データ連携に関する確認事項


KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「OCT」
といい、KDDI と総称して「KDDI 等」といいます)と株式会社ロイヤリティ マーケティ
ング(以下「LM」といい、KDDI 等及び LM を総称して「当社ら」といいます)の間でのデ
ータ連携に関する確認事項（以下「本確認事項」といいます）
au ID と Ponta 会員 ID とを連携したお客様の個人情報は、
「au ID/Ponta 会員 ID 連携
規約」に従い KDDI 等及び LM 間にて相互に提供され、利用されることがありますが、そ
れに加えて本確認事項に基づき KDDI 等及び LM 間にてお客様の個人情報が提供され、
利用されることがあります。本確認事項に基づく KDDI 等及び LM 間でのお客様の個人
情報の提供・利用については、お客様が下記「オプトアウト手続き」をとることにより
中止することが可能です（その場合でも「au ID/Ponta 会員 ID 連携規約」に従ったお
客様の個人情報の提供・利用については中止されません）
。
また、au ID と Ponta 会員 ID とを連携したお客様が別途「情報提供サービス規約」に
許諾されることにより行われるお客様の個人情報の提供・利用は、本確認事項に基づく
ものとは別個のものです。



用語の定義
本確認事項にて別途定義する場合を除き、本確認事項にて使用する用語のうち、「au
ID/Ponta 会員 ID 連携規約」に定義のあるものについては、当該定義に従うものとしま
す。



KDDI 等からの確認事項
KDDI 等は、KDDI 等が各種サービス・オプション・商品等(以下総称して「KDDI サービス
等」といいます)の提供に伴いお客様から取得した以下の個人情報及び KDDI 等以外の第
三者から提供を受けた以下の個人情報を、以下の「利用目的」欄に記載の目的で利用さ
せるために LM に対し提供します。

KDDI 等が LM に提供するお客様の個人情報
①

KDDI 店舗におけるポイントサービスの利用情報
KDDI 店舗におけるポイントの付与履歴、利用履歴、交換履歴、残高、利用店舗、会員
証の利用履歴等のポイントに関する情報

②

電気通信サービスにおける契約者情報
電気通信サービス（モバイル系と固定系を含む）の回線契約の有無、電気通信サービ

ス契約時に登録される氏名、郵便番号、住所、電話番号、料金プラン等の情報
③

au ID 登録情報
au ID、氏名、郵便番号、住所、生年月日、電話番号等の情報

④

暗号化された au ID
au ID を、個人を特定できない形式に変換したもの

⑤

アンケート登録、回答情報
KDDI 等がプラスポイント会員向けに実施するアンケート等により取得する情報

⑥

位置情報
 KDDI 等が提供するアプリが取得した位置情報（GPS 情報、Wi-Fi 位置情報、Beacon
等）
 お客様が利用する端末の在圏情報（位置登録情報）
 KDDI 等以外の第三者が提供するアプリ・各種センサーにより取得し、KDDI 等が提
供を受けた位置情報（GPS 情報、Wi-Fi 位置情報、Beacon 等）
 お客様が利用する端末に係る Wi-Fi 位置情報（アクセスポイントに関する情報）
 Beacon 発信機との Bluetooth 通信を通じて測定されるお客様が利用する端末の位
置情報

⑦ 決済サービス利用情報
KDDI が提供する決済サービスの利用に関する情報（au PAY、au PAY カード、au PAY
プリペイド、au かんたん決済等による、利用金額、利用件数、利用加盟店（店舗名含
む）
、利用日時等の利用履歴を含む）
。
⑧

購買情報
KDDI が提供する au PAY マーケット等のサービス上で商品を購入する際に、KDDI が取
得する購入者属性（性別、生年月日、会員登録日等）
、購入履歴(購入商品、購入日時
等)及び商品閲覧履歴（閲覧商品、閲覧ページ等）
。

⑨

端末識別情報
KDDI 等が自ら cookie、Web Beacon、広告識別子（IDFA、ADID、その他広告配信会社独
自の識別子）により収集し、又は KDDI 等以外の第三者から提供を受けた、ウェブサ
イト、検索キーワード、広告の閲覧・クリック数に関する履歴、閲覧時間、閲覧方法
（ブラウザの種別）、閲覧時に利用している端末の利用環境（接続環境、キャリア情
報）
、cookie 情報、IP アドレス、端末の固体識別番号等の情報

⑩

KDDI サービス等に関する利用情報
KDDI サービス等に関する(a)サービス契約・加入・登録の有無及び内容並びに利用状
況、(b)アプリの利用の有無及び利用履歴、(c)コンテンツの閲覧履歴、(d)広告閲覧履
歴に関する情報等
※ KDDI サ ー ビ ス 等 に は 以 下 の サ イ ト に 例 示 さ れ て い る も の を 含 み ま す 。

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/conditions/

⑪

ID 連携情報
KDDI が提供する ID と第三者が提供する ID の連携の有無に関する情報（Ponta 会員 ID
との連携情報を除きます）

⑫

KDDI 等以外の第三者が KDDI 等に提供したお客様に関する情報
第三者が提供するサービスに関する(a)サービス契約・加入・登録の有無及び内容並
びに利用状況、(b)アプリの利用の有無及び利用履歴、(c)コンテンツの閲覧履歴、(d)
広告閲覧履歴に関する情報、(e) 商品等の購入情報(ID-POS データ、商品マスター、
サービス購入履歴等）等
※「KDDI 等以外の第三者」には、以下の企業等を含みます。
・ グループ企業
KDDI のグループ企業：
https://www.kddi.com/corporate/group/
・ 加盟店
au PAY の加盟店や au かんたん決済の加盟店等、KDDI が提供する決済や ID 等に関
すプラットフォームサービスを利用する企業
・ 協業する企業、官公庁、公共団体
KDDI 等と協業関係にある企業、官公庁、公共団体

LM による KDDI 等から提供されたお客様の個人情報の利用目的（下記には、
「au ID/Ponta 会
員 ID 連携規約」又は「情報提供サービス規約」に定める利用目的は含まれません）
①

LM が定める手続に従い、共通ポイントプログラムに参加した企業（以下「共通ポイン
トプログラム参加企業」といいます）又は LM が適切と判断した企業向けの広告・分
析に係る新サービスの開発、サービス品質の評価・改善のため。

②

アンケート実施や有益な情報配信（コンテンツの閲覧履歴等や購買履歴等の情報を分
析して、お客様の趣味・嗜好に応じた広告配信、広告表示、クーポン進呈、キャンペ
ーンの案内等の各種情報提供を含みます。以下④⑥⑦ について同じ。
）のため。

③

共通ポイントプログラム参加企業又は LM が適切と判断した企業による商品の販売状
況の調査及び分析その他のマーケティング分析（個人を特定できないよう加工した分
析結果を第三者へ提供する方法等によりマーケティングに活用することを含みます）、
その他の調査・分析を行うため。

④

電子メール等を含む各種の通知手段によって、共通ポイントプログラム参加企業が発
行する他のポイントに係る各種キャンペーン若しくはイベントの案内又は情報提供
を行うため。

⑤

共通ポイントプログラム参加企業又は LM が適切と判断した企業向けの広告・分析に

係る LM のサービス内容改善のため。
⑥

お客様に対して興味・関心度の高い情報を適切なタイミングで提供するため。

⑦

LM の広告主、広告配信サービス事業者及び LM が提供するサービスへの参加企業に対
して、それ自体では個人を特定できない状態で、会員の属性情報等（性別、生年月、
郵便番号、ハッシュ化（不可逆に置換）した電話番号及びメールアドレス、クッキー
情報、IP アドレス並びに端末の固体識別番号等を含みます。
）提供し、お客様に対し
て興味・関心度の高い情報を提供するため。



LM からの確認事項
LM は、LM が各種サービス・オプション・商品等(以下総称して「LM サービス等」とい
います)の提供に伴いお客様から取得した以下の個人情報及び LM 以外の第三者から提
供を受けた以下の個人情報を、以下の「利用目的」欄に記載の目的で利用させるために
KDDI 等に対し提供します。

LM が KDDI 等に提供するお客様の個人情報
①

属性情報
お客様が共通ポイントプログラム Ponta 等に関する申込書に記載する等により申告
したお客様の姓名、生年月日、性別、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、電話番
号、メールアドレス、職業、未成年者の場合、親権者の姓名と親権者等、お客様の属
性に関する情報（その他共通ポイントプログラム Ponta への申込時、又は申込後に会
員から通知を受ける等により、LM が知り得た変更情報を含みます。以下同じ。
）

②

契約情報
共通ポイントプログラム Ponta への入会日、入会店舗、会員 ID 番号、会員証の状況
等の契約内容に関する情報

③

LM 店舗におけるポイント情報
LM 店舗におけるポイントの付与履歴、利用履歴、交換履歴、残高、利用店舗、会員証
の利用履歴等のポイントに関する情報

④

アンケート登録、回答情報
LM が Ponta 会員向けに実施するアンケート等により取得する情報

⑤

各種サービス・広告の利用情報等
PontaWeb 等の Web 等サービス（Web サイト・アプリ等をいいます）
、LM の Web 等サー
ビスの広告主、広告サービス配信事業者等が運営する Web 等サービス、及び共通ポイ
ントプログラム Ponta 参加企業（KDDI 等を除く）の Web 等サービスを利用・閲覧した
場合の、閲覧したページ、広告の履歴、閲覧時間、閲覧方法、端末の利用環境、クッ

キー情報、IP アドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情報
⑥

位置情報



LM が提供するアプリが取得した位置情報（GPS 情報、Wi-Fi 位置情報、Beacon 等）



LM 以外の第三者が提供するアプリ・各種センサーにより取得し、LM が提供を受けた
位置情報（GPS 情報、Wi-Fi 位置情報、Beacon 等）

⑦


商品購入履歴及び商品閲覧履歴
共通ポイントプログラム Ponta を通じて、共通ポイントプログラム参加企業（KDDI
等を除く）等から取得する情報（ID-POS データ、商品マスター、サービス購入履歴
等）



LM 以外の第三者（KDDI 等を除く）がお客様からの同意を得て LM に提供したお客様
に関する情報（共通ポイントプログラム Ponta 参加企業（KDDI 等を除く）等が提供
するサービスに関する利用情報等を含む）

KDDI 等による LM から提供されたお客様の個人情報の利用目的（下記には、
「au ID/Ponta 会
員 ID 連携規約」又は「情報提供サービス規約」に定める利用目的は含まれません）
① KDDI 等のグループ企業(※)、加盟店(KDDI 等が提供する決済及び ID 等に関するプラ
ットフォームサービス等を利用する企業）並びに KDDI 等と協業関係にある企業、官
公庁、公共団体が提供するクーポン等の特典を進呈するため。
② KDDI 等が適切若しくはお客様にとって有益と判断した様々な情報、KDDI 等が提供す
る商品・サービス等（KDDI 等以外の第三者の商品・サービス等を含みます。
）に関す
る連絡、通知若しくは情報提供又は広告の表示若しくは配信（商品購入履歴及び商品
閲覧履歴等の情報を分析して、お客様の趣味・嗜好に応じた情報、通知、広告の表示
又は配信等の各種情報提供を含みます。以下③⑤について同じ。
）を行うため。
③ KDDI 等、
及びグループ企業の商品・サービス等の販売状況・利用状況の調査及び分析、
当該調査及び分析データの無償、有償を問わない提供、KDDI 等の商品・サービス等の
運用改善・品質向上及び新商品や・新サービス等の企画、開発、並びに、アンケート
調査その他マーケティング分析のため。
④ 第三者が提供する商品、サービス等の利用状況調査、分析等を目的として、個人を特
定できないよう加工した分析結果を当該第三者へ提供するため。
⑤ KDDI 等のグループ企業、加盟店、広告主、広告配信サービス事業者に対して、それ自
体では個人を特定できない状態で、会員の属性情報等（性別、生年月、郵便番号、ハ
ッシュ化（不可逆に置換）した電話番号及びメールアドレス、クッキー情報、IP アド
レス並びに端末の固体識別番号等を含みます。
）を提供し、お客様に対して興味・関
心度の高い情報を提供するため。

※グループ企業の詳細については、以下よりご確認いただけます
https://www.kddi.com/corporate/group/


オプトアウト手続き
本確認事項への同意に基づく KDDI 等及び LM 間で提供されるお客様の個人情報につい
ては、
以下の KDDI のページにてオプトアウト手続きをお取りいただくことができます。
当該手続きをお取りいただいた場合には、当該手続き完了以降、本確認事項記載の利用
目的のために KDDI 等及び LM 間でお客様の個人情報を提供することはありません。詳
細は以下の KDDI のホームページをご確認ください。なお、
「au ID/Ponta 会員 ID 連携
規約」又は「情報提供サービス規約」に従ったお客様の個人情報の提供・利用について
は中止されませんので、ご了承ください。
オプトアウト手続き：https://id.auone.jp/id/userinfo/privacy_set.html



「au ID/Ponta 会員 ID 連携規約」等の適用
本確認事項に定めのない事項については、当社らが提供する「au ID/Ponta 会員 ID 連
携規約」
、KDDI 規約又は LM 規約の規定が適用されます。

令和 2 年 5 月 21 日制定
令和 4 年 4 月 1 日 改定

