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改定前 改定後 

前文 

このプライバシーポリシーは、株式会社日本経済

新聞社（以下、「日経」といいます。）が、日経 ID を

利用した情報提供サービス等の様々なサービス（以

下、「本サービス」といいます。）をご利用される欧

州連合（本ポリシーではアイスランド、リヒテンシ

ュタイン及びノルウェーを含み、以下「ＥＵ」とい

います。）及び英国に在住の皆様（以下、「利用者」

といいます。）から取得する個人情報について、その

取扱方針を定めるものです。 

はじめに 

このプライバシーポリシーは、株式会社日本経済

新聞社（以下、「日経」といいます）が、日経 ID を

利用したメディア、イベント、キャリア支援、デー

タベースなどの様々なサービスをご利用される欧州

連合（本ポリシーではアイスランド、リヒテンシュ

タイン及びノルウェーを含み、以下「ＥＵ」といい

ます）及び英国に在住の皆様（以下、「お客さま」と

いいます）から取得する個人情報について、その取

扱方針を定めるものです。 

日経 ID プライバシーポリシーは、日経 ID を使っ

たサービスに適用される共通のポリシーです。お客

さまが日経 ID を使ったサービスを利用される際、そ

のサービスごとのプライバシーポリシーが規定され

ている場合は、日経 ID プライバシーポリシーに加え

て、別途定めるサービスごとのプライバシーポリシ

ーが適用されます。 

2. 個人情報の取得 

日経は、本サービスの提供にあたって必要となる範

囲で、主に次のような場合に利用者に関する情報を取

得します。なお、以下は例示であり、また、情報の具

体的内容によっては個人情報に該当しない場合もあ

ります。 

(1) 本サービスへご登録いただく場合 

本サービスへご登録いただく場合、利用者の『氏名、

メールアドレス、生年月日、性別、職業』等の個人情

報をお伺いします。 

1. 本サービスの利用にあたって必要となる登録を

していただく場合 

2. イベント/セミナーへのお申し込み、アンケート

へのご協力、懸賞へのご応募をいただく場合 

3. 本サービスに関して日経にお問い合わせをいた

だく場合 

4. 提携先が本サービスとは別に取得した個人情報

が日経に提供される場合 

(2) 本サービスをご利用いただく場合 

ご登録いただいた後に本サービスを利用されます

と、日経は、利用状況に関する以下のような情報を、

利用者を識別できる情報と関連付けて取得します。 

1. サービス・商品の利用・購入等の取引履歴 

2. 個別のサービスへの登録状況 

1. 個人情報の取得 

日経は、サービスの提供にあたって必要となる範囲

で、主に次のような場合にお客さまに関する情報を取

得します。また、個別のサービスへご登録いただく際

に取得した個人情報についても、日経 ID プライバシ

ーポリシーに基づき、利用します。 

(1) サービスにご登録いただく場合 

日経は、例えば以下の場合に、お客さまの氏名、

住所、メールアドレス、生年月日、性別、職業など

の個人情報を取得します。 

① サービスの利用や商品の購入にあたり必要となる

お客さまの情報を登録いただく場合 

② イベント、セミナーへの申し込み、アンケートへ

の協力、または懸賞へ応募いただく場合 

③ サービスに関して日経に問い合わせいただく場合 

(2) サービスをご利用いただく場合 

日経は、例えばお客さまによるサービスの利用状

況に関する以下の情報を、お客さまを識別できる情

報と関連付けて取得します。  

① サービスの利用状況や商品の購入履歴 

② サービスの登録有無や利用内容 

③ イベントやセミナーへの申し込み、アンケートへ

の協力、懸賞への応募の状況 

(3) サービスを提供するウェブサイトへアクセスし
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3. イベント/セミナーへのお申し込み、アンケート

へのご協力、懸賞へのご応募の状況 

4. アンケートへの参加、掲示板の利用、本サービス

への評価についての発言または記載内容 

また、日経は、提携先から、利用者と日経や提携先

との間でなされた取引記録や決済に関する情報の提

供を受ける場合があります。 

(3) 本サービスを提供するウェブサイトへアクセス

していただく場合等 

日経は、利用者が本サービスを提供するウェブサイ

トへアクセスした場合等において、利用者のブラウザ

ーから、IP アドレス、クッキーやウェブビーコン等を

利用して、利用者の広告やウェブサイトの閲覧履歴や

閲覧状況、ご利用環境（オペレーティングシステム、

ブラウザーの種類を含みます）などの情報を自動的に

取得します。 

ていただく場合 

日経は、サービスを提供するウェブサイトやアプ

リにお客さまがアクセスした場合に、IP アドレスや

クッキー、ウェブビーコンなどを通じて、コンテン

ツや広告の閲覧履歴や閲覧状況、ご利用環境などの

情報を取得します。 

(4) 提携先から受け取る場合 

日経は、提携先から、お客さまの個人情報を受け

取る場合があります。例えば日経が、より良いサー

ビスを提供するために提携先から利用内容や利用状

況などの提供を受け取る場合や、日経のサービスの

決済状況を確認するために決済代行会社から取引履

歴や決済に関する情報の提供を受け取る場合などが

該当します。 

1. 個人情報の利用目的 

日経は、本サービスを通じて利用者から取得した個

人情報を次の目的に利用します。 

(1) 日経による本サービスの提供、及び利用者によ

る本サービスの利用のため 

1. 登録された利用者として本サービスを利用する

際の、ログイン時またはログイン後の本人認証の

ため 

2. 登録していただいた情報（以下、「登録情報」とい

います。）の閲覧・修正、または本サービスのご利

用状況（以下、「利用状況」といいます。）の確認

をしていただく場合の各種画面における、これら

の情報の自動表示のため 

3. どの利用者が投稿・ページ作成等を行っているか

を識別していただくため 

4. 利用者のデータ入力を簡便にするための、登録情

報の入力画面への自動表示、または利用者の指示

に基づく登録情報の他のサービス等への転送の

ため 

5. 電子メール配信サービスのお申し込みの確認や

各種メール送信のため 

6. 有料サービスへのご登録の確認やサービス提供

のため 

7. 新聞・雑誌・書籍その他商品のご購入の確認や配

送のため 

8. 各種アフターサービスの提供のため 

9. 有料サービス・各種商品に関するご請求、お支払

いとその確認のため 

2. 個人情報の利用目的 

日経は、取得したお客さまの個人情報を、サービ

スの提供やお客さまとの必要なコミュニケーショ

ン、サービスの改善や新たなサービスの検討に利用

するほか、お客さまのニーズに合わせたコンテンツ

の提供や広告の配信のための、お客さまのサービス

ご利用状況の調査、分析にも利用します。社会貢献

の観点から、お客さまが識別されないよう統計化し

た情報を報道に利用することもあります。いずれの

目的で利用する場合であっても、人権やプライバシ

ーに配慮し、法令や社内ルールを遵守して利用しま

す。具体的な内容は以下のとおりです。 

(1) お客さまへのサービスの提供のため 

日経は、例えば以下の利用目的でお客さまの個人情

報を利用します。 

・お客さまによるログイン時の認証のため 

・申し込み内容に基づく各種サービスの提供のため 

・サービスの申し込み画面にお客さまの登録済み情

報を自動表示し、お客さまの入力を簡便にするため 

・新聞、雑誌、書籍その他の購入商品の配送のため 

・有料サービスに関する請求や支払いの確認のため 

・協力いただいたアンケートに対する謝礼などの送

付のため 

・サービスの不具合の調査とお客さまへの対応のた

め 

・サービスの規約に違反したお客さまへの対応のた

め 

(2) お客さまとのコミュニケーションのため  
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10. ご購読いただいている新聞、雑誌等の定期刊行物

の継続購読等のご案内の送付のため 

11. イベント/セミナーのお申し込みの確認や入場券

等の送付のため 

12. ご協力いただいたアンケートに対する謝礼等の

送付のため 

13. ご応募いただいた懸賞などに対する景品等の送

付のため 

14. ご要望いただいた広告掲載会社への資料請求等

の仲介のため 

15. 利用者からのお問い合わせへの対応、または日経

から利用者へのお問い合わせのため 

16. 本サービスに関する規約に違反した利用者への

対応のため 

(2) 本サービスの改良、カスタマイズその他利便性

向上のため 

1. 本サービス・商品等の内容の改善や新サービス・

新商品の開発のため 

2. 本サービスのご利用にあたってご覧いただくコ

ンテンツや広告を、登録情報、利用状況等により、

それぞれの利用者向けにカスタマイズするため 

3. 利用者が注文されたサービス・商品等に関する満

足度等、本サービスに関する調査・アンケートの

ため 

4. 本サービスのご利用にあたってご覧いただく、第

三者から提供されるコンテンツや広告を利用者

にとって利便性の高いものとするための、登録情

報や利用状況の分析、または分析のためのアンケ

ート対象の抽出、分析結果の第三者への提供のた

め 

5. 広告の配信状況の把握、広告効果の測定及び、行

動ターゲティング広告の表示（一部サイトのみ）

のため 

なお、日経が第三者に提供する分析結果に個人が特

定されるような情報は含まれません。 

(3) その他本サービスの提供のため 

上記(1)、(2)に付随して必要な範囲で、日経によ

る本サービスの提供のため 

(4) 提携先への提供のため 

1. 提携先（日経 ID 利用規約にて定めます。）に対し、

［5. 個人情報の開示］に従い、個人情報を提供す

るため 

2. 広告配信事業者に対し登録情報の一部を提供す

るため（当該事業者の広告配信サービスで利用し

日経は、例えば以下の利用目的でお客さまの個人

情報を利用します。 

・お客さまからの問い合わせへの対応のため 

・お客さまのサービス利用状況の確認のため 

・サービスや規約の変更などの重要なお知らせをお

客さまに案内するため 

・お客さまにおすすめするサービスを案内するため 

(3) サービスの改善や新たなサービスの企画、開発

のため  

日経は、サービスの改善や新たなサービスを企

画、開発するために、お客さまの個人情報を利用し

ます。サービスの利用実態の調査やアンケート調査

の実施のためにお客さまの個人情報を利用する場合

があります。 

(4) お客さまのニーズに合わせたサービスの提供を

目的とした調査・分析のため  

日経は、お客さまの居住地域や職業・職種などの情

報のほか、お客さまがサービスに登録した情報、サー

ビスの利用履歴やイベントの参加履歴、コンテンツや

広告の閲覧履歴などを利用し、お客さまのニーズを調

査・分析します。また、日経は、お客さまの個人情報

を他のウェブサイトのお客さまのご利用情報と関連

付けて、ニーズを調査・分析することもあります。 

(5) お客さまのニーズに合わせたコンテンツの提供

や広告の配信などのため 

日経は、(4)の調査・分析結果をもとに、お客さま

のニーズに合わせて日経や提携先のコンテンツを提

供したり、日経や広告主の広告を配信したりします。

また、日経は、コンテンツ配信事業者や広告配信事業

者などの提携先がお客さまにコンテンツや広告を配

信するために、お客さまの個人情報を、それ単体では

お客さまを識別できない形で提携先に提供する場合

があります。 

(6) データ分析を通じて社会に貢献するため 

日経は、お客さまから取得した個人情報を、サー

ビス提供のためだけに利用するわけではありませ

ん。例えば、日経が、お客さまから取得した個人情

報をお客さまが識別されないように統計化したうえ

で、報道の目的で利用することがあります。また、

日経は、こうした統計情報を災害対策や地域振興な

ど公共の目的で、企業や自治体に提供する場合があ

ります。この場合、日経は、お客さまが識別される

ような形で情報を提供することはありません。 
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ます。提供する情報に特定の個人が識別されるよ

うな情報は含まれません） 

(5) 本サービス以外のサービス・商品に関連した情

報の提供等のため 

1. 日経が提供する定期刊行物、書籍、デジタル・コ

ンテンツ、各種有料サービス、その他各種サービ

スのご案内の送付のため 

2. 日経が実施するアンケートへのご協力やイベン

ト/セミナーへのご参加のお願い、その結果等の

報告のため 

3. 日経をはじめ利用者に有益と思われる企業/団体

の情報やアンケート、または第三者の広告等の送

付のため 

(6) その他の利用目的のため 

個別のサービスにおいて、上記に規定のない目的で

個人情報を利用する場合があります。その場合には、

事前に同意を得るものとします。 

なお、個人情報は、日経が別途取得・管理する個人情

報と関連付けたうえで利用する場合があります。 

3. 同意に基づく取り扱い及び同意の撤回権 

利用者は、本プライバシーポリシーへの同意の意思

表示を行うことによって、日経による個人情報の取り

扱いについて同意したこととなり、日経は、利用者の

かかる同意に基づいて、利用者の個人情報を取り扱い

ます。ただし、利用者はかかる同意をいつでも撤回す

ることができます。また、16 歳未満の利用者が本サー

ビスを利用するにあたっては、本サービスの利用につ

いて保護者の方に同意をしていただくか、保護者の方

から許可を得たうえで本サービスの利用に同意して

いただく必要があります。 

3. 同意などに基づく取り扱い及び同意の撤回権 

お客さまは、本プライバシーポリシーへの同意の意

思表示を行うことによって、日経による個人情報の取

り扱いについて同意したこととなり、日経は、お客さ

まのかかる同意に基づいて、お客さまの個人情報を取

り扱います。ただし、お客さまはかかる同意をいつで

も撤回することができます。撤回権を行使するには、

「9. お問い合わせ窓口」記載の問い合わせフォーム

または住所への郵送にてご連絡ください。 

1. (3)記載の個人情報については、日経において必

要となる正当な利益のためにかかる個人情報を取り

扱います。その他、日経は、個人情報の取り扱いにつ

いて正当な利益がある場合、お客様との契約を履行す

るために必要である場合、または日経の法的義務を遂

行するために必要である場合に、お客様の個人情報を

取り扱う場合があります。 

また、16 歳未満のお客さまが本サービスを利用す

るにあたっては、サービスの利用について保護者の方

に同意をしていただくか、保護者の方から許可を得た

うえでサービスの利用に同意していただく必要があ

ります。 

4．個人情報提供の必要性 

利用者に提供していただく個人情報は、日経が利用

者に本サービスを提供する上で、利用者にご提供いた

だくことが必要なものですので、ご提供いただけない

4. 個人情報提供の必要性 

お客さまに提供していただく個人情報は、日経が

お客さまにサービスを提供する上で、お客さまにご

提供いただくことが必要なものですので、ご提供い
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利用者には、本サービスをご利用いただけない場合が

あります。 

ただけないお客さまには、サービスをご利用いただ

けない場合があります。 

5. 個人情報の開示 

1. 日経は、利用者の事前の同意がない限り、下記各

号の場合を除き、個人情報を第三者に提供せず、

また、個人情報の販売や貸し出しは行いません。 

2. 法令、裁判所の判決・決定・命令、官公庁等によ

り開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で

第三者に対して個人情報を提供する場合があり

ます。 

3. 以下のようなケースで本人の同意を得ることが

困難な場合にも、日経または提携先が提供するサ

ービスの利用に関連して、必要最小限度の範囲で

第三者に対して個人情報を提供する場合があり

ます。 

1. 利用者が法令や関連する規約等に反し、第

三者または日経の権利、財産、サービスなど

を保護するために必要と認められる場合 

2. 人の生命、身体及び財産などに対する差し

迫った危険があり、緊急の必要性がある場

合 

4. 日経は、利用者が提携先に対してサービスや商品

の購入、懸賞やアンケートの応募、その他の取引

を申し込まれた場合、利用者の指示に基づいてそ

の取引に必要な範囲で、日経が取得した個人情報

を提携先に提供します。このように提供された個

人情報は、提携先が管理します。提携先は、その

取引を遂行することに加え、取引後の利用者向け

メール等による情報提供、利用者のサービスの利

用状況等の分析をして、提携先の事業運営/サー

ビスの改善を行うために、個人情報を利用しま

す。日経は、提携先に対し、ＥＵ一般データ保護

規則及び同規則に相当する英国法（以下「ＧＤＰ

Ｒ」と総称します。）及び関連法令を遵守し、利

用者のプライバシーに配慮した個人情報の取り

扱いをすることを契約等で義務づけております。

なお、提携先における個人情報の取り扱いの詳細

につきましては、提携先にお問い合わせくださ

い。 

5. 日経は、「1.個人情報の利用目的」記載の利用目

的の範囲内において、「2.個人情報の取得」記載

の個人情報を、日経グループ会社各社と共同で利

用します。 

5. 個人情報の提供など 

日経は、次の各項のいずれかに相当する場合に、お

客さまの個人情報を第三者に提供する場合がありま

す。なお、日経は、本条の定めに基づき外部委託先に

個人情報を提供する場合、ＥＵ一般データ保護規則及

び同規則に相当する英国法（以下、「ＧＤＰＲ」と総

称します）及び関連法令を遵守し、お客さまのプライ

バシーに配慮した個人情報の取り扱いをすることを

契約などで外部委託先に義務づけております。 

(1) 以下の各号のいずれかに相当する場合 

① 法令、裁判所の判決・決定・命令、官公庁などに

より開示を要求された場合 

② お客さまが法令や関連する規約などに反し、日経

または第三者の権利、財産、サービスなどを保護

するために必要と認められる範囲で、お客さまの

同意を得ることが困難な場合 

③ 人の生命、身体および財産などに対する差し迫っ

た危険があるなどの緊急の必要性があり、お客さ

まの同意を得ることが困難な場合 

④ その他法令で認められる場合 

(2) お客さまが提携先に対してサービスや商品の購

入、懸賞やアンケートの応募、その他取引を申し込む

際に、お客さまの指示に基づいてその取引に必要な範

囲で、日経が取得した個人情報を提携先に提供する場

合 

この場合に提携先に提供された個人情報は、提携先

が管理します。提携先は、その取引を遂行することに

加え、取引後のお客さま向けメールなどによる情報提

供、およびお客さまのサービスの利用状況などの分析

をして提携先の事業運営/サービスの改善を行うため

に、個人情報を利用します。 

(3) コンテンツ配信事業者や広告配信事業者などの

提携先が、お客さまにコンテンツや広告を配信するた

めに、お客さまの個人情報を、それ単体ではお客さま

を識別できない形で提携先に提供する場合 

(4) 日経が外部委託先に対し、個人情報を提供する場

合 

(5) 「2. 個人情報の利用目的」記載の利用目的の範

囲内において、日経グループ会社各社に提供する場合 

6. 個人情報の修正 （削除）※「5.個人情報の提供など」に統合 

https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/corporate/group/
https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/corporate/group/


6 

 

1. 日経は、利用者の個人情報の正確性、最新性を確

保するため、利用者にご協力をお願いする場合が

あります。 

2. 利用者は、本サービスのウェブサイトにおいて、

個人情報の、(1)確認、(2)訂正・追加・削除・デ

ータポータビリティ権の行使、(3)利用停止及び

(4)提携先への提供停止（以下、「確認等」といい

ます。）の手続を行うことができます。なお、直接

来社いただいてのお申し出や、あらかじめ指定さ

せていただいているケース以外でのメールでの

お問い合わせはお受けできませんのでご了承く

ださい。 

3. 上記の方法で確認等を行うことのできない、日経

が保有する個人情報については、別途日経が定め

る手続に従い、確認等をご請求ください。 

4. 利用者は、利用者に関連する個人情報の取り扱い

につき管轄を有する各国データ保護当局に対し

て異議を申し立てる権利を有します。 

7. 保存期間 

日経は、利用者に本サービスを提供するために必要

がある限り、利用者の個人情報を保持しますが、必要

性がなくなった場合には、速やかにこれを消去しま

す。 

 

6. 保存期間 

日経は、「2. 個人情報の利用目的」記載の利用目的

のために必要がある限り、またはそれよりも長期にわ

たり保存することが法律によって求められ、認められ

る場合に限り、お客さまの個人情報を保持しますが、

必要性がなくなった場合には、速やかにこれを消去し

ます。 

8. 個人情報の域外移転 

日経は上記の利用目的の達成のために、利用者の個

人情報を日本を含むＥＵ及び英国域外の国に移転し

て取り扱う場合があります。ＥＵ及び英国域外の国に

おいてはＧＤＰＲと同様のデータ主体の権利が認め

られない場合がありますが、日経は利用者の個人情報

をＧＤＰＲに基づく標準契約条項の締結等により、利

用者の個人情報の保護に関する十分な措置が確保さ

れることを担保いたします。 

7. 個人情報の域外移転 

日経は上記の利用目的の達成のために、お客さまの

個人情報をＥＵ及び英国域外の国（日本を含みます）

に移転して取り扱う場合があります。ＥＵ及び英国域

外の国においてはＧＤＰＲと同様のデータ主体の権

利が認められない場合がありますが、日経はＧＤＰＲ

に基づく標準契約条項の締結などにより、お客さまの

個人情報の保護に関する十分な措置が確保されるこ

とを担保いたします。 

お客さまの情報を保護するために用いられている

文書の写しを入手するなど、詳細な情報を得る場合に

は、「9. お問い合わせ窓口」記載の問い合わせフォー

ムまたは住所への郵送にてご連絡くださいますよう

お願いいたします。 

 8. 取り扱いに異議を申し立てる権利 

お客さまは、正当な利益を根拠として取り扱われて

いる個人情報の取り扱いに対して、いつでも異議を申

し立てる権利を有しています。個人情報の取り扱いに

は、プロファイリング（お客さまの情報からその行動
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を分析・予測することをいいます。以下同じ）が含ま

れます。 

お客さまは、その個人情報がダイレクトマーケティ

ングの目的で取り扱われている場合、ダイレクトマー

ケティングを拒否し、またはその目的で行われるプロ

ファイリングを拒否する権利を有しています。 

9. お問い合わせ窓口 

利用者ご本人からの個人情報の照会等に関しては、

下記窓口までご連絡ください。 

〒１００－８０６６ 

 東京都千代田区大手町１－３－７ 

(株)日本経済新聞社 法務・コンプライアンス室 個

人情報管理センター（ＧＤＰＲ対応事務局） 

問い合わせフォーム 

０３－３２７０－０２５１（代表） 

9. お問い合わせ窓口 

(1) お客さまは、サービスに関して日経が取り扱う個

人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除・

データポータビリティ権の行使、利用停止・消去およ

び提携先を含む第三者への提供停止の請求（以下、「開

示などの請求」といいます）を行うことができます。

開示などの請求のお手続きに関しては、下記窓口まで

ご連絡ください。 

〒１００－８０６６ 

東京都千代田区大手町１－３－７ 

(株)日本経済新聞社 法務・コンプライアンス室 個

人情報管理センター（ＧＤＰＲ対応事務局） 

問い合わせフォーム 

０３－３２７０－０２５１（代表） 

(2) お客さまは、お客さまに関連する個人情報の取り

扱いにつき管轄を有する各国データ保護当局に対し

て異議を申し立てる権利を有します。 

10. セキュリティについて 

日経は、本サービスにおけるセキュリティ確保のた

め、クレジットカード番号などの重要な情報の入力時

には、これらの情報が傍受、妨害または改ざんされる

ことを防ぐ目的で SSL（Secure Sockets Layer）技術

を使用しています。 

（削除） ※技術の進展などによる 

11. その他 

1. 日経は、ＧＤＰＲ及びその他の関連法令の規定に

より、上記と異なる取り扱いをする場合がありま

す。 

2. 日経は、プライバシーポリシーの全部または一部

を変更する場合があります。重要な変更がある場

合には、本サービスが提供されるウェブサイトに

おいて、分かりやすい方法でお知らせします。 

10. その他 

日経は、プライバシーポリシーの全部または一部

を変更する場合があります。重要な変更がある場合

には、サービスが提供されるウェブサイトにおい

て、分かりやすい方法でお知らせします。 

https://support.nikkei.com/app/ask_0101/p/19/c/105/
https://support.nikkei.com/app/ask_0101/p/19/c/105/

