
 
新旧対照表 
変更前	  変更後	  
■個人情報の取り扱いについて 
＜基本方針＞ 
運営会社及び niconico のアカウント情報を利用してサ
ービスを提供するサイトの運営事業者（以下、総称して

「事業者」という）は、利用者により良いサービス・商

品を提供するために、個人情報の適正な収集、利用の基

準と運用についての具体的なルールを定め、利用者の個

人情報を大切な財産として適切に取扱います。 
 
事業者は、個人情報保護法及びその他の関連法令を遵守

します。 
事業者は、個人情報保護の責任者を決めルールに則り適

正に取扱われているかチェックを行い、発見された問題

については常に改善していきます。 
事業者は、個人情報の正確性を保ち、個人情報が社外に

漏れたり不当に改ざんされたりするなどのトラブルに

よって利用者にご迷惑をおかけしないよう、技術的な安

全対策を整備します。 
 
◆適用範囲 
本方針は、利用者が、事業者の提供するサービスを利用

するときに適用されます。 
事業者の提供するサービスから遷移する広告先のサイ

トを利用した結果残された個人情報については、事業者

は責任を負うことができませんので、本方針の適用範囲

外とさせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■個人情報保護方針 
株式会社ニワンゴ（以下「当社」といいます）

は、お客様により良いサービスを提供するために、

個人情報の適正な収集、利用の基準と運用について

の具体的なルールを定め、お客様の個人情報を大切

な財産として適切に取り扱います。 
	  
 
 
当社は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人

情報保護法」といいます）およびその他の関連法令

を遵守し、個人情報保護の責任者を決めルールに則

り適正に取り扱われているかチェックを行い、発見

された問題については常に改善していきます。 
	 当社は、個人情報の正確性を保ち、個人情報が社

外に漏れたり不当に改ざんされたりするなどのトラ

ブルによってお客様にご迷惑をおかけしないよう、

技術的・人的な安全対策を整備します。 
 
＜削除＞ 
 
 
 
 
 
 
 
◆個人情報の取り扱いについて 
１．個人情報及び利用者情報の取得 
当社は、当社の提供するサービス(以下「本サー
ビス」といいます)において、氏名、住所、生年
月日、電話番号、電子メールアドレス、金融機

関口座情報等の個人情報（個人情報保護法第 2
条第 1 項により定義される個人情報に該当する
もの）並びに次に定める同意情報及び収集情報

（以下、同意情報及び収集情報を併せて「利用

者情報」といいます）を取得します。 
 
【同意情報】 
本サービスのご利用にあたり、外部サービスと



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆利用目的 
事業者は、利用者から取得する、利用者のお名前・ご住

所(送付先住所も含む)・電話番号・生年月日・メールア
ドレスなどの個人情報の利用目的を特定し明らかにし、

その目的以外で個人情報を利用しません。事業者が利用

者から個人情報を取得する場合には、以下の目的のため

に利用させていただきます。 
• 事業者の提供するサービスの提供・運営のため 
• ご質問の受付・調査・回答のため 
• 事業者から、事業者の提供するサービス及び事

業者が指定する第三者の提供するサービスに

関連する、新機能、更新情報、キャンペーン等

の案内のメールを送付するため 
• ご注文商品・プレゼントなどの賞品等の発送、

返品等のため 
• 配送時の確認連絡 
• ご注文受付・お支払等の処理のため 
• メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じ

たご案内のため 
• 個人情報の属性の集計、分析、統計資料作成の

ため(統計資料とは、個人が識別・特定できない
ように加工したものをいい、新規サービスの開

発等の業務の遂行のために利用、処理すること

があります。また、統計資料を業務提携先に提

供することがあります。) 
• 利用規約に違反した方の本人特定をし、ご利用

をお断りするため 

の連携を許可した場合にお客様が許可した内容

に基づき当社が収集する次の情報。 
・外部サービスでお客様が利用する ID 等 
・外部サービスのプライバシー設定によりお客

様が連携先に開示を認めた情報 
 
【収集情報】 
お客様の本サービスへのアクセス状況やそのご

利用方法に関する次の情報 
・端末の個体識別情報 
・通信履歴 
・ご利用いただいたサービスやご覧になったペ

ージや広告の履歴等 
・クッキー情報 
・位置情報 
 
２．利用目的 
当社は、お客様から取得する個人情報及び利用者

情報の利用目的を特定し明らかにし、その目的以外

で個人情報及び利用者情報を利用しません。当社が

お客様から個人情報及び利用者情報を取得する場

合には、以下の目的のために利用させていただきま

す。 
• 本サービスの提供・運営のため 
• ご質問の受付・調査・回答のため 
• 本サービスに関連する、新機能、更新情報、

キャンペーン等の案内のメールを送付する

ため 
• ご注文商品・プレゼントなどの賞品等の発

送、返品等のため 
• 配送時の確認連絡 
• ご注文受付・お支払等の処理のため 
• メンテナンス、重要なお知らせなど必要に

応じたご案内のため 
• 個人情報及び利用者情報の属性の集計、分

析、統計資料作成のため(統計資料とは、個
人が識別・特定できないように加工したも

のをいい、新規サービスの開発等の業務の

遂行のために利用、処理することがありま

す。また、統計資料を業務提携先に提供す

ることがあります。) 
• マーケティング調査・プランニング及び

研究開発のため 



• 事業者広告事業におけるスポンサー企業及び

業務提携企業のサービスに関する情報をご案

内するため(業務提携企業とは、共同でサービス
を提供する提携企業先、関連会社及び子会社を

いう) 
• 利用者がサービス上で目にする広告やコンテ

ンツをそれぞれの利用者向けにカスタマイズ

するなど、利便性を向上するため 
• 利用者にご自身の登録情報の閲覧や変更、削

除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため 
• 有料サービスにおいて、利用者にご利用料金を

請求するため 
• 事業者の提供するサービスに利用者がアップ

ロードしたコンテンツを利用することについ

て、アップロードした利用者にご連絡するため 
• 業務提携企業がある場合で、かつ共同で提供す

るサービス(以下、共同サービスという)を利用
者が利用される場合に、業務提携企業に対し

て、共同サービスの提供に必要な最小限の項目

の個人情報を提供するため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆共同利用 
事業者が取得した個人情報は、事業者及び 事業者の属
するグループ企業各社 が、共同でサービスを提供する
ために、共同で利用させていただきます。 
 
 
 

• 利用規約に違反した方の本人特定をし、ご

利用をお断りするため 
• お客様がサービス上で目にする広告やコン

テンツをそれぞれのお客様向けにカスタマ

イズするなど、利便性を向上するため 
• お客様にご自身の登録情報の閲覧や変更、

削除、ご利用状況の閲覧を行っていただく

ため 
• 有料サービスにおいて、お客様にご利用料

金を請求するため 
• 当社の提供するサービスにお客様がアップ

ロードしたコンテンツを利用することにつ

いて、アップロードしたお客様にご連絡す

るため 
• 広告事業におけるスポンサー企業及び業務

提携企業のサービスに関する情報をご案内

するため(業務提携企業とは、共同でサービ
スを提供する提携企業先、当社と共同研究

を行う企業、グループ会社をいいます。個

人情報は、以下の３．から５．までの場

合を除き、業務提携企業に提供するもの

ではなく、また利用者情報及び以下の

３．から５により個人情報を提供する場

合であっても、当社は業務提携企業に対

し必要かつ適切な監督を行います。) 
• 業務提携企業がある場合で、かつ当社と共

同で提供するサービス(以下「共同サービス」
といいます)をお客様が利用される場合に、
業務提携企業に対して、共同サービスの提

供に必要な最小限の項目の利用者情報を

提供するため 
• 業務提携企業に収集情報（識別できるお

客様の ID 等は含みません）を提供し、
サービス向上・技術改善を目的とした共

同研究を行うため（その研究結果を公表

することがあります。） 
 
３．共同利用 
当社は、次のとおりお客様の個人情報を共同利

用します。 
共同して利用される個人情報の項目：氏名、住

所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、

金融機関口座情報等、その他当社が個人情報の



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆第三者提供 
事業者は、原則として利用者の同意を得ることなく第三

者に個人情報を開示・提供することはありませんが、以

下の場合には開示・提供することがあるものとします。 
• 法令に基づく場合 
• 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、本人の同意を得ることが困

難であるとき 
• 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推

進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき 
• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託

を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要があって、本人の同意

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 
• 事業者の提供するサービスの利用規約で利用

者が同意している場合に該当するとき 
 
 
 
 
 
 
◆業務委託 
事業者は、サービス・商品を提供するために必要な範囲

で個人情報取扱いを含む業務を委託先に業務委託する

ことがあります。その場合にも、委託先が漏洩や再提供

を行わないよう契約により義務付け、適切に管理しま

す。なお、サービス・商品を提供するためやむを得ない

場合には、業務委託先が直接利用者に連絡することがあ

ります。予めご了承ください。 

取得に際していただいた個人情報 
 
共同して利用する者の範囲：株式会社ドワンゴ、

株式会社ドワンゴコンテンツ、株式会社ドワン

ゴモバイル、株式会社キテラス、株式会社ドワ

ンゴ・ユーザーエンタテインメント 
 
共同して利用する者の目的：２．の利用目的と

同様 
 
利用者情報の管理について責任を有する者の氏

名又は名称：株式会社ドワンゴ 
 
４．個人情報の第三者提供 
当社は、原則としてお客様の同意を得ることなく第

三者に個人情報を開示・提供することはありません

が、以下の場合には開示・提供することができるも

のとします。 
• 法令に基づく場合 
• 当社が利用目的の達成に必要な範囲内

において個人情報の取扱いの全部又は

一部を委託する場合 
• 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、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 
• 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き 
• 国の機関若しくは地方公共団体又はその委

託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要があって、本

人の同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 
• 当社の提供するサービスの利用規約でお客

様が同意している場合に該当するとき 
 

５．業務委託 
当社は、サービス・商品を提供するために必要な範

囲で個人情報取扱いを含む業務を委託先に業務委託

することがあります。その場合にも、委託先が漏洩

や当社の同意なく再提供を行わないよう契約により

義務付け、適切に管理します。なお、サービス・商



 
 
◆免責 
個人情報の漏洩等がないよう事業者は法律その他の規

程に基づき適切にサービス運営を行いますが、以下の場

合に、第三者が個人情報を取得したことにより発生した

トラブルについては免責されるものとします。 
• 利用者自らがサービス上の機能又は別の手段

を用いて他の利用者に個人情報を明らかにす

る場合 
• 他の利用者がサービス上に入力した情報によ

り、期せずして本人が特定できてしまった場合 
• その他事業者に過失がないにも拘わらず発生

した漏洩等の事故 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品を提供するためやむを得ない場合には、業務委託

先が直接お客様に連絡することがあります。予めご

了承ください。 
 
６．免責 
個人情報の漏洩等がないよう当社は法律その他の規

程に基づき適切にサービス運営を行いますが、以下

の場合に、第三者が個人情報を取得したことにより

発生したトラブルについては免責されるものとしま

す。 
• お客様自らが本サービス上の機能又は別の

手段を用いて他のお客様に個人情報を明ら

かにする場合 
• 他のお客様がサービス上に入力した情報に

より、期せずして本人が特定できてしまっ

た場合 
• その他当社に過失がないにも拘わらず発生

した漏洩等の事故 
 
７．個人情報の開示 
当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに

基づき個人情報の開示を求められたときは、お

客様ご本人からのご請求であることを確認の上

で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います（当

該個人情報が存在しないときにはその旨を通知

いたします。）。但し、個人情報保護法その他の

法令により、当社が開示の義務を負わない場合

は、この限りではありません。 
 
８．個人情報の訂正等 
当社は、お客様から、個人情報が真実でないと

いう理由によって、個人情報保護法の定めに基

づきその内容の訂正、追加又は削除（以下「訂

正等」といいます）を求められた場合には、お

客様ご本人からのご請求であることを確認の上

で、利用目的の達成に必要な範囲内において、

遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、

個人情報の内容の訂正等を行い、その旨をお客

様に通知します（訂正等を行わない旨の決定を

したときは、お客様に対しその旨を通知いたし

ます。）。但し、個人情報保護法その他の法令に

より、当社が訂正等の義務を負わない場合は、

この限りではありません。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９．個人情報の利用停止等 
当社は、お客様から、お客様の個人情報が、あ

らかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取

り扱われているという理由又は偽りその他不正

の手段により取得されたものであるという理由

により、個人情報保護法の定めに基づきその利

用の停止又は消去（以下「利用停止等」といい

ます）を求められた場合において、そのご請求

に理由があることが判明した場合には、お客様

ご本人からのご請求であることを確認の上で、

遅滞なく個人情報の利用停止等を行い、その旨

をお客様に通知します。但し、個人情報保護法

その他の法令により、当社が利用停止等の義務

を負わない場合は、この限りではありません。 
 
10．お問い合わせ窓口及び個人情報の開示等請
求手続き 
【お問い合わせ窓口】 
お客様ご本人の個人情報のご意見、ご質問、苦

情のお問い合わせについては、Web 上ニコニコ
ヘルプ内個人情報に関するお問い合わせ にて
受け付けております。 
 
【個人情報の開示請求手続き】 
お客様の個人情報のうち、アカウント情報の開

示及び訂正等につきましては、Web 上 niconico 
メニュー アカウント設定により、お客様自身に
て開示及び訂正等のお手続きを行って頂きま

す。 
 
アカウント情報の利用停止等並びにアカウント

情報以外の個人情報の開示、訂正等及び利用停

止等のご請求につきましては、下記事項をご明

記のうえ、個人情報に関するお問い合わせ まで
ご連絡ください。 
※一部の niconico の各サービスにおいては、お
客様自身にて開示、訂正等及び利用停止等のお

手続が可能な場合がございます。 
 
1.ご請求される個人情報の内容 
2.ご請求される対象のサービス名 
3.ご請求を希望される理由 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆その他 
利用者ご自身の情報を最新かつ正確にご提供いただけ

ない場合には、利用者は適正なサービスが受けられない

ことがありますのでご注意ください。 
 
◆問い合わせ窓口 
事業者によるサービスを通じて取得した利用者の個人

情報は、原則として利用者ご自身によってサービスの機

能により閲覧、変更、削除など行うことができます。そ

の他の方法による、利用者ご本人の個人情報の照会、訂

正、削除、苦情のお問い合わせについては、ニコニコサ

ービスヘルプまでご連絡ください。 
 

4.ご請求において希望される対応方法(個人情
報の開示、 訂正・追加・削除、 利用の停止・
消去) 
 
当社は、お客様よりご請求の連絡を受領した後、

お客様がご請求される内容に応じて、ユーザー

ID、ご登録のメールアドレス等のご提示をお客
様に求め、お客様ご本人からの請求であること

を確認させていただきます。当該確認の完了を

もちまして、当社は個人情報保護方針の定めに

従い遅滞なくご対応申し上げます。 
なお、ご請求の対象が氏名、住所、電話番号、

金融機関口座情報、クレジットカード情報等の

重要な個人情報に関する場合、又は、ご請求が

ご本人以外からの代理のご請求の場合には、当

社が指定するご本人確認に必要な書面、又は、

代理権を有することを証する書面をご提出いた

だきます。予めご了承ください。 
 
11．その他 
お客様ご自身の情報を最新かつ正確にご提供いただ

けない場合には、お客様は適正なサービスが受けら

れないことがありますのでご注意ください。 
 
＜10．に統合のため削除＞ 

 
 


