
株式会社リクルート

【1】サービス運営会社の変更に伴う改定
リクルートフィナンシャルパートナーズの保険事業をリクルートへ移管することに伴う変更

改定前 改定後

4.当社グループ会社への個人
情報の提供 (2)

「SUUMO家とお金の相談」の利用による当社から
株式会社リクルートファイナンスパートナーズへの
提供

[提供する場合]
・ユーザーが「SUUMO家とお金の相談」を利用した
場合
[提供する個人情報の項目]
・ユーザーが「SUUMO家とお金の相談」の利用時
に入力した氏名等および当社に伝達した住宅の検
討状況等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]
・「SUUMO家とお金の相談」の運営
なお、当社より株式会社リクルートファイナンスパー
トナーズに提供されたユーザーの個人情報に関す
る取扱いは株式会社リクルートファイナンスパート
ナーズのプライバシーポリシーの通りとします。株
式会社リクルートファイナンスパートナーズは、提供
目的を達成するため当社から提供を受けた個人情
報をファイナンシャルプランナーが所属する保険代
理店に提供いたします。

―（削除）

12.サービス特約 (2) 保険チャンネルに関する特約事項

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
(6)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、各社のホームページに掲載し
てあります。

「SUUMO家とお金の相談」、「保険チャン
ネル」および「リクルートグループ従業員
団体保険」 に関する特約事項

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(6)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
社のホームページWebサイトに掲載して
あります。各社のホームページの一覧は
こちらです 。

各保険会社および各共同募集代理店の
Webサイトの一覧

・「SUUMO家とお金の相談」については
こちら
・「保険チャンネル」についてはこちら
・「リクルートグループ従業員団体保険」に
ついてはこちら

【2】わかりやすさ向上のための改善
複数箇所に記載していたユーザーの個人情報の取り扱いに関する記載を、プライバシーポリシーに集約

改定前 改定後

2.個人情報の利用目的 (5) 当社が編集・発行・運営する情報誌・ホームページ
等各種媒体への掲載
例として以下の利用が含まれます。

・当社サービスを利用して転職したユーザーの転職
動向や、年収の実績をグラフ化したデータの当社
サービスサイトや当社のプレスリリースへの掲載
※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

当社が編集・発行・運営する情報誌・ホー
ムページ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
ザーの転職動向や、年収等その他の実
績をグラフ化したデータの当社サービス

https://www.suumocounter.jp/fp/partners.html
https://hokench.com/pages/privacy/list/
https://r-hoken.jp/privacy_policy/rfp/list/


サイト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

3.当社グループ会社以外への
個人情報の提供 (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

[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]
・ユーザーによる申込・承諾等に基づく、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）
・ユーザーによる求職活動・応募等に基づく、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
・成約課金型サービス・マッチングサービス等当社
サービスの運営（当社サービスに参加している企
業・学校・団体等へ成約情報の確認を行うことを含
みます）
以下の提供目的の場合は、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

当社から当社サービスに参加している企
業・学校・団体等（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。）への提供

[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]
・ユーザーによるが申込・承諾等を行った
企業に基づく、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）
・ユーザーによるが求職活動・応募等を
行った企業に基づく、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
・ 成約課金型サービス・マッチングサービ
ス等当社サービスの運営（
当社サービスに参加している企業・学校・
団体等に対するへ成約情報の確認を行う
ことを含みます）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
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分析結
果の提供

3.当社グループ会社以外への
個人情報の提供 (8)

ー 有料職業紹介サービスの利用による当社
からCNP networks Co.,Ltd.および
Global Touch Korea（以下「CNP社およ



※リクルートエージェントが主催
する韓国フェア（就職イベント）
に参加しない限り、個人情報の
提供は致しません。

びGT社」といいます）への提供

[提供する場合]
・ユーザーが、当社の職業安定法に基づ
く業務提携先のCNP社およびGT社が運
営する有料職業紹介サービスを利用し
て、当社サービスで求人を行う企業に対
して求職活動・応募等を行った場合
[提供する個人情報の項目]
・ユーザーの選考結果その他ユーザーが
求職活動・応募等を行った企業から当社
が受け取ったユーザーの個人情報
・当社サービスを利用した求職活動・応募
等の有無その他ユーザーの当社サービ
スの利用事実・利用状況・利用結果
[当社の提供目的]
・ユーザーの選考プロセスを進めるため
・提携におけるCNP社およびGT社への
手数料の支払いのため

5.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、成約課金型のサービスにおける成約状況
や来店状況の把握、人材紹介関連サービスにおけ
る採用状況の把握等、当社サービスを適切に運営
するため、ユーザーが当社サービスを利用した場
合、当該サービスに参加している企業・学校・団体
等にユーザーの当社サービスの利用事実・利用状
況・利用結果を確認する場合があります。この場
合、当社は、当該企業・学校・団体等からかかる情
報を適切に取得します。

当社は、成約課金型のサービスにおける
成約状況や来店状況の把握、人材紹介
関連サービスにおける採用状況の把握
等、当社サービスを適切に運営するた
め、ユーザーが当社サービスを利用した
場合、当該サービスに参加している応募・
申込等を行った企業・学校・団体等に
ユーザーのから当社サービスの利用事
実・利用状況・利用結果を確認する場合
があります。この場合、当社は、当該企
業・学校・団体等からかかる情報を適切
に取得します適切に受領します。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

その他記載の詳細

3.当社グループ会社以外への
個人情報の提供 (3)

「Oisix」の利用による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「Oisix」でリクルートIDを利用した場合
[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]
・ユーザーによる「Oisix」の利用

リクルートIDで「Oisix」のサイトを利用に
よる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」で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
を利用した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]
・ユーザーの氏名・生年月日・性別・郵便



番号・住所・電話番号・メールアドレスそ
の他ユーザーから取得したのリクルート
ID会員登録情報およびリクルートID番
号・退会日その他のうち、以下の提供目
的の達成契約内容に必要な関する情報
項目
[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」サイトの利用会員登録・ログイン機
能の提供およびポイントプログラムの運
営


