
プライバシーポリシー 

ぴあ株式会社(以下「当社」といいます。)は、個人情報保護の重要性を強く認識し、取扱い
には細心の注意を払います。そのため、当社は、当社がお客様に関する情報をどのように取
得、利用、開示、移転および保存するのかについて規定するプライバシーポリシーを定めま
す。 
このプライバシーポリシーは、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)
に関する利用規約およびこれに付随する規約またはガイドライン等とともに、本サービス
の利用に適用されます。 
 
1. 当社が取得する情報およびその取得方法 
1. お客様から直接取得する情報 

当社は、お客様が本サービスの登録手続を行う場合、以下の情報を提供していただく場
合があります。 
① 氏名 
② 性別 
③ 生年月日 
④ 住所 
⑤ 電話番号 
⑥ メールアドレス 
⑦ アカウントへのアクセス者の本人確認に必要なパスワード等のその他の情報 

2. 端末情報 
お客様が端末または携帯端末上で本サービスを利用する場合、当社は、端末識別子、携
帯端末識別子および IP アドレスを取得する場合があります。また、当社は、お客様が
端末に関連づけた名前、端末の種類、電話番号、国、およびお客様名、もしくはメール
アドレスなど、お客様が提供することを選択したその他のあらゆる情報を取得する場
合があります。 

3. カスタマーサポートに関連する情報 
当社カスタマーサポートチームのサポートを受ける場合、お客様が提供する連絡先情
報およびサービス上のアクティビティに関する情報を取得、保管することがあります。
また、サポートの際のやり取りおよびその中に含まれる情報も保管することがありま
す。 

4. お客様のアクションに関する情報 
お客様が本サービスを利用する際、直接当社に提供した情報および本サービスを提供
している第三者サービス提供者を通じて提供した情報を当社は取得、保管することが
あります。お客様のサービスご利用状況に関する情報も取得することがあります。 



5. クッキー等を利用した情報取得 
本サービスにアクセスする際、当社は以下の特定の技術情報を取得します。 当社およ
び当社の代理となるサービス提供者はログファイルおよびトラッキング技術を使用し、
クッキー、IP アドレス、端末の種類、携帯端末識別子、ブラウザの種類、ブラウザの
言語、参照ページおよび出口ページ、プラットフォームの種類、クリック数、ドメイン
名、ランディングページ、ページ閲覧数およびページの閲覧順序、 各ページの URL、
特定のページの閲覧時間、アプリもしくはウェブサイトの状況および当社のアプリも
しくはウェブサイトにおけるアクティビティを行った日時、およびその他の情報を取
得、分析します。 内部での使用を目的とし、これらの情報をお客様のお客様 ID 番号
と関連付ける場合もあります。また、当社は、①特定のページの閲覧の有無、もしくは
メールの開封の有無を確認するためのウェブビーコン、②特定のプロモーションメッ
セージから既存のお客様を除外する、新規インストール元を特定する、もしくは他のウ
ェブサイト上でお客様に広告を提供することによって、より効果的に広告を打つこと
が可能となるトラッキングピクセルを含むその他の技術を使用する場合もあります。 
 

2. 取得した情報の利用目的 
当社は、取得したお客様の情報を以下の目的のために利用します 。 
① 当社が取り扱うチケットや本・CD・DVD などの商品・サービスの販売・提供(受

付・代金決済・配送または当日引換等) 
② ①に付随するサービス(試合の変更・中止・追加発売・次回発売などの会員ページ・

電子メール、郵便及び電話等による案内や業務上必要と判断した確認のための連
絡など) 

③ 当社サービスに関する情報の案内や当社が適切と判断した企業の商品・サービス
等の広告案内などの営業活動や販売促進活動 

④ 本人確認、認証サービスのため 
⑤ アンケート、プレゼントの実施 
⑥ マーケティング調査、統計、分析 
⑦ システムメンテナンス、不具合対応、技術サポートの提供、その他お客様からの問

い合わせ対応 
⑧ 当社の規約、条件およびポリシーの変更などの重要な通知 
⑨ 広告の配信およびその成果確認 
⑩ 当社のアプリ、ウェブサイト、サービス、コンテンツおよび広告の開発、提供、メ

ンテナンスおよび向上 
⑪ ターゲットを絞った当社または第三者の商品またはサービスの広告の開発、提供 
⑫ 不正行為もしくは違法となる可能性のある行為、その他利用規約等に違反する行

為の防止 



⑬ 新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止 
 

3. 情報の共有・第三者提供 
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者と共
有し、または第三者に提供することはありません。なお、当社がお客様の個人情報を第
三者に提供する場合には、当該第三者に対して、開示情報の機密を保持し、当社が指定
した目的の範囲以外の目的で、お客様の情報を使用しないように指示するものとしま
す。 

1. 当社は、お客様の同意を得た場合、お客様の情報(個人情報の場合もあります。)を第三
者である会社、団体、個人に提供することがあります。 

2. 興行主催者への提供 
本サービスにてチケットを購入したお客様やチケット利用者に対して、興行主催者が、
(ⅰ)公演中止・延期・内容変更等の連絡やそれに伴う払い戻し業務を行うため、(ⅱ)チ
ケット引き換え・会場入場の際の本人確認を行うため、(ⅲ)興行主催者が提供する試合・
商品・サービスの案内を行うため、(ⅳ)興行主催者がチケ GYM 利用規約等に違反した
お客様に対して連絡を行うため、当社は興行主催者に対して、お客様やチケット利用者
の個人情報の全部または一部(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等)を提供す
る場合があります。 

3. 第三者サービス提供者との共有 
データ分析、メール送信、本人認証サービス、 ホスティングサービス、カスタマーサ
ービスなどを当社の代理で行うサービスを提供する第三者、または、当社のマーケティ
ングのサポートを行う第三者に対してお客様の情報を提供します。 

4. 第三者広告主との共有 
当社は、①特定の技術情報(IP アドレス、携帯端末識別子を含みます。)、②個人を特定
できない統計情報、③個人を特定できないサービスの利用に関する情報を第三者広告主
と共有することがあります。お客様は、このような情報を当社または第三者広告主がお
客様傾向分析、人口統計分析、ウェブ分析のため、また、お客様に行動ターゲティング
広告と呼ばれる広告のために使用することに同意します。 

5. 保健所・医療機関等への提供 
当社は、新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止を目的として、お客様の情報（個
人情報の場合もあります。）を、公演主催者および保健所・医療機関・関係する公的機関
等に対して提供することがあります。 

6. 法律上の理由 
お客様の居住国内外において、法律、規則、法的手続または公的もしくは政府機関から
の要求により、当社がお客様の個人情報を開示することが必要になる場合があります。 
当社は、国家安全保障、法の執行またはその他の公益の実現のために必要または適切で



あると判断した場合、お客様に関する情報を公開する場合があります。 当社は、当社
の利用規約の執行、当社の運営もしくはお客様の保護のために、開示が合理的に必要で
あると判断する場合、お客様に関する情報を開示する場合があります。 

7. 売却または合併 
組織再編、合併または譲渡に際し、当社が取得した個人情報の全部または一部を関係者
に移転することがあります。 

 
4. 共同利用 

当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 
(1) 共同して利用する者の範囲 

公益財団法人日本体操協会（https://www.jpn-gym.or.jp/） 
(2) 利用する者の利用目的 

① 両社が取り扱うチケットや本・CD・DVD などの商品・サービスの販売・提供(受
付・代金決済・配送または当日引換等) 

② ①に付随するサービス(公演の変更・中止・追加発売・次回発売などの会員ページ・
電子メール、郵便及び電話等による案内や業務上必要と判断した確認のための連
絡など) 

③ 両社サービスに関する情報の案内や両社が適切と判断した企業の商品・サービス
等の広告案内などの営業活動や販売促進活動 

④ 本人確認、認証サービスのため 
⑤ アンケート、プレゼントの実施 
⑥ マーケティング調査、統計、分析 
⑦ システムメンテナンス、不具合対応、技術サポートの提供、その他お客様からの問

い合わせ対応 
⑧ 両社の規約、条件およびポリシーの変更などの重要な通知 
⑨ 広告の配信およびその成果確認 
⑩ 両社のアプリ、ウェブサイト、サービス、コンテンツおよび広告の開発、提供、メ

ンテナンスおよび向上 
⑪ ターゲットを絞った両社または第三者の商品またはサービスの広告の開発、提供 
⑫ 不正行為もしくは違法となる可能性のある行為、その他利用規約等に違反する行

為の防止 
⑬ 新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大防止 

(3) 共同して利用される個人情報の項目 
① 氏名 
② 性別 
③ 生年月日 

https://www.jpn-gym.or.jp/


④ 住所 
⑤ 電話番号 
⑥ メールアドレス 
⑦ アカウントへのアクセス者の本人確認に必要なパスワード等のその他の情報 

(4) 個人情報の管理について責任を有する者 
ぴあ株式会社 
 

5. 個人情報の保護 
当社は、お客様の個人情報の紛失、盗用、悪用、不正アクセス、開示、改ざんおよび破
壊を防ぐための、合理的な、管理上の、技術的および物理的措置を講じています。 お
客様の個人情報の安全性を保持するため、当社は従業員にプライバシーおよび安全性
のガイドラインを伝達し、社内でのプライバシー保護対策を徹底しています。 
 

6. 個人情報へのアクセス 
当社が法律または正当な事業目的のために当該データの保存を要求されない限り、当
社に不正確なデータの訂正またはデータの削除を要請するために、お客様がアクセス
できるように、当社は商業的に合理的な努力をします。 
また、情報が誤っている場合、すぐに更新または削除する方法をお客様に提供するよう
に、当社は誠実に努力します。ただし、正当なビジネス上または法律上の目的で当該情
報を保持する必要がある場合を除きます。なお、お客様からの要請に対応する前に、本
人確認をお願いする場合があります。 
当社は、不合理に繰り返し行われる要請、過度の技術的努力を要する要請、他者のプラ
イバシーを害するおそれのある要請、著しく非現実的な要請または当該アクセスにつ
いて適用される法律により別段要求されない要請については、お断りする場合があり
ます。 
 

7. 取得した情報の廃棄 
取得した個人情報は、当社による通常の事業運営に照らして、合理的に不要と判断され
る時点で破棄します。 
 

8. プライバシーポリシーに関するお問い合わせ 
当社のプライバシーポリシーに関する質問やお問い合わせは、当社(個人情報お問い合
わせ窓口)にご連絡ください。 
【個人情報お問い合わせ窓口】 

※現在のお問い合わせ窓口から変更はございません。 

 



9. プライバシーポリシーの改定 
当社は、プライバシーポリシーを随時更新することがあります。プライバシーポリシー
の重要な改定があった場合は、最新のプライバシーポリシーとともに当社のウェブサ
イトに掲示します。プライバシーポリシーの改定は、当社がウェブサイトに掲載した時
点から適用されるものとします。当ウェブサイトにリンクされている、他のウェブサイ
トにおけるお客様の個人情報の安全確保については、当社は責任を負うことができま
せん。お客様ご自身にて、当社以外のウェブサイトにおける個人情報保護についての取
扱基準等の内容を吟味し、取扱基準等が定められていない場合には、当該ウェブサイト
の担当部署・担当者に直接確認するなどして、ご自身の個人情報の安全を確認されるよ
うお勧め致します。 

 
本サイトのご利用にあたり 
ご利用に際して 
本サイトをご利用の際は、チケ GYM 会員規約をお読み頂き、同意の上で会員登録をしてい
ただくとともに、サービスの説明をよくご覧の上、ご利用ください。 なお、チケ GYM の
サービスに関するお問合せに関しては、こちらより受け付けております。 
 
動作環境について 
推奨ブラウザ、SSL については、「動作環境・セキュリティ」ページをご覧ください。 
第三者によるクッキー情報の使用について 
チケ GYM にクッキーを設定している以下の第三者から配信される「行動ターゲティング
広告」が表示されるページを訪問した際には、当該第三者も同社のクッキー情報を取得いた
します。そこで収集されるクッキー情報については当該第三者が定めるプライバシーポリ
シーに従って管理されます。なお、お客様は、以下のオプトアウトに関するページにてクッ
キーを無効化することができます。 
・Google：https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja 
・Facebook：https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences 
・Twitter：https://business.twitter.com/ja/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html 
・Cxense：https://www.cxense.com/ja/preferences 
・AudienceOne：http://www.dac.co.jp/utility/data-policy/ 
・MarketOne：http://www.dac.co.jp/utility/marketone-data/ 
・BEYOND X：https://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/ 
・ScaleOut：https://supership.jp/optout/ 
・FreakOut：http://js.fout.jp/info/privacy.html 
・LiveRamp：https://liveramp.com/opt_out/ 
・MicroAd：https://send.microad.jp/w3c/ 

http://jga.pia.jp/info/terms.jsp
http://jga.pia.jp/help/index.html
http://jga.pia.jp/guide/security.jsp
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
https://business.twitter.com/ja/help/troubleshooting/how-twitter-ads-work.html
https://www.cxense.com/ja/preferences
http://www.dac.co.jp/utility/data-policy/
http://www.dac.co.jp/utility/marketone-data/
https://www.cci.co.jp/privacypolicy/optout/
https://supership.jp/optout/
http://js.fout.jp/info/privacy.html
https://liveramp.com/opt_out/
https://send.microad.jp/w3c/


・probance：https://probance.com/politique-de-confidentialite/ 
・楽天マーケティング/リンクシェア：https://jp.linkshare.com/privacy/ 
・nex8：https://www.nex8.net/privacy/explain 
・LINE：https://optout.tr.line.me/ 
・VWO：https://vwo.com/compliance/cookies-notice/ 
・Intimate Merger：https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy/ 
・The Trade Desk：https://www.adsrvr.org/ 
・Smart News：https://www.smartnews.com/privacy/#jp 
・TikTok：https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=ja 
・Rokt：https://rokt.com/privacy-policy-ja/ 
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