
株式会社リアルＸは、株式会社リアルワールドに対するＣＲＯＷＤの事業譲渡（以下、

「本件譲渡」という。）に伴い、下記のとおり、プライバシーポリシーを変更いたしま

すので、ご案内いたします。	

なお、かかる変更につきましては、本件譲渡の効力発生予定日である 2020 年 10 月 1

日に先立ち本日付け（2020 年 9 月 1 日）で変更いたしますので、ご通知いたします。	

（変更箇所は、下線のとおり）	

変更前	 変更後	

３．	個⼈情報利⽤⽬的 

当社が取扱う個⼈情報は、以下のように

利⽤します。 

 

(1) 当社が提供する各種サイトへの会

員登録・利⽤管理のために利⽤します 

 

 

 

 

 

１．会員が取得したポイントの管理 

のために利⽤します 

２．メールマガジンの配信に利⽤し 

ます 

３．	個⼈情報利⽤⽬的 

当社が取扱う個⼈情報は、以下のよ

うに利⽤します。 

 

(1) 当社・株式会社リアルワールド

が提供する各種サイトへの会員登

録・利⽤管理のために利⽤します。

なお、株式会社リアルワールドと共

同利⽤する範囲については「14．共

同利⽤について」をご参照ください。 

 

１．会員が取得したポイントの管理

のために利⽤します 

２．メールマガジンの配信に利⽤し

ます 



３．ユーザーのプロフィールページの作

成のために利⽤します 

４．ユーザー間でのコミュニケーシ 

ョンのために利⽤します。ご登録い 

ただいたニックネームや画像などの 

情報は任意の場合を除き、原則、他 

のユーザーに公開されるものとしま 

す 

５．ユーザーサポート業務に利⽤し 

ます 

６．なお、ユーザーが会員登録を抹 

消（退会）してもユーザー管理⾯から、

⼀定期間利⽤することがありま 

す 

⽣年⽉⽇、住所などの個⼈情報について

も、ユーザーが登録し「公開す 

る」と選択した情報に関しては、ソ 

ーシャルネットワークでのユーザー 

３．ユーザーのプロフィールページ

の作成のために利⽤します 

４．ユーザー間でのコミュニケーシ

ョンのために利⽤します。ご登録い

ただいたニックネームや画像などの

情報は任意の場合を除き、原則、他

のユーザーに公開されるものとしま

す 

５．ユーザーサポート業務に利⽤し

ます 

６．なお、ユーザーが会員登録を抹

消（退会）してもユーザー管理⾯か

ら、⼀定期間利⽤することがありま

す 

⽣年⽉⽇、住所などの個⼈情報につ

いても、ユーザーが登録し「公開す

る」と選択した情報に関しては、ソ

ーシャルネットワークでのユーザー



間のコミュニケーションで他のユー 

ザーに公開されるものとします。 

(2) 当社への採⽤応募者の選考に利 

⽤します 

(3) 当社従業員および退社された 

⽅々の管理に利⽤します 

 

＜省略＞ 

 

14．共同利⽤について 

（１）当社と株式会社リアルワールドは、会

員情報について共同利⽤しています。 

 

 

１．共同して利⽤される個⼈情報の項⽬ 

リアル X のサービス・RealPay におけるアカ

ウント ID 

 

間のコミュニケーションで他のユー

ザーに公開されるものとします。 

(2) 当社への採⽤応募者の選考に利

⽤します 

(3) 当社従業員および退社された

⽅々の管理に利⽤します 

 

＜省略＞ 

	

	

14．共同利⽤について 

（１）当社と株式会社リアルワールドは、

会員情報について共同利⽤しています。 

 

 

１．共同して利⽤される個⼈情報の項⽬ 

リアル X のサービス・RealPay・CROWD

におけるアカウント ID、メールアドレス

その他サービスを共通して利⽤する上で



 

 

２．共同して利⽤する者の範囲 

当社および株式会社リアルワールド 

 

３．共同して利⽤する者の利⽤⽬的 

当社が提供するサービスから株式会社リ 

アルワールドが提供するサービスにポイン

トを交換する場合の会員へのアクセスにつ

いて利⽤します。 

 

 

 

 

 

４．共同して利⽤する個⼈情報の管理につい

て責任を有する者の⽒名⼜は名称 

 

必要な情報 

 

２．共同して利⽤する者の範囲 

当社および株式会社リアルワールド 

 

３．共同して利⽤する者の利⽤⽬的 

当社が提供するサービスから株式会社リ

アルワールドが提供するサービスにログ

インする場合、ポイントを交換する場合、

及びユーザーサポートを⾏う場合につい

て利⽤します。 

 

 

 

 

４．共同して利⽤する個⼈情報の管理につ

いて責任を有する者の⽒名⼜は名称 

 



株式会社リアルワールド 個⼈情報保護管

理責任者 

 

５．取得⽅法 

当社の会員が株式会社リアルワールドのサ

ービスに登録するため会員情報として⼊⼒

し利⽤する際に当社のアカウント ID と⾃動

で連携させる処理をします。 

株式会社リアルＸ 個⼈情報保護管理責

任者 

 

５．取得⽅法 

当社の会員が株式会社リアルワールドの

サービスにログインする場合、及び登録す

るため会員情報として⼊⼒し利⽤する際

に当社のアカウント ID と⾃動で連携させ

る処理をします。また、ユーザーサポート

が必要な場合に当社の会員の会員 ID、メ

ールアドレスその他ユーザーを特定する

情報を株式会社リアルワールドに提供す

るものとします。	

 

	

株式会社リアルワールドにおいても、「本件譲渡」に伴い、下記のとおり、プライバ

シーポリシーを変更いたしますので、ご案内いたします。	

かかる変更につきましては、同様に、本件譲渡の効力発生予定日である 2020 年 10 月

1 日に先立ち本日付け（2020 年 9 月 1 日）で変更することとなります。	

	

（変更箇所は、下線のとおり）	

＜ご参考＞	

変更前	 変更後	



３．	個⼈情報利⽤⽬的 

当社が取扱う個⼈情報は、以下のように

利⽤します。 

 

１．当社が提供する各種サイトへの会員

登録・利⽤管理のために利⽤します 

 

 

 

 

 

【１】会員が取得したポイントの管 

理のために利⽤します 

【２】メールマガジンの配信に利⽤し 

ます 

【３】ユーザーのプロフィールページの

作成のために利⽤します 

【４】ユーザー間でのコミュニケーシ 

３．個⼈情報利⽤⽬的 

当社が取扱う個⼈情報は、以下のように

利⽤します。 

 

１．当社・株式会社リアル X が提供す

る各種サイトへの会員登録・利⽤管理の

ために利⽤します。なお、株式会社リア

ル X と共同利⽤する範囲については

「14．共同利⽤について」をご参照く

ださい。 

 

【１】会員が取得したポイントの管

理のために利⽤します 

【２】メールマガジンの配信に利⽤

します 

【３】ユーザーのプロフィールペー

ジの作成のために利⽤します 

【４】ユーザー間でのコミュニケー



ョンのために利⽤します。ご登録い 

ただいたニックネームや画像などの 

情報は任意の場合を除き、原則、他 

のユーザーに公開されるものとしま 

す 

【５】ユーザーサポート業務に利⽤し 

ます 

【６】なお、ユーザーが会員登録を抹 

消（退会）してもユーザー管理⾯から、

⼀定期間利⽤することがありま 

す 

⽣年⽉⽇、住所などの個⼈情報について

も、ユーザーが登録し「公開す 

る」と選択した情報に関しては、ソ 

ーシャルネットワークでのユーザー 

間のコミュニケーションで他のユー 

ザーに公開されるものとします。 

２．当社への採⽤応募者の選考に利 

ションのために利⽤します。ご登録

いただいたニックネームや画像など

の情報は任意の場合を除き、原則、

他のユーザーに公開されるものとし

ます 

【５】ユーザーサポート業務に利⽤

します 

【６】なお、ユーザーが会員登録を

抹消（退会）してもユーザー管理⾯

から、⼀定期間利⽤することがあり

ます 

⽣年⽉⽇、住所などの個⼈情報につ

いても、ユーザーが登録し「公開す

る」と選択した情報に関しては、ソ

ーシャルネットワークでのユーザー

間のコミュニケーションで他のユー

ザーに公開されるものとします。 

２．当社への採⽤応募者の選考に利⽤し 



⽤します 

３．当社従業員および退社された⽅々の管 

理に利⽤します 

 

 

＜省略＞ 

 

14．共同利⽤について 

当社と株式会社リアル X は、会員情報につ

いて共同利⽤しています。 

 

 

１．共同して利⽤される個⼈情報の項⽬ 

げん⽟サービス・RealPay におけるアカウン

ト ID 

 

 

 

ます 

３．当社従業員および退社された⽅々の 

管理に利⽤します 

 

 

＜省略＞ 

	

	

14．共同利⽤について 

当社と株式会社リアル X は、会員情報

について共同利⽤しています。 

 

 

１．共同して利⽤される個⼈情報の項⽬ 

げん⽟サービス・RealPay・CROWD にお

けるアカウント ID、メールアドレスその

他サービスを共通して利⽤する上で必要

な情報 

 



２．共同して利⽤する者の範囲 

当社および株式会社リアル X 

 

３．共同して利⽤する者の利⽤⽬的 

株式会社リアル X が提供するサービスから

株式会社リアルワールドが提供するサービ

スにポイントを交換する場合の会員へのア

クセスについて利⽤します。 

 

 

 

４．共同して利⽤する個⼈情報の管理につい

て責任を有する者の⽒名⼜は名称 

 

株式会社リアルワールド 個⼈情報保護管

理責任者 

 

５．取得⽅法 

２．共同して利⽤する者の範囲 

当社および株式会社リアルワールド 

 

３．共同して利⽤する者の利⽤⽬的 

株式会社リアル X が提供するサービスか

ら株式会社リアルワールドが提供するサ

ービスにログインする場合、ポイントを交

換する場合、及びユーザーサポートを⾏う

場合について利⽤します。 

 

 

４．共同して利⽤する個⼈情報の管理につ

いて責任を有する者の⽒名⼜は名称 

 

株式会社リアルＸ 個⼈情報保護管理責

任者 

 

５．取得⽅法 



株式会社リアル X の会員が当社サービスに

登録するため会員情報として⼊⼒し利⽤す

る際に当社のアカウント ID と⾃動で連携さ

せる処理をします。 

株式会社リアル X の会員が当社サービス

にログインする場合、及び登録するため会

員情報として⼊⼒し利⽤する際に当社の

アカウント ID と⾃動で連携させる処理を

します。また、ユーザーサポートが必要な

場合に当社の会員の会員 ID、メールアド

レスその他ユーザーを特定する情報を株

式会社リアル X に提供するものとします。	

	


