
 

 

個人情報の第三者提供・共同利用について 

 

GMO とくとく BB では、ご利用のお客様から取得した個人情報を、下記の通り提供又は共同利用させていただいて

おります。 

以下の公表される場合を除き、個人情報を第三者提供・共同利用することはございません。 

なお、第三者提供又は共同利用される個人情報については、弊社が責任をもって管理するものとし、お問合せは、弊社お

問合せ窓口で受け付けております。 

提供先 提供する個人情報 利用目的 

データアクセス株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

フリービット株式会社 

氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス、カード番号、カード

有効期限、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1,2-3 に準ずる 

GMO ペイメントゲートウェイ株式会社 カード番号、カード有効期限、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

東日本電信電話株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、E-メール

アドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

西日本電信電話株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、E-メール

アドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

日本郵政公社 氏名、組織名、住所、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-2、2-6に準ずる 

VeriSign,Inc. 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

NeuLevel,Inc. 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

Afilias Lmt 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

China Network Infomation Ceuter 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

Public Interrest Registry 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

Global Name Registry 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

株式会社日本レジストリサービス 
氏名、組織名、部署名、役職名、住所、電

話番号、FAX番号、E-メールアドレス 
ドメイン登録や契約更新、情報変更 

アイ･ティー･エックス株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、E-メール

アドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

   



 

 

   

ソフトバンク株式会社 
氏名、組織名、部署名、住所、電話番号、

FAX番号、E-メールアドレス 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-6に準ずる 

共同印刷株式会社 氏名、組織名、住所、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-6に準ずる 

ニッテレ債権回収株式会社 
属性情報、契約情報、取引情報、 

利用情報 
債権回収代行登録 

ウェルネット株式会社 属性情報、取引情報 
銀行振込みの請求書発行登録および料金収納

代行の登録 

ワイヤ・アンド・ワイヤレス株式会社 ID、パスワード 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-6に準ずる 

キューアンドエー株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、 

FAX 番号、E-メールアドレス 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的 

2-1、2-3、2-6 に準ずる 

株式会社アイティ・コミュニケーションズ 
氏名、組織名、住所、電話番号、 

FAX 番号、E-メールアドレス 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的 

2-1、2-3、2-6 に準ずる 

株式会社 For needs 
氏名、組織名、部署名、住所、電話番号、

FAX番号 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3 に準ずる 

株式会社セールスパートナー 
氏名、組織名、住所、電話番号、 

口座情報、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3 に準ずる 

さくら少額短期保険株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、 

口座情報、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3 に準ずる 

株式会社 パシフィックネット 
氏名、組織名、部署名、住所、電話番号、

FAX番号 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3 に準ずる 

株式会社 JPIX 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

KDDI株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

株式会社ネットワークコンサルティング 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、生年月日、性別 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

UQ コミュニケーションズ株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、生年月日、性別 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

GMO グローバルサイン・ホールディングス

株式会社 

氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス、カード番号、カード

有効期限、ID 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-3、2-6 に準ずる 

株式会社 NTT ドコモ 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX、番

号、生年月日、性別 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

   



 

 

株式会社 ギガ・メディア 氏名、組織名、住所、電話番号、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3、2-6 に準ずる 

ビックローブ株式会社 

氏名、住所、電話番号、FAX番号、 

生年月日、性別、E-メールアドレス 

本人確認書類 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

株式会社クレディセゾン 
氏名、電話番号、FAX番号、住所、 

生年月日、性別、E-メールアドレス 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1 に準ずる 

ＮＴＴファイナンス株式会社 氏名、電話番号、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的 

2-1 に 準ずる 

株式会社メディア４ｕ 氏名、電話番号、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-2、2-3、2-6 に準ずる 

株式会社シー・レップ 氏名、組織名、住所、ID 
当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-6に準ずる 

日本ＰＣサービス株式会社 
氏名、組織名、住所、電話番号、FAX番

号、E-メールアドレス 

当サービスで表示する、個人情報の利用目的

2-1、2-3、2-6 に準ずる 

弁護士法人鈴木康之法律事務所 
属性情報、契約情報、取引情報、 

利用情報 
債権回収代行登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

（順不同） 

更新履歴 

更新日付 内容 

2009/7/23 個人保護第三者提供・共同利用 更新（PDF化） 

2009/9/9 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2010/6/1 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2010/7/9 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2010/8/27 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2011/2/2 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2011/10/20 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2012/2/20 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2013/1/15 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2013/3/29 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2013/7/25 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2013/10/31 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2015/8/24 個人保護第三者提供・共同利用 更新 

2015/9/9 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2016/3/25 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2016/6/1 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2016/7/5 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2017/4/10 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2017/12/1 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2018/1/18 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2018/2/8 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2018/2/22 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2018/9/10 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2019/7/1 個人保護第三者提供・共同利用更新 

2023/1/4 個人保護第三者提供・共同利用更新 

 


