携会員（以下「PontaWeb会員」といいます）の⽒名・⽣年⽉⽇・
性別・住所その他の会員登録情報
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ち、以下の提供⽬的の達成に必要な情報項⽬

※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]

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



(3) 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
dポイントに関する利⽤情報・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

※ｄポイント導⼊対象外のサービスにおいて本会員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]

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

(4)「SUUMO家とお⾦の相談」、「ゼクシィ保険ショップ」、「保険チャンネル」または「リクルー
トグループ従業員団体保険」の利⽤による当社から資⾦計画や保険の相談を担当するファイナンシャル
プランナーが所属する保険代理店への提供

[提供する場合]

ユーザーが「SUUMO家とお⾦の相談」、「ゼクシィ保険ショップ」、「保険チャンネル」または
「リクルートグループ従業員団体保険」を利⽤した場合

[提供する個⼈情報の項⽬]

ユーザーが当社サービスの利⽤時に⼊⼒した情報および当社に伝達した情報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]

ユーザーのライフプランに応じた資⾦計画相談・保険相談・保険募集、保険⾦・給付⾦等の⽀払⼿
続、保険契約の維持・管理、お問合せ対応および保険契約状況案内の発送等、保険会社の委託を受
けて⾏う保険およびこれらに付帯・関連するサービスの運営

(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16条8項に定義される学術研究機関等、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。

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]

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

[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。

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

5. 個⼈情報取扱業務の委託について



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。

[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。
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）

[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。

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。

6. 外国にある第三者への個⼈情報の提供

7. 個⼈情報の開⽰等の請求

8. 個⼈情報提供の任意性

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


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。

株式会社リクルートゼクシィなび 代表取締役社⻑

「ゼクシィ相談カウンター」に関するお問い合わせはこちら
「ゼクシィ縁結びカウンター」に関するお問い合わせはこちら
「ゼクシィ保険ショップ」に関するお問い合わせはこちら

(1) 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。

(2) 「ゼクシィ保険ショップ」に関する特約事項 
当社が対⾯で既に取得したまたは今後取得する下記の情報を利⽤して、銀⾏代理業および銀⾏代理業に
付随する業務を⾏う場合がございます。

⾮公開⾦融情報

[情報項⽬]

資⾦の借⼊れに関する情報、⾦融取引または資産に関する公表されていない情報

[保険募集の⽅式]

保険募集に係る契約締結の代理または媒介、およびサービスに関する情報提供

⾮公開保険情報

9. 事業責任者・個⼈情報保護管理者

10. 個⼈情報に関する問合せ先

11. サービス特約

https://help.zexy.net/app/ask/a_id/1355/c/15
https://zexy-en-soudan.net/faq/inquiry.html
https://help.zexy.net/app/ask_hoken


[情報項⽬]

保険募集またはこれに準じる⾏為を通じて知り得た⽣活（例︓家族構成）、⾝体（例︓健康状態）
または財産に関する公表されていない情報

[業務の⽅式]

サービスに関する情報提供

また、当社は保険会社から保険募集業務の委託を受けてユーザーの個⼈情報を取り扱います。また、当
社は、3.当社グループ会社以外への個⼈情報の提供(4)に記載のとおり、ユーザーの個⼈情報を当該保
険代理店（以下「共同募集代理店」といいます）に提供します。各保険会社および各共同募集代理店に
おける利⽤⽬的は、各社のWebサイトに掲載してあります。各社のWebサイトの⼀覧はこちらです。

(3) Facebook認証に関する特約事項 
ユーザーが、Facebook認証による当社サービスの会員登録およびログインを⾏うことを選択し、
Facebookアプリの許諾画⾯にて「許可する」をクリックした場合、当該ユーザーのFacebookアカウン
トに登録されたFacebookユーザーID、メールアドレス、姓名、性別、⽣年⽉⽇、居住地、プロフィー
ル写真その他ユーザーがFacebook上で公開している情報のうち、当社サービスに必要な情報を本プラ
イバシーポリシーに従って取得・利⽤します。

TOPへ戻る 

https://hoken.zexy.net/privacy/partner/
https://www.recruit.co.jp/

