プライバシーポリシー 新旧対照表
（下線部が改定部分）
旧プライバシーポリシー
個人情報保護方針
ＧＭＯメディア株式会社（以下、「当社」といいます）は、メディア事業等の

新プライバシーポリシー
1.

個人情報保護方針
ＧＭＯメディア株式会社（以下、「当社」といいます）は、メディア事業等の

運営に際して、個人情報等の保護に関して非常に大きな責任を有していると

運営に際して、個人情報等の保護に関して非常に大きな責任を有していると

認識しており、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め、全社への徹底を

認識しており、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め、全社への徹底を

図ります。 また、当社が運営するメディア事業等に関係する販売代理店、業

図ります。 また、当社が運営するメディア事業等に関係する販売代理店、業

界団体、各種取引先とも協力し、皆様の信頼を得られるよう、 個人情報の

界団体、各種取引先とも協力し、皆様の信頼を得られるよう、 個人情報の

保護について積極的に取り組んでまいります。

保護について積極的に取り組んでまいります。

a ) 当社は、事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取扱いを実

(１)

当社は、以下のとおり、事業の内容及び規模を考慮した適切な個人

施いたします。

情報の取扱いを実施いたします。

（ア） 個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示し、同

ｱ.

意をいただいた上で適正に取得いたします。

個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的を明示し、
同意をいただいた上で適正に取得いたします。

（イ） 利用目的達成に必要のない個人情報は取得しません。

ｲ.

利用目的達成に必要のない個人情報は取得いたしません。

（ウ） 法令により認められた場合を除き、ご本人からの同意なく、個人情

ｳ.

法令により認められた場合を除き、ご本人からの同意なく、個人

報の第三者提供はいたしません。

情報の第三者提供はいたしません。

（エ） あらかじめご本人の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超えた

ｴ.

個人情報の利用はいたしません。

あらかじめご本人の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超え
た個人情報の利用はいたしません。

（オ） 利用目的に必要な範囲内でお客様等の個人情報の保存期間を定

ｵ.

めます。

利用目的に必要な範囲内で個人情報の保存期間を定め、保存
期間経過後は、個人情報を遅滞なく消去いたします。

（カ） 保存期間経過後は、個人情報を遅滞なく消去いたします。
b ) 当社は、個人情報保護法および、個人情報保護条例等その他関連する

(２)

当社は、個人情報保護法及び個人情報保護条例等その他関連する

規範を遵守いたします。 また、個人情報保護のための組織管理体制を確

規範を遵守いたします。 また、個人情報保護のための組織管理体

立するとともに、個人情報の収集、利用及び 提供に際しては、所定の規

制を確立するとともに、個人情報の収集、利用及び提供に際して

程・マニュアル等を遵守し、適切な取り扱いを実施いたします。

は、所定の規程・マニュアル等を遵守し、適切な取り扱いを実施いた
します。

c ) 当社は、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、技術面及び組

(３)

当社は、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、技術面及

織面における合理的な安全対策を講じ、個人情報への不正アクセス、個

び組織面における合理的な安全対策を講じ、個人情報への不正ア

人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の予防ならびに是正に努めま

クセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の予防ならびに

す。

是正に努めます。

d ) 当社が保有している個人情報について、ご本人が開示・訂正・利用停止

(４)

等をご希望された場合には合理的な期間および範囲で対応いたします。

当社が保有している個人情報について、ご本人が開示・訂正・利用
停止等をご希望された場合には合理的な期間及び範囲で対応いた
します。

e ) 当 社 は 、 国 際 規 格 「 ISO/IEC27001:2013 」 お よ び 国 内 規 格 「 JIS Q

(５)

当社は、国際規格「ISO/IEC27001:2013」及び国内規格「JIS Q

27001:2014」に準拠した ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)を運

27001:2014」に準拠した ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)

用し、継続的に改善していきます。

を運用し、継続的に改善してまいります。

[ ＧＭＯメディア株式会社 お客様相談窓口 ]
E-mail：privacy@gmo.media
以上

制定日 2007 年 5 月 1 日
最終改定日 2016 年 10 月 18 日
ＧＭＯメディア株式会社
代表取締役 森 輝幸
使用目的

2.

個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を以下の目的又は個別にご本人に通知した目
的のためにのみ利用し、これらの利用目的以外の目的では利用いたしませ
ん。
1. 当社が運営する各種サービス（以下、「本サービス」といいます）の利用目

(１)

当社が運営する各種サービス（以下、「本サービス」といいます）の

的

利用目的
(1)本サービスに伴う登録の受付、本人確認、重複登録の確認を行うため

ｱ.

本サービスに伴う登録の受付、ご本人確認、重複登録の確認を
行うため

(2)本サービスに関するご案内や、お伺い、お問い合わせ対応等のため

ｲ.

本サービスに関するご案内や、お伺い、お問い合わせ対応等の
ため

(3)本サービスの品質向上を図るための集計、分析等を行うため

ｳ.

本サービスの品質向上を図るための集計、調査、分析等を行う
ため

(4)当社または当社の提携先等第三者の商品または本サービス等に関す

ｴ.

る広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため。

当社又は当社の提携先等第三者の商品又は本サービス等に
関する広告、宣伝及び各種イベント・特典を実施するため

(5)当社または当社の提携先等第三者の商品または本サービスの品質向

ｵ.

当社又は当社の提携先等第三者の商品又は本サービスの品

上を図るためのアンケート調査等を行い、その集計および分析等を行うた

質向上を図るためのアンケート調査等を行い、その集計及び分

め。

析等を行うため

(6)その他、個人情報の取得に当たり個別に明示し、同意をいただいた利用

ｶ.

目的のため

その他、個人情報の取得に当たり個別に明示し、同意をいただ
いた利用目的のため(※)
※サービス毎に作成しているプライバシーステートメントに記載
の利用目的をご参照ください。

２．当社への採用応募者の個人情報の利用目的

(２) 当社への採用応募者の個人情報の利用目的

(1)応募の受付、本人確認、選考を行うため

ｱ.

応募の受付、ご本人確認、選考を行うため

(2)面接日程の調整、採用結果の通知等、採用に関する連絡を行うため

ｲ.

面接日程の調整、採用結果の通知等、採用に関する連絡を行う
ため

(3)採用後の雇用管理のため

ｳ.

採用後の雇用管理のため

(4)前 3 号に掲げる場合のほか、ご本人から同意を得た利用目的のため

ｴ.

前 3 号に掲げる場合のほか、ご本人から同意を得た利用目的の
ため

３．当社の株主様（以下「株主様」といいます。）の個人情報の利用目的

(３)

(1)株主様の法律に基づく権利の行使への対応や、当社の義務の履行の

当社の株主様の個人情報の利用目的
ｱ.

ため

履行のため

(2)当社が定める株主優待制度等、株主様としての地位に対し、当社から

ｲ.

便宜を供与するため
ｳ.

する等、株主様の管理のため

(1)お問い合わせ内容の履歴管理のため

当社が定める株主優待制度等、株主様としての地位に対し、当
社から便宜を供与するため

(3)法令に基づく所定の基準による株主様のデータ（株主名簿等）を作成

４．お問い合わせ頂いたお客様の個人情報の利用目的

株主様の法律に基づく権利の行使への対応や、当社の義務の

法令に基づく所定の基準による株主様のデータ（株主名簿等）
を作成する等、株主様の管理のため

(４)

お問い合わせ頂いたご本人の個人情報の利用目的
ｱ.

お問い合わせ内容の履歴管理のため

(2)お問い合わせ対応の品質向上を目的とした分析のため
個人情報の第三者提供について

ｲ.
3.

当社は、以下の場合を除き、本人の事前の同意なく個人情報を第三者提供
することはございません。

お問い合わせ対応の品質向上を目的とした分析のため

個人情報の第三者提供・共同利用
当社は、法令等に定めがある場合及び以下に公表する場合に、個人情報

を第三者提供・共同利用する場合があります。また、外国にある第三者に提
供する場合には、その外国の名称、その外国における個人情報保護に関す

1.法令に基づく場合

る制度、提供先である第三者が講ずる個人情報保護のための措置に関する

2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人

情報も併せて以下に公表いたします。

の同意を得ることが困難であるとき

(１) 個人情報を共同利用する場合

3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある

ｱ.

共同利用する者の範囲

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

ＧＭＯインターネット株式会社及び同社グループ会社

4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定め

（https://www.gmo.jp/company-profile/groupinfo/ に記載の、

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同

関連会社・子会社をいい、以下「ＧＭＯインターネットグループ」

意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

といいます。）
※

グループ会社は、将来、新設・統廃合などにより変更され
る場合があります。最新の状況については
https://www.gmo.jp/company-profile/groupinfo/ にてご
確認ください。

ｲ.

利用目的
ＧＭＯインターネットグループ会社各社において定める「個人情
報の利用目的」の範囲とし、これを共同利用会社全社共通の利
用目的とします。

ｳ.

共同利用する個人情報の項目
お名前、ご住所、E-Mail アドレス、電話番号、契約情報、その他
の上記の利用目的に必要な範囲の項目。

ｴ.

管理責任者
ＧＭＯインターネット株式会社
（代表者：代表取締役・グループ会長兼社長執行役員 グルー
プ代表 熊谷 正寿）

(２) 個人情報を第三者に提供する場合
あらかじめご本人から同意を得た場合、当社は当該個人情報を第
三者に提供いたします。
個人情報の委託について

4.

個人情報の委託

当社は、個人情報の処理等を外部に委託する場合がありますが、その場

当社は、個人情報の処理等を外部に委託する場合がありますが、その場

合は個人情報の管理水準が、当社が設定する水準以上である事を要し、守

合は個人情報の管理水準が、当社が設定する水準以上である事を要し、守

秘義務の取り交わし等必要な措置を講じるとともに、当該外部委託先の適

秘義務の取り交わし等必要な措置を講じるとともに、当該外部委託先の適

切な管理・監督を行います。

切な管理・監督を行います。

個人情報の開示等の手続きについて

5.

個人情報の開示等

本サービスの登録情報については、基本的に各サービスのログイン画面

本サービスの登録情報については、基本的に各サービスのログイン画面

で本人確認を実施後、会員画面にてご確認いただけます。書類にて開示を

でご本人確認を実施後、会員画面にてご確認いただけます。書類にて開示

希望されるもしくは、その他当社が保有する個人情報についての確認を希

等を希望される又はその他当社が保有する個人情報についての確認を希

望される場合には、下記の方法に従いご請求ください。

望される場合には、下記の方法に従いご請求ください。

１．個人情報保護方針に記載の「[ＧＭＯメディア株式会社 お客様相談窓

(１)

「10. 個人情報に関するお問合せ窓口」に記載の連絡先にご連絡く

口 ] にご連絡ください。開示等の手続きに必要な申請書をお送りいたしま

ださい。開示等の手続きに必要な申請書をお送りいたします。なお、

す。なお、その際には事務手数料として 740 円（税込）がかかります。申請書

その際には事務手数料として 740 円（税込）がかかります。申請書と

と併せて請求書を送付いたしますので、当該請求書記載の銀行口座に事務

併せて請求書を送付いたしますので、当該請求書記載の銀行口座

手数料をお振込みください。（振込に要する手数料は、ご本人の負担とさせ

に事務手数料をお振込みください。（振込に要する手数料は、ご本

ていただきます。）

人の負担とさせていただきます。）

２．当社の指定する申請書をお送りいたしますので、当該申請書に必要事項

(２) 当社の指定する申請書をお送りいたしますので、当該申請書に必要

をご記載ください。

事項をご記載ください。

（１）ご本人が手続きをされる場合は、以下の書類をご用意ください。

ｱ. ご本人が手続きをされる場合は、以下の書類をご用意ください。
①

・住民票写しの原本または外国人登録原票写しの原本（開示等の請求を
する日前 1 ヶ月以内に作成されたもの）

住民票写しの原本又は外国人登録原票写しの原本（開
示等の請求をする日の 1 ヶ月以内に作成されたもの）

・運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写し、年金手帳の

②

写し、外国人登録証明書の写しのいずれか 1 つ

運転免許証の写し、パスポートの写し、健康保険証の写
し、年金手帳の写し、外国人登録証明書の写しのいずれ
か1つ

（２）代理人の方が手続きをされる場合は、以下の書類をご用意ください。

ｲ. 代理人の方が手続きをされる場合は、以下の書類をご用意くださ
い。

・ご本人の住民票写しの原本

①

ご本人の住民票写しの原本

・委任状

②

委任状

・委任状の作成に用いられたご本人の印鑑証明書原本

③

委任状の作成に用いられたご本人の印鑑証明書原本

※法定代理人である場合は、上記に代えて、その資格を証明する書類

※法定代理人である場合は、上記に代えて、その資格を

（戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の 証明書、または登記事項証明

証明する書類（戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明

書等であって、開示等の請求をする日前 1 ヶ月以内に作成されたもの）

書又は登記事項証明書等であって、開示等の請求をす

および代理人の運転免許証の写し、代理人のパスポートの写し、代理

る日前 1 ヶ月以内に作成されたもの）及び代理人の運転

人の保険証の写し、代理人の年金手帳の写し、代理人の外国人登録

免許証の写し、代理人のパスポートの写し、代理人の保

証明書の写し、のいずれか 1 つ

険証の写し、代理人の年金手帳の写し、代理人の外国
人登録証明書の写し、のいずれか 1 つ

３．上記書類を以下の宛先に簡易書留郵便、配達証明付書留郵便にてお送

(３) 上記書類を以下の宛先に簡易書留郵便、配達証明付書留郵便にてお

りください。

送りください。

（送付先住所） 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタ

（送付先住所） 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリア

ワー

ンタワー
（送付先） ＧＭＯメディア株式会社 CS 推進室 個人情報の開示等請

（送付先） ＧＭＯメディア株式会社 CS 推進室 個人情報の開示等

求窓口 行

請求窓口 行

電子メールの場合は、以下のメールアドレス宛にお送りください。

電子メールの場合は、「10. 個人情報に関するお問合せ窓口」に記

（E-mail）privacy@gmo.media

載の連絡先にお送りください。

当社より、メールまたは書面にてご回答いたします。

(４)

お送りいただいた書類をもとにご本人確認を行った後、「利用目的
の通知」、「保有個人データの開示」又は「第三者提供記録等の開
示」をご請求される方につきましては、当社より事務手数料の請求
書を送付しますので、当該請求書記載の銀行口座に事務手数料を
お振込みください。
「利用目的の通知」、「保有個人データの開示」又は「第三者提
供記録等の開示」以外をご請求の方につきましては、ご本人確
認後、速やかに対応させていただきます。

(５)

「利用目的の通知」、「保有個人データの開示」又は「第三者提供記

録等の開示」をご請求される方につきましては、お問い合わせ内容
を確認後、配達証明付書留郵便又は電磁的記録の提供による方法
にてご回答申し上げます。
※なお、当社からの回答に関してご不明の点がございましたら、別
途当社までお問合せください。後日、当社よりご連絡申し上げま
す。
（記載なし）

6.

匿名加工情報について
匿名加工情報とは、法令に定める措置を講じて特定の個人を識別するこ

とができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であっ
て、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
(１) 匿名加工情報を作成する場合
ｱ.

当社は、法令で定める基準に従って、適正な加工を施します。

ｲ.

当社は、法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の
方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を
講じます。

ｳ.

当社は、作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表
します。

ｴ.

当社は、作成の元となった個人情報のご本人を識別するた
め、他の情報と照合することはありません。

(２) 匿名加工情報を第三者に提供する場合
ｱ.

当社は、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関す
る情報の項目と提供の方法を予め公表します。

ｲ.

提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報
であることを明示します。

（記載なし）

7.

仮名加工情報について
仮名加工情報とは、法令に定める措置を講じて他の情報と照合しない限

り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる
個人に関する情報をいいます。
(１) 仮名加工情報を作成する場合
ｱ.

当社は、法令で定める基準に従って、適正な加工を施した上で

作成します。
ｲ.

当社は、法令で定める基準に従って、作成過程で削除された情
報や加工の方法に関する情報（以下、併せて「削除情報等」と
いいます。）の漏えいを防止するために安全管理措置を施しま
す。

(２) 仮名加工情報及び削除情報等を取得した場合
ｱ.

当社は、法令で定める基準に従って、削除情報等の漏えいを防
止するために安全管理措置を施します。

ｲ.

当社は、特に個人情報である仮名加工情報を取得した場合に
は、予め公表している場合を除き、速やかに、上記利用目的に
て、その利用目的を公表します。

(３) 仮名加工情報をデータベースとして取扱う場合

ｱ.

当社は、不正なアクセス、改ざん、漏えい、滅失及び毀損から
保護するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

ｲ.

当社が、作成に用いられた個人情報のご本人を識別するため
に、他の情報と照合することはありません。

ｳ.

当社が、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を
送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、
又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連
絡先その他の情報を利用することはありません。

ｴ.

法第４１条第９項の定めにより適用除外される場合を除くその
他の取り扱いについては、上記の個人情報保護方針に準じま
す。

履歴情報および特性情報の取り扱いについて

8.

個人関連情報について
個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、匿

名加工情報及び仮名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。
(１) 個人関連情報を提供元の第三者から提供を受けて個人データとして
取得する場合
ご本人から取得する個人情報と、第三者から提供を受ける個人関連
情報を照合し、個人関連情報が、ご本人が識別される個人データと
なる場合があります。
対象となる個人関

すべての個人関連情報

連情報の項目
取得した後の利用

(１) 本サービスの提供及び継続的な改

目的

善のため
(２) 本サービスの利用者数やトラフィッ
クの調査・分析等のため
(３) セキュリティ確保のため
(４) 最適化されたコンテンツ、広告等を
配信するため
(５) アフィリエイト広告の成果承認作業
等のため
(６) その他、「2.個人情報の利用目的」
に準じた目的のため

(２) 個人関連情報をデータベースとして第三者に提供する場合
ｱ.

個人関連情報を第三者に提供する場合において、提供先の第
三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定さ
れるときは、あらかじめ当該個人関連情報に係るご本人の同意
が得られていること等を確認いたします。

ｲ.

個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した後の
提供先での利用目的に
表いたします。

9.

オプトアウト等について

ついては、提供先にて通知又は公

１．当社は、本サービスにおいて、その利用状況を分析するため、携帯端末

(1)

当社は、本サービスにおいて、その利用状況等を分析するため、携

の個体識別情報、クッキー、Web ビーコン、スマートフォン端末固有の広告

帯端末の個体識別情報、Cookie、Web ビーコン、スマートフォン端末

ID その他の類似技術を使用することがあります。クッキーや Web ビーコン

固有の広告 ID その他の類似技術を使用しております。Cookie や

等は、お客様が利用したサービス、閲覧したページや検索キーワード、

Web ビーコン等は、お客様が利用したサービス、閲覧したページや

広告の履歴、利用時間帯、利用環境（利用に際しての各種設定情報など

検索キーワード、 広告の履歴、利用時間帯、利用環境（利用に際

も含みます）など、匿名 情報として統計的な分析に利用されるほか、会員

しての各種設定情報なども含みます）など、匿名 情報として統計的

制のサービス等では、よりカスタマイズした サービスを提供するため、お

な分析に利用されるほか、会員制のサービスでは、よりカスタマイズ

客様を識別する情報と関連付ける場合がございます。

したサービスを提供するため、お客様を識別する情報と関連付ける
場合がございます。これらの情報のリセット方法については、以下を
ご参照ください。

■Cookie のリセット
お客様のブラウザの設定を変更することにより、クッキーの受け入れ可

お客様のブラウザの設定を変更することにより、Cookie の受け入れ

否を選択できます。また、フォルダに保存されているクッキーの情報を削

可否を選択できます。また、フォルダに保存されている Cookie の情

除することもできます。ご利用のブラウザでクッキーを無効化したり削除

報を削除することもできます。ご利用のブラウザで Cookie を無効化

する方法は、ご利用ブラウザのヘルプ機能をご確認ください。ただし、クッ

したり削除する方法は、ご利用ブラウザのヘルプ機能をご確認くだ

キーを無効化したり削除すると、当該サイトで一部の機能が使用できなく

さい。ただし、Cookie を無効化したり削除すると、当該サービスで一

なることがありますのでご注意ください。

部の機能が使用できなくなることがありますのでご注意ください。

■スマートフォン端末固有の広告 ID のリセット
スマートフォン端末固有の広告 ID は、Apple や Google などのプラットフ

スマートフォン端末固有の広告 ID は、Apple や Google などのプラット

ォーム事業者からアプリ開発者に提供される、匿名かつユニークな広告

フォーム事業者からアプリ開発者に提供される、匿名かつユニークな

配信識別用 ID のことです。下記、スマートフォン端末の操作から、スマー

広告配信識別用 ID のことです。下記、スマートフォン端末の操作か

トフォン端末 ID の機能を拒否（オプトアウト）することにより、スマートフォ

ら、スマートフォン端末 ID の機能を拒否（オプトアウト）することによ

ン端末 ID を利用したターゲティング広告の配信を無効化することができ

り、スマートフォン端末 ID を利用したターゲティング広告の配信を無

ます。

効化することができます。

iOS（バージョン 6 以上）の場合

【iOS の場合】

iOS のアプリ面に対する広告配信の際に、IDFA(Apple 社が提供する広告配

IDFA(Apple 社が提供する広告配信用の識別子)を利用した広告を制

信用の識別子)を利用しております。 IDFA を利用した広告を制限したい場

限したい場合は、下記のリンクより Apple 社が提供する案内に従って

合 は 、 下 記 の リ ン ク よ り Apple 社 が 提 供 す る 案 内 に 従 っ て く だ さ い 。

ください。 http://support.apple.com/kb/HT4228?viewlocale=ja_JP

http://support.apple.com/kb/HT4228?viewlocale=ja_JP
Android の場合

【Android の場合】

Android のアプリ面に対する広告配信の際に、Google Advertising ID(Google

ADID(Google Advertising ID:Google 社が提供する広告配信用の識

社 が 提 供 す る 広 告 配 信 用 の 識 別 子 ) を 利 用 し て お り ま す 。 Google

別子)を利用した広告を制限したい場合は、下記のリンクより Google

Advertising ID を利用した広告を制限したい場合は、下記のリンクより Google

社が提供する案内に従ってください。

社が提供する案内に従ってください。

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269

２．当社はお客様の履歴情報および特性情報を以下の目的で利用します。
・サイトの利用者数やトラフィックの調査のため
・サイトの内容や提供するサービスを、お客様によりご満足いただけるように
改良するため

・効率的な広告配信のため
・弊社や提携先が最適なコンテンツ、広告、各種サービスのご案内などをお
客様に配信したり提供したりするため
なお、当社は以上の目的のためにこれらの情報を当社の提携先（情報提供
元、広告主、広告配信先などを含みます）へ提供することがあります。

※当社の運営する本サービスにおいて、クッキーや Web ビーコンの利用に
関して個別に規定がある場合には、本規定と当該規定が重畳的に適用され
るものとします。

3．Google Analytics の利用について

(2)

当社は、広告配信最適化、アクセスログの解析並びにサーバーのア

当社サイトにおいて、サイトの利用状況を把握するために Google Analytics

クセシビリティ及び稼働状況のモニタリング等のために、第三者サー

を利用しています。

ビスを利用し、当該利用に際して Cookie 等の情報を提供しておりま

Google Analytics は、クッキーを利用して利用者の情報を収集します。

す。当社が利用している第三者サービスの利用目的及び提供先は

Google Analytics の利用規約及びプライバシーポリシーに関する説明につい

以下の通りです。なお、当社から当該第三者への情報の提供に際し

ては、Google Analytics の サイトをご覧ください。

て、個人を特定できる情報を付加することはありません。また、各提
供先のオプトアウト（停止）ページから提供情報の使用を無効にする

Google アナリティクス利用規約

ことができます 。

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/
Google プライバシーポリシー

■広告の配信最適化のために利用する第三者サービス

https://policies.google.com/privacy?hl=ja

提供先

情報の取扱いポリシー及びオプトアウト
（停止）ページ

4.New Relic の利用について

株式会社マイクロア

https://www.microad.co.jp/privacy/

当社サイトにおいて、サーバーのアクセシビリティ及び稼働状況をモニタリン

ド

http://send.microad.jp/w3c/

グする目的で、New Relic,Inc が提供するウェブアナリティクスサービス「New
Relic」を利用しています。当社サイトのサーバー稼働状況を改善する目的に
おいて、仮名化されたサービス利用関連のデータ、技術稼働データ (例えば

https://geniee.co.jp/privacy/
株式会社ジーニー
https://geniee.co.jp/optout.html
Criteo 株式会社

レスポンスタイム及びローディングにかかる時間など)が計測され、分析され
ます。 New Relic に関する詳細及び New Relic による情報収集を拒否される

https://policies.google.com/privacy?hl=ja
Google,inc.

場合は、以下のページをご確認ください。

https://support.google.com/ads/answer
/2662922?hl=ja

New Relic, Inc プライバシーポリシー
https://newrelic.com/jp/termsandconditions/privacy

https://www.criteo.com/jp/privacy/

https://www.gmo-am.jp/privacy/
GMO アドマーケティ
ttps://minerva-dmp.sp.gmossp-sp.jp/pri
ング株式会社
vacy.html
https://supership.jp/privacy/
Supership 株式会社
https://supership.jp/optout/
ユナイテッド株式会

https://mt.united.jp/rule.html

社

https://ja.ad-stir.com/sp/optout.html

Bytedance 株 式 会

https://www.tiktok.com/legal/privacy-p

社

olicy?lang=ja
https://flux-g.com/device-policy/

株式会社 FLUX
https://flux-g.com/optout/
Amazon.com,Inc.

https://www.amazon.co.jp/gp/help/cust

omer/display.html?nodeId=201909010
https://www.amazon.co.jp/adprefs

■アクセスログの解析のために利用する第三者サービス
提供先

情報の取扱いポリシー及びオプトアウト
（停止）ページ

Google,Inc(Google

https://tools.google.com/dlpage/gaopto

Analytics)

ut/?hl=ja

■サーバーのアクセシビリティ及び稼働状況のモニタリングのために
利用する第三者サービス
提供先

情報の取扱いポリシー及びプトアウト
（停止）ページ

New Relic,Inc. （ New

https://newrelic.com/jp/termsandcondi

Relic）

tions/privacy

※当社が提供した情報は、当該提供先企業において、ターゲティン
グ広告の配信、リコメンド、広告メニューの開発、顧客。ユーザー分
析などのために利用されることがあります。提供先企業におけるイン
フォマティブデータの取扱いについては、当該提供先の情報の取扱
いポリシーをご確認ください。
10.

[ ＧＭＯメディア株式会社 お客様相談窓口 ]
E-mail：privacy@gmo.media

個人情報に関するお問合せ窓口

当社が取得した個人情報に関する苦情、開示等の請求に関するお問合
せ等については、下記の「個人情報お問合せ窓口」にお申し出ください。この
方法によらない苦情等の受付（当社に直接お越しいただいた場合も含みま
す。）には対応いたしかねますので、ご了承ください。

【個人情報に関するお問合せ窓口】

E-mail：privacy@gmo.media
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