
2022年4月吉日
お客様各位

株式会社M&Aクラウド 

プライバシーポリシー等の改定に関するお知らせ 

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度、弊社は2022年5月1日付で弊社の「プライバシーポリシー」及び「Cookie等の利用
に関するガイドライン」につき改定いたしますのでお知らせいたします。 
本改定は、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法を考慮した改定になっております。 

【主な改定内容】 
1. プライバシーポリシー 

(1) 改正個人情報保護法対応 
・保有個人データの開示・訂正・利用停止等の手続きに関する規定の追加 
・改正個人情報保護法の条文番号の変更に伴う修正 

(2) 個人情報の利用目的の明確化 
(3) その他定義の整理等 

2. Cookie等の利用に関するガイドライン 
(1) Cookie同様の技術（Local Storage）の利用に伴う文言の追加・変更 
(2) 第三者提供先の追加

ご不明な点等ございましたら、以下のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせくださ
い。 
customer-support@macloud.jp 

mailto:customer-support@macloud.jp


プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
（下線部が変更部分） 

第1条　定義 

改正前 改正後
1. 定義 

（省略） 
（新設） 

(1) 「個人情報」とは、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。）第2条第1項により定義
される個人情報を意味するものとしま
す。 

（新設） 

(2) 「個人データ」とは、個人情報保護法
第2条第6項において定義される個人デ
ータを意味するものとします。 

（新設） 

（新設）

1．定義 

（左に同じ） 
(1) 「外国」とは、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。）第28条第1項により定義され
る外国を意味するものとします。 

(2) 「個人情報」とは、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を
意味するものとします。 

(3) 「第三者提供記録」とは、個人情報保
護法第33条第5項において定義する第
三者提供記録を意味するものとしま
す。 

(4) 「保有個人データ」とは、個人情報保
護法第16条第4項において定義される
保有個人データを意味するものとしま
す。 

(5) 「本人」とは、個人情報保護法第2条
第4項において定義される本人を意味
するものとします。 

(6) 「要配慮個人情報」とは、個人情報保
護法第2条第3項に定義される要配慮個
人情報を意味するものとします。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第2条　個人情報の利用目的 

改正前 改正後
2. 個人情報の利用目的 

(1) 当社のサービスに関連して取得した情
報について 

① 当社システムの会員情報の認証、
管理、事務連絡及び各種システム
機能を提供するため 

② 当社が運営する各種サービス若し
くはシステムに登録し、又は当社
と提携した事業者若しくは企業に
情報を提供するため 

③ （省略） 
④ 当社システムに関するメールマガ

ジン等の情報を配信するため 

⑤ （省略） 
⑥ 利用者からの問い合わせ、質問に

対する回答を行うため 

⑦ （省略） 
⑧ （省略） 
⑨ （省略） 

2. 個人情報の利用目的 

(1) 当社のサービスに関連して取得した個
人情報について 
① 当社の提供するプラットフォーム
を介して取得した個人情報につい
て 
(ア) 事務連絡のため 
(イ) 当社の運営するサービス（以

下「当社サービス」といま
す。）を提供するため 

(ウ) 当社と提携した事業者又は企
業に情報を提供するため 

(エ) （左に同じ） 
(オ) 当社サービスに関するメール

マガジン等の情報を配信する
ため 

(カ) （左に同じ） 
(キ) 当社サービスの利用者からの

問い合わせ、質問に対する回
答を行うため 

(ク) （左に同じ） 
(ケ) （左に同じ） 
(コ) （左に同じ） 



（新設） ② プラットフォーム以外の手段によ
って取得した個人情報について 
(ア) 事務連絡のため 
(イ) 当社サービスを提供するため 
(ウ) 当社と提携した事業者又は企

業に情報を提供するため 
(エ) 当社が運営するセミナー及び

各種イベント等の運営管理を
するため 

(オ) 当社サービスに関するメール
マガジン等の情報を配信する
ため 

(カ) アンケート、キャンペーン等
の依頼、連絡等を行うため 

(キ) 当社サービスの利用者からの
問い合わせ、質問に対する回
答を行うため 

(ク) 当社が提供するサービスやセ
ミナーの案内を行うため  

(ケ) その他、上記に付随する目的
のため 

(2) （省略） 
① （省略） 
② 当社システムに関するメールマガ

ジン等の情報を配信するため 
③ （省略） 
④ （省略） 
⑤ （省略）

(2) （左に同じ） 
① （左に同じ） 
② 当社サービスに関するメールマガ

ジン等の情報を配信するため 
③ （左に同じ） 
④ （左に同じ） 
⑤ （左に同じ） 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
　第3条　個人情報の利用目的の変更 

改正前 改正後
3.　個人情報利用目的の変更 

当社は、個人情報の利用目的を、関連性を
有すると合理的に認められる範囲内におい
て変更することがあり、変更した場合には
個人情報の主体である個人（以下「本人」
といいます。）に通知し又は公表します。 

3.　個人情報利用目的の変更 

当社は、個人情報の利用目的について、関
連性を有すると合理的に認められる範囲内
において変更することがあり、変更した場
合には本人に通知し又は公表します。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第4条　個人情報の利用の制限 

改正前 改正後
4.　個人情報利用の制限 

当社は、個人情報保護法その他の法令によ
り許容される場合を除き、本人の同意を得
ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて
個人情報を取り扱いません。但し、次の場
合はこの限りではありません。 

(1) 法令に基づく場合 
(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、本人の同
意を得ることが困難であるとき 

(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場合で
あって、本人の同意を得ることが困難
であるとき 

(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
がある場合であって、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 

4.　個人情報の利用の制限 

当社は、個人情報保護法その他の法令によ
り許容される場合を除き、本人の同意を得
ず、第2条各項に定める利用目的の達成に必
要な範囲を超えて個人情報を取り扱いませ
ん。但し、個人情報保護法第18条第3項に
該当する場合はこの限りではありません。 
(1) （削除） 
(2) （削除） 

(3) （削除） 

(4) （削除）



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第5条　個人情報の適正な取得 

改正前 改正後
5.　個人情報の適正な取得 

5.2　　当社は、次の場合を除き、予め本人
の同意を得ないで、要配慮個人情報（個人
情報保護法第2条第3項に定義されるものを
意味します。）を取得しません。 
(1) 第4項各号のいずれかに該当する場合 
(2) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機
関、地方公共団体、個人情報保護法第
76条第1項各号に掲げる者その他個人
情報保護委員会規則で定める者により
公開されている場合 

(3) 本人を目視し、又は撮影することによ
り、その外形上明らかな要配慮個人情
報を取得する場合 

(4) 第7.1項但書によって第三者提供にあた
らないものとされる態様にて要配慮個
人情報の提供を受けるとき 

5.　個人情報の適正な取得 

5.2　　当社は、個人情報保護法第20条第2
項各号に該当する場合を除き、予め本人の
同意を得ないで、要配慮個人情報を取得し
ません。 
(1) （削除） 
(2) （削除） 

(3) （削除） 

(4) （削除）

5.3　　当社は、第三者から個人情報の提供
を受けるに際しては、個人情報保護委員会
規則で定めるところにより、次に掲げる事
項の確認を行います。但し、当該個人情報
の提供が第4項各号のいずれかに該当する
場合又は第7.1項但書によって第三者提供に
あたらないものとされる態様でなされる場
合を除きます。 
(1) （省略） 
(2) （省略） 

5.3　　当社は、第三者から個人情報の提供
を受けるに際しては、個人情報保護委員会
規則で定めるところにより、次に掲げる事
項の確認を行います。但し、当該個人情報
の提供が個人情報保護法第27条第1項各号
又は第5項各号のいずれかに該当し、第三
者提供にあたらないものとされる態様でな
される場合を除きます。 
(1) （左に同じ） 
(2) （左に同じ） 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第7条　第三者提供 

改正前 改正後
7.　第三者提供 

7.1　　当社は、第4項各号のいずれかに該
当する場合を除くほか、予め本人の同意を
得ないで、個人情報を第三者に提供しませ
ん。但し、次に掲げる場合は上記に定める
第三者への提供には該当しません。 
(1) 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
委託することに伴って個人情報を提供
する場合 

(2) 合併その他の事由による事業の承継に
伴って個人情報が提供される場合 

7.　第三者提供 

7.1　　当社は、個人情報保護法第27条第1
項各号のいずれかに該当する場合を除くほ
か、予め本人の同意を得ないで、個人情報
を第三者に提供しません。 

(1) （削除） 

(2) （削除） 

7.2　　第7.1項の定めにかかわらず、当社
は、第4項各号のいずれかに該当する場合
を除くほか、外国（個人情報保護法第24条
に基づき個人情報保護委員会規則で指定さ
れる国を除きます。）にある第三者（個人
情報保護法第24条に基づき個人情報保護委
員会規則で指定される基準に適合する体制
を整備している者を除きます。）に個人情
報を提供する場合には、予め外国にある第
三者への提供を認める旨の本人の同意を得
るものとします。 

7.2　　前項の定めにかかわらず、当社は、
外国（個人情報保護法第28条第1項に基づ
き個人情報保護委員会規則で指定される国
を除きます。）にある第三者（個人情報保
護法第28条第1項に基づき個人情報保護委
員会規則で指定される基準に適合する体制
を整備している者を除きます。）に個人情
報を提供する場合には、個人情報保護法第
27条第1項各号のいずれかに該当する場合
を除くほか、予め外国にある第三者への提
供を認める旨の本人の同意を得るものとし
ます。 

7.3　　当社は、個人情報を第三者に提供し
た場合は、個人情報保護法第25条に従い、
記録の作成及び保存を行います。

7.3　　当社は、個人情報を第三者に提供し
た場合は、個人情報保護法第29条に従い、
記録の作成及び保存を行います。 

7.4　　当社は、第三者から個人情報の提供
を受ける場合には、個人情報保護法第26条
に従い、必要な確認を行い、当該確認にか
かる記録の作成及び保存を行うものとしま
す。 

7.4　　当社は、第三者から個人情報の提供
を受ける場合には、個人情報保護法第30条
に従い、必要な確認を行い、当該確認にか
かる記録の作成及び保存を行うものとしま
す。



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第8条　個人データの利用目的の通知 

改正前 改正後
8.　個人データの利用目的の通知 

当社は、本人から、個人情報保護法の定め
に基づき個人データの利用目的の通知を求
められた場合は、本人ご自身からのご請求
であることを確認の上で、本人に対し、遅
滞なく通知を行います。但し、個人情報保
護法その他の法令により、当社が通知の義
務を負わない場合は、この限りではありま
せん。

8.　保有個人データの利用目的の通知 

当社は、本人から、個人情報保護法の定め
に基づき保有個人データの利用目的の通知
を求められた場合は、本人ご自身からのご
請求であることを確認の上で、本人に対
し、遅滞なく通知を行います。但し、個人
情報保護法その他の法令により、当社が通
知の義務を負わない場合は、この限りでは
ありません。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第9条　個人データの開示 

改正前 改正後
9.　個人データの開示 

当社は、本人から、個人情報保護法の定め
に基づき個人データの開示を求められた場
合は、本人ご自身からのご請求であること
を確認の上で、本人に対し、遅滞なく開示
を行います（当該個人データが存在しない
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。 
 

9.　保有個人データ等の開示 

当社は、本人から、個人情報保護法の定め
に基づき保有個人データ又は第三者提供記
録の開示を求められた場合は、本人ご自身
からのご請求であることを確認の上で、本
人に対し、本人が請求した方法（当該方法
による開示に多額の費用を要する場合その
他の当該方法による開示が困難である場合
にあっては、書面の交付による方法） によ
り遅滞なく開示を行います（保有個人デー
タ又は第三者提供記録が存在しないとき、
若しくは本人が請求した方法による開示が
困難である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。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第10条　個人データの訂正等 

改正前 改正後
10.　個人データの訂正等 

当社は、本人から、個人データが真実でな
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、本人ご自身からのご請求
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、個人デー
タの内容の訂正等を行い、その旨を本人に
通知します（訂正等を行わない旨の決定を
したときは、本人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。 

10.　保有個人データの訂正等 

当社は、本人から、保有個人データが真実
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、本人ご自身からのご
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、保有
個人データの内容の訂正等を行い、その旨
を本人に通知します（訂正等を行わない旨
の決定をしたときは、本人に対しその旨を
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。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第11条　個人データの利用停止等 

改正前 改正後
11.　個人データの利用停止等 

当社は、本人から、本人の個人データが、
予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、又は個人データがご本人の同意なく第
三者に提供されてい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提供の
停止（以下「提供停止」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、本人ご
自身からのご請求であることを確認の上
で、遅滞なく個人データの利用停止等又は
提供停止を行い、その旨を本人に通知しま
す。但し、個人情報保護法その他の法令に
より、当社が利用停止等又は提供停止の義
務を負わない場合は、この限りではありま
せん。 

11.　保有個人データの利用停止等 

11.1    当社は、本人から、本人の保有個人
データが、個人情報保護法第18条又は第19
条の違反があるという理由若しくは個人情
報保護法第20条の規定に違反して取得され
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、又は保有個人データが
個人情報保護法第27条第1項又は第28条に
違反して第三者に提供されているという理
由により、個人情報保護法の定めに基づき
その提供の停止（以下「提供停止」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とき
は、本人ご自身からのご請求であることを
確認の上で、遅滞なく保有個人データの利
用停止等又は提供停止を行い、その旨を本
人に通知します。但し、個人情報保護法そ
の他の法令により、当社が利用停止等又は
提供停止の義務を負わない場合は、この限
りではありません。また、利用停止等又は
提供停止を行わないことを決定した場合
は、遅滞なくその旨を本人に通知いたしま
す。 



（新設） 11.2    当社は、本人から、本人の保有個人
データを当社が利用する必要がなくなった
という理由又は本人が識別される保有個人
データに係る個人情報保護法第26条第1項
本文に規定する事態が生じた場合その他本
人が識別される保有個人データの取扱いに
より当該本人の権利又は正当な利益が害さ
れる恐れが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停止等又
は提供停止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とき
は、本人ご自身からのご請求であることを
確認の上で、本人の権利利益の侵害を防止
するために必要な限度で、遅滞なく、保有
個人データの利用停止等又は提供停止を行
い、その旨を本人に通知します。但し、個
人情報保護法その他の法令により、当社が
利用停止等又は提供停止の義務を負わない
場合は、この限りではありません。また、
利用停止等又は提供停止を行わないことを
決定した場合は、遅滞なくその旨を本人に
通知いたします。 



プライバシーポリシー（2022年5月1日改定） 
第13条　継続的改善 

改正前 改正後
13. 継続的改善 

当社は、個人情報の取扱いに関する運用状
況を適宜見直し、継続的な改善に努めるも
のとし、必要に応じて、本プライバシーポ
リシーを変更することがあります。

13. 継続的改善 

当社は、個人情報の取得、利用その他の個
人情報の取扱について、個人情報保護法、
その他関係法令、ガイドライン及び本プラ
イバシーポリシーを遵守します。また、個
人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見
直し、継続的な改善に努めるものとし、必
要に応じて、本プライバシーポリシーを変
更することがあります。 



Cookie等の利用に関するガイドライン（2022年5月1日改定） 
（下線部が変更部分） 

前文

改正前 改正後
株式会社M&Aクラウド（以下「当社」とい
います。）は、当社が運営するサービス
「M&Aクラウド」（以下「本サービス」と
いいます。）において、利用者の皆様に最
適化したサービスを提供するために、
Cookie（コンピュータ又は他のデバイスに
保存している文字及び数字で組み合わせた
小さなファイルをいいます。以下同じで
す。）及び C o o k i e同様の技術（以下
「Cookie等」といいます。）を利用してい
ます。また、当社は、本サービス以外の当
社のウェブサイトにおいても、当社のウェ
ブサイトの改善のために、Cookie等を利用
しています。 

株式会社M&Aクラウド（以下「当社」とい
います。）は、当社が運営するサービス
「M&Aクラウド」（以下「本サービス」と
いいます。）において、利用者の皆様に最
適化したサービスを提供するために、
Cookie（コンピュータ又は他のデバイスに
保存している文字及び数字で組み合わせた
小さなファイルをいいます。以下同じで
す。）及びLocal Storage（javascriptを利用す
ることで利用者のデータをwebブラウザに
保存することができる仕組みをいいます。
以下同じです。）等のCookie同様の技術
（以下あわせて「C o o k i e等」といいま
す。）を利用しています。また、当社は、
本サービス以外の当社のウェブサイトにお
いても、当社のウェブサイトの改善のため
に、Cookie等を利用しています。 



Cookie等の利用に関するガイドライン（2022年5月1日改定） 
第1条　Cookie等の利用目的及び種類 

改正前 改正後
1．Cookie等の利用目的及び種類 
(1) （省略） 
③ 利用者が本サービス又は当社のウ
ェブサイトをどのように利用して
いるかを把握するため

1．Cookie等の利用目的及び種類 
(1) （左に同じ） 
③ 利用者が本サービス又は当社のウ
ェブサイトをどのように利用して
いるかを分析・把握するため



Cookie等の利用に関するガイドライン（2022年5月1日改定） 
第2条　Cookie等による取扱情報について 

改正前 改正後

2. Cookie等による取扱情報について

当社は、Cookie等において利用者の端末の
識別情報その他利用者に関する情報を取り
扱いますが、利用者が本サービス又は当社
のウェブサイトにおいて個人情報（個人情
報の保護に関する法律第2条第1項で定める
個人情報をいいます。以下同じです。）を
入力しない限り、当該情報から特定の個人
を識別することはできません。 
当社による個人情報の取扱いについては、
当社の個人情報保護基本方針をご確認下さ
い。 

2. Cookie等の取扱について

当社は、Cookie等を取り扱いますが、利用
者が本サービス又は当社のウェブサイトに
おいて個人情報（個人情報の保護に関する
法律第2条第1項で定める個人情報をいいま
す。以下同じです。）を入力しない限り、
Cookie等から特定の個人を識別することは
できません。 

利用者が個人情報を入力した場合、当社
は、当該個人情報とCookie等とを紐づけて
利用する場合があります。この場合には当
社のプライバシーポリシーに基づき利用い
たします。 



Cookie等の利用に関するガイドライン（2022年5月1日改定） 
第3条　Cookieの無効について

改正前 改正後

3.Cookieの無効について

利用者は、ブラウザの設定においてCookie
の機能を無効にすることができます。ま
た、過去に設置されたCookieを削除するこ
ともできます。この場合は、本サービスの
一部が利用できなくなること、又は当社の
ウェブサイトの全部又は一部を閲覧できな
くなることがありますので、あらかじめご
了承ください。 

3.Cookie等の無効について

利用者は、ブラウザの設定においてCookie
等の機能を無効にすることができます。ま
た、過去に設置されたCookie等を削除する
こともできます。この場合は、本サービス
の一部が利用できなくなること、又は当社
のウェブサイトの全部又は一部を閲覧でき
なくなることがありますので、あらかじめ
ご了承ください。 



Cookie等の利用に関するガイドライン（2022年5月1日改定） 
第4条　第三者によるCookie等の利用

改正前 改正後

4. 第三者によるCookie等の利用
（省略） 

ADEbis 
Google Analytics 

Facebook広告 

Twitter広告 
Mouseflow 
microad 
yahoo 
tcsアフィリエイト

4. 第三者によるCookie等の利用
（左に同じ） 

ADEBiS 
Google (Google Analytics、広告、オプティマ
イズ、reCAPTCHA）
Facebook（広告タグ、シェア、いいね、ログ
イン）
Twitter（広告タグ、シェア）
Mouseflow 
MicroAd 
Yahoo 
TCSアフィリエイト
Cloudwatch RUM 
はてなブックマーク
Eight 
Intercom 
ADMATRIX DSP 
HubSpot 
LINE Tag 
LinkedIn Insight Tag 
Survicate Surveys 
A8.net 
Rentracks ASP 
Startup List 
Sphere 


