
株式会社おうちリンク「個人情報保護方針」 
 

株式会社おうちリンク（以下「当社」といいます。）は、個人情報の取扱いに関する方針

を次のとおり定めます。なお、本文中の用語の定義は、個人情報の保護に関する法令によ

ります。  
 

１. 法令の遵守 

当社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令を遵守するとともに個人情

報の保護に努めてまいります。当社は、個人情報の適正な取扱いを図るため、個人情報保

護体制の適宜見直しを行い継続的な改善に努めてまいります。 

 

２. 個人情報の取得 

当社は、個人情報を取得する際は、利用目的を通知または公表し、直接ご本人から個人

情報を取得するときは、ご本人の同意を得たうえで個人情報を取得するよう努めます。 

なお当社は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴等の要配慮個人情報については、

ご本人の同意がある場合または法令で認められている場合を除き、取得、利用および第三

者提供いたしません。 

 

３. 利用目的の範囲内での利用 

お客様等の個人情報は、あらかじめ特定された利用目的のために利用します。当社は、

お客様等のご同意を得た場合をのぞき、この利用目的の達成に必要な範囲を超えてお客様

等の個人情報を利用いたしません。 

 

４. 安全管理措置 

当社は、個人情報を正確・最新なものに保つよう努めます。また、お客様等の個人情報

は、適切な管理（組織的、人的、物理的、技術的な措置）を行い、漏えい、滅失の防止の

ために適切な措置を講じるとともに、管理状況の監査、見直しを実施します。 

 

５. 個人データの第三者への提供 

当社は、法令により認められた場合を除き、ご本人の同意を得ることなく個人情報を第

三者に提供いたしません。 

なお、当社は、個人情報を適切に取扱っていると認められる外部の委託先に個人情報の

取扱いを委託することがあります。また、当社は、利用目的の範囲内で個人情報を共同利

用することがあります。 

 

６. 開示、訂正、利用停止等への対応 

当社は、個人情報の開示、訂正等、利用停止等のご請求に対し、法令の規定に基づき適

切に対応いたします。 

 

７. クッキーについて 

本ウェブサイトでは、クッキー （Cookie） と呼ばれる技術を利用しています。クッキ

ーとは、特定の情報をお客様等の利用する通信機器に一時的にデータとして保持させ、接

続の度にそのデータを基にお客様等を識別させる仕組みです。 

 

当社では、クッキーの利用を前提としたサービスを提供しています。クッキーの利用を

許可しない場合、当社の一部のサービスを受けられないことがあります。クッキーの利用

を許可するかどうかは、お客様等のブラウザで設定できます。必要に応じて設定を確認し



てください。 

 

なお、Google を含む第三者配信事業者によりインターネット上のさまざまなサイトに当

社の広告が掲載されています。Google を含む第三者配信事業者は Cookie を使用して、本

ウェブサイトへの過去のアクセス情報に基づいて広告を配信します。お客様等は、Google 

広告のオプトアウト ページにアクセスして、Google による Cookie の使用を無効にできま

す（または、Network Advertising Initiative のオプトアウトページにアクセスして、第三者

配信事業者による Cookie の使用を無効にできます）。 

 

８. 問い合わせ窓口 

当社は、個人情報に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。 

当社へのご質問・ご意見・苦情等の以下の窓口までお問い合わせください。 

 

（受付窓口） 株式会社おうちリンク カスタマーサポートセンター 

（所在地） 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1 Daiwa 渋谷宮益坂ビル 12 階 

（電話番号） 03-5774-0275 

（受付時間） 10:00～18:00（定休日：火曜水曜、年末年始、当社休業日） 

 ※定休日に頂きましたお問合せに関しましては、翌営業日に順次対応させて頂きます。 

 

 

  



株式会社おうちリンクにおける個人情報の取り扱いについて 
 

株式会社おうちリンク（以下「当社」といいます）は、個人情報の取扱いに関する方針を

次のとおり定めます。なお、本文中の用語の定義は、個人情報の保護に関する法令により

ます。 

 

 

１. 個人情報の利用目的 

 

お客様等の個人情報は、以下の目的のために利用し利用目的の達成に必要な範囲を超え

て利用いたしません。なお、以下の各号に挙げる「具体例」は、個人情報の利用方法の一

例を記載したものです。 

(1) 電気・ガスの小売事業にかかる契約の締結、販売代理、取次ぎ、媒介およびこれ

に付随する業務 

 （具体例：上記の取引に関する各種提案、情報提供、契約書等の作成、決済手続

き、アフターサービスの提供等） 

(2) 電気通信事業にかかる契約の締結、販売代理、取次ぎ、媒介およびこれに付随す

る業務 

 （具体例：上記の取引に関する各種提案、情報提供、契約書等の作成、決済手続

き、アフターサービスの提供等） 

(3) 銀行代理業にかかる円普通預金、円定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、外

貨積金の受入を内容とする契約締結の媒介、資金の貸付を内容とする契約締結の

媒介、為替取引を内容とする契約締結の媒介 

 （具体例：上記の取引に関する各種提案、情報提供、手続き書類の受け渡し、契

約書等の作成等） 

(4) ポイントサービスにかかる運用業務 

 （具体例：上記サービスに付随するご連絡、キャンペーンのご案内等） 

(5) 上記(1)乃至(4)における付加サービスにかかる業務 

(6) 個人の属性情報、行動履歴、ウェブサイトの閲覧履歴等に基づく広告の個別化お

よび広告の配信・表示 

 （具体例：Google 等の第三者配信業者を通じ、お客様の興味・関心に近い広告の

配信等） 

(7) 当社および当社提携先の事業に関する商品・情報・サービスの提供のための郵便

物、電話、電子メールなどによる営業活動およびマーケティング活動等 

 （具体例：商品・物件・サービスのご案内、アンケートのお願い、キャンペーン

等） 

(8) お客様等が当社の登録会員である場合、会員の個人認証および会員向けの商品、

情報、サービスの提供 

 （具体例：会員の本人確認、登録情報の更新、お問い合わせ内容の記録等） 

(9) 顧客動向または商品開発の調査、分析等 

 （具体例：商品、エリア・顧客属性等に基づく動向分析、分析に基づく商品開発

等） 

(10) 個人を特定できない形での統計データの作成、活用、公表 

 （具体例：市場動向等の統計資料の作成、公表等） 

(12) お客様等のお問い合わせへの対応 

 （具体例：郵便、電話、電子メールなどによるお問い合わせへの対応、回答等） 

(13) 雇用管理、採用選考および採用の連絡ならびに会社情報の提供 



 （具体例：従業員の人事情報の管理、採用に関する連絡、セミナーのご案内等） 

(14) 当社の安全対策、事故分析およびサービスの向上 

 （具体例：お取引やお問い合わせ内容の記録・録音・録画、防犯カメラによる録

画等） 

(15) 上記利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供および当社内の共同

利用 

 

 

２. 収集する情報の種類 

 

当社が収集する主な個人情報の例は、以下のとおりです。 

(1) 氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、性別、SNS 等のアカウ

ント 

(2) その他申込書、契約書、アンケート、キャンペーン等でお尋ねした情報（お客様

等の職業、年齢、生年月日、家族構成、勤務先情報、年収その他経済状況に関す

る情報、アンケート回答、ご意見、お問合せ時に必要な情報など） 

(3) 『犯罪による収益の移転防止に関する法律』に基づく取引時確認書類の記載事項 

 

 

３. 個人情報に関する安全管理措置 

当社は、個人情報の漏えい、滅失の防止のため、適切な措置を講じるとともに、管理状

況の監査、見直しを実施します。具体的には以下のような措置を講じます。 

(1) 組織的安全管理措置 

・ 個人情報保護のための組織体制の整備 

・ 個人情報保護を定めた規程等の整備と規程等に従った運用等 

(2) 人的安全管理措置 

・ 従業員に対する個人情報保護に関する教育等 

(3) 物理的安全管理措置 

・ 管理区域の入退室の管理、電子媒体等の機器の制限等 

(4) 技術的安全管理措置 

・ 個人情報を取り扱うシステムのアクセス制御、アクセス者の認証 

・ ファイヤーウォールの設置、セキュリティ対策ソフトウェアの使用等 

 

 

４. 個人データの第三者への提供 

当社が保有する個人データは、以下の場合に、第三者に提供することがあります。 

 

(1) お客様等の同意がある場合 

(2) 法令の規定に基づく場合 

(3) 人の生命、身体、または財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同

意を得ることが困難であるとき 

(4) 公衆衛生の向上また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、ご本人の同意を得ることが困難であるとき 

(5) 国の機関もしくは地方公共団体また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、ご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 

(6) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データ

を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一



部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ある場合を除く） 

(7) 利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託する場合 

(8) 後記「５．個人データの共同利用」に定める共同利用のために提供する場合 

 

 

＜第三者への提供の具体例（お客様等に代わって提供する場合を含む）＞ 

・ 契約の相手方になる者またはその見込み客へのお客様等の氏名の提供 

・ 不動産にお客様等がお借入れをご検討される場合の金融機関、信用情報機関への

提供 

・ お客様等が住宅をご購入または建築される場合のオプション等販売指定会社・施

工会社・管理会社・引越業者・アフターサービスの修理業者その他のサービス提

供会社等への提供 

・ その他、利用目的の達成に必要な範囲の関係者への提供 

 

＜第三者提供の免責＞ 

以下の場合、第三者による個人情報の取得について、当社は責任を負いません。 

・ お客様等自らが、当社のウェブサイトまたは当社の提供するサービスの利用を通

じて、第三者に対し直接に自己の個人情報を開示した場合 

・ お客様等ご本人以外の者が、ID、パスワード等のお客様等個人を識別できる情報を

入手し、これにより第三者がお客様等の個人情報を取得した場合 

 

お客様等の同意または本「個人情報保護方針」の規定に基づき、当社が第三者にお客様

等の個人情報を提供した場合、提供の時点で当該個人情報は当該第三者の管理下におかれ、

当該第三者が自己の責任において、個人情報保護に関する法令および自己の個人情報の保

護方針に基づいて、当該個人情報を取り扱うことになります。当社は、当該第三者による

お客様等の個人情報の取扱いについて責任を負いません。 

 

 

５. 要配慮個人情報について 

当社は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴等の要配慮個人情報については、ご本

人の同意がある場合または法令で認められている場合を除き、取得、利用および第三者提

供いたしません。 

 

 

６. 個人データの共同利用 

当社の保有するお客様等の個人データは、以下にしたがって、共同利用することがあり

ます。 

 

（共同利用される個人データの項目） 

本個人情報保護方針「３. 収集する個人情報の種類」に記載の個人情報の項目および当

社が取得するその他の個人情報の項目 

 

（共同して利用する者の範囲） 

・ 住信 SBI ネット銀行株式会社 

  所在 東京都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワー18 階 

  代表取締役社長 円山法昭 

・ 株式会社オープンハウスグループおよびそのグループ会社 



 ※「グループ会社」とは、「グループ会社一覧」に記載の会社を含む、株式会社

オープンハウスグループの子会社および関連会社をいいます。 

 

（共同して利用する者の利用目的） 

本個人情報保護方針「１. 個人情報の利用目的」に記載の利用目的に同じです。 

 

（個人データの管理について責任を有する者） 

株式会社おうちリンク 

 

 

７. 開示、訂正、利用停止等のご請求 

 

（利用目的の通知） 

お客様等からご自身に関する個人データの利用目的の通知のご請求があった場合は、法

令に基づく除外事由がない限り、遅滞なく通知いたします。 

 

（開示・訂正等） 

お客様等からご自身に関する個人データの開示（第三者提供記録の開示を含みます）の

ご請求があった場合は、法令に基づく除外事由がない限り、合理的な範囲で開示いたしま

す。 また、お客様等より、ご自身に関する情報が不正確であるとして、訂正、追加または

削除（以下「訂正等」といいます）のお申し出があった場合には、当該情報が不正確であ

ることを確認した上で、法令に基づく除外事由がない限り、合理的な範囲で、訂正等をい

たします。 

 

（利用停止等） 

お客様等の個人データの利用の停止、消去または第三者への提供の停止（以下「利用停

止等」といいます）のご請求があった場合、法令の定めに従い、合理的な範囲で対応いた

します。なお、利用停止等の結果、当社や第三者のサービスが利用できなくなる場合があ

ります。 また、関係法令に基づき保有している個人データについては、利用停止のお申し

出に応じられないことがあります。 

 

（手続） 

お客様等の個人データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等を希望される場合

は、後記「９．問い合わせ窓口」に記載の受付窓口に、郵送・電話にてお申し出ください。 

受付後、当社所定の｢個人情報開示等請求書｣をお客様等の現住所に郵送いたしますので、

必要事項をご記入のうえ、本人確認書類と併せて郵送にてご返送いただきます。 

ご請求をする方が代理人である場合は、お客様等ご本人の本人確認書類に加え、委任状

等の代理権の確認書類もご提出いただきます。必要書類の詳細は、上記受付窓口にてご確

認ください。 

 

（手数料） 

1 件のご請求につき手数料 500 円が必要となります。 

 

 

８. 本個人情報保護方針の変更 

当社は、本個人情報保護方針を変更することがあります。変更後の方針については、す

みやかに当社ウェブサイト等で公表いたします。 

 



 

９. 問い合わせ窓口 

当社は、お客様等から頂いた個人情報に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠

実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、下記までお問い合わせください。 

 

（受付窓口） ※個人データの管理について責任を有する者 

 株式会社おうちリンク カスタマーサポートセンター 

（所在地） 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1 Daiwa 渋谷宮益坂ビル 12 階 

（電話番号） 03-5774-0275 

（受付時間） 10:00～18:00（定休日：火曜水曜、年末年始、当社休業日） 

 ※定休日に頂きましたお問合せに関しましては、翌営業日に順次対応させて頂きます。 

 

以 上 

 

 

 

  



グループ会社一覧 
 

・ 株式会社オープンハウスグループ 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 代表取締役 荒井正昭 

 https://openhouse-group.co.jp/company/outline.html 

 

・ 株式会社オープンハウス 

 所在 東京都渋谷区渋谷一丁目 13 番 9 号 

 代表取締役 鎌田和彦 

 https://oh.openhouse-group.com/company/about/ 

 

・ 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 代表取締役 福岡良介 

 https://ohd.openhouse-group.com/company/ 

 

・ 株式会社アイビーネット 

 所在 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目 14 番５号 

 代表取締役 高升啓次 

 https://ibnet.openhouse-group.com/company/ 

 

・株式会社オープンハウス・リアルエステート 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 代表取締役 福岡良介 

 https://ohre.openhouse-group.com/ 

 

・株式会社オープンハウス・アーキテクト 

 所在 東京都中野区中野四丁目 10 番２号 

 代表取締役 日高靖仁 

 https://oha.openhouse-group.com/company/profile/ 

 

・ 株式会社ホーク・ワン 

 所在 東京都杉並区宮前一丁目 15 番 13 号 

 代表取締役 菊池健太 

 https://www.hawk-one.jp/company/profile.html 

 

・ 株式会社オープンハウス・プロパティマネジメント 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 代表取締役 福岡良介 

 https://ohpm.openhouse-group.com/company/ 

 

・ 株式会社プレサンスコーポレーション 

 所在 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番 27 号 

 代表取締役 土井豊 

 https://www.pressance.co.jp/company/about/ 

 



・ 株式会社オープンハウス群馬 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 代表取締役 荒井正昭 

 

・株式会社群馬プロバスケットボールコミッション 

 所在 群馬県太田市飯田町 894 番地２ 

 代表取締役 阿久澤毅 

 https://g-crane-thunders.jp/company/ 

 

・株式会社プラスディー 

 所在 東京都目黒区大橋一丁目７番４号 

 代表取締役 白井淳 

 https://plus-d.co.jp/about/ 

 

・株式会社オープンハウス不動産投資顧問 

 所在 東京都千代田区神田淡路町二丁目３番地６ 

 代表取締役 坂本光司 

 

・ 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ 

 所在 東京都中央区日本橋室町４丁目１番５号 

 代表取締役 川上智宏 

 

・ 株式会社みなかみ宝台樹リゾート 

 所在 群馬県利根郡みなかみ町藤原 3832 番地 40 

 代表取締役 加藤勤之 

 https://hodaigi.jp/company/ 

 

・ 株式会社オープンハウスみなかみ 

 所在 群馬県利根郡みなかみ町藤原 3832 番地 40 

 代表取締役 横瀬寛隆 

 

・ 株式会社オープンハウス桐生 

 所在 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 代表取締役 松本健 

 

・ 合同会社北二条城開発 

 所在 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 

 職務執行者 松本健 

 

・ Open House Realty & Investments, Inc. (米国現地法人)  

 所在 250 E. 1st Street, Suite 402, Los Angeles, CA 90012 

 CEO Zenichi Muramoto 

 

・ Open House Texas Realty & Investments LLC (米国現地法人) 

 所在 5050 Quorum Drive, Suite 225, Dallas, Texas 75254 

 President Hitoshi Imamura  

 

・ Open House Texas Property Management LLC (米国現地法人)  



 所在 5050 Quorum Drive, Suite 225, Dallas, Texas 75254 

 Manager Hitoshi Imamura 

 

・ Open House Ohio Realty & Investments LLC (米国現地法人)  

 所在 106 S.High St. Dublin  OH 43017-1135 

 Manager Hitoshi Imamura 

 

・Open House Hawaii Realty & Investments LLC (米国現地法人)  

 所在 88 Piikoi Street, Hawaiki Tower Suite 301, Honolulu, HI 96814 

 Manager Takaya Ito 

 

・Sachi Hawaii-Pacific Century Properties LLC (米国現地法人)  

 所在 88 Piikoi St. #301, Honolulu HI 96814 

 Manager Sachiyo S. Braden 

 

・Sachi Hawaii-Pacific Century Property Management LLC (米国現地法人)  

 所在 88 Piikoi St. #301, Honolulu HI 96814 

 Manager Sachiyo S. Braden 

 

・Open House Atlanta Realty & Investments LLC (米国現地法人)  

 所在 1050 Crown Pointe Parkway, Suite 470 Atlanta, GA 30338 

 Manager Hitoshi Imamura 

 

・Open House Atlanta Property Management LLC (米国現地法人)  

 所在 1050 Crown Pointe Parkway, Suite 470 Atlanta, GA 30338 

 Manager Hitoshi Imamura 

 

・Open House Investments LLC (米国現地法人)  

 所在 5050 Quorum Drive, Suite 225, Dallas, Texas 75254 

 Manager Kotaro Wakatabi 

 

・WM Realty LLC (米国現地法人)  

 所在 1050 Crown Pointe Parkway, Suite 470 Atlanta, GA 30338 

 Manager Hitoshi Imamura 

 

・旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司（中国現地法人） 

 所在 上海虹口区欧陽路 496 号 10 号棟 4 階 16 室 

 董事長 福岡良介 

 


