
Wejo 日本向けプライバシーポリシー 

ウィージョー日本株式会社 （以下「Wejo」といいます）は、個人情報の保護に取

り組んでいます。 

本プライバシーポリシーは、Wejoが、以下のソース（以下あわせて「本ソース」

といいます）を通して、どのように個人情報を収集し使用するかを規定していま

す。 

· 本ポリシーのリンクのあるWejoの又はWejoが提供するあらゆるウェブサ

イト、ウェブページ、又はフォーム（以下、総称して「本ウェブサイト」

といいます） 

· 日本のソーシャルメディア又はその他日本のウェブサイト上のWejoのコン

テンツ 

· ソフトウェア、モバイル端末及び TVアプリケーション (以下、総称して

「本アプリ」といいます) 

· お客様とWejoとの間の電子メール又はその他の方法によるやり取りから収

集された情報  

Wejo 

本プライバシーポリシーは、ウィージョー日本株式会社により公表されているもの

です。  

ウィージョー日本株式会社 

住所: 東京都港区六本木 1丁目 9番 10号アークヒルズ仙石山森タワー28Ｆ

ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）内 

代表取締役: https://www.wejo.com/about 

Wejo グループとは、ウィージョー日本株式会社の親会社及び当該親会社の全ての

子会社を意味し、以下の会社を含みます。  

· Wejo Limited 

住所: ABC Building, 21-23 Quay Street, Manchester, England, M3 4AE 

代表者: https://www.wejo.com/about 

 

Wejo EU France 

住所: Lot 41 66 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris  

https://www.wejo.com/about
https://www.wejo.com/about


代表者: https://www.wejo.com/about 

 

·       Wejo Inc 

住所: 1013 Centre Road, Suite 403-B, Wilmington, DE 19805  

代表者: https://www.wejo.com/about 

 

·       Wejo Data Services Inc 

住所: 1013 Centre Road, Suite 403-B, in the city of Wilmington, County of New 

Castle, Delaware 19805 

代表者: https://www.wejo.com/about  

 

Wejo California Corp  

住所: 818 West Seventh Street, Suite 930, Los Angeles, CA 90017 

代表者: https://www.wejo.com/about  

 

プライバシーに対する当社のアプローチ 

お客様の個人情報のプライバシー及び安全は、当社にとって極めて重要です。当社

は、お客様の情報を当社が保有する間、当該情報が適切に管理されかつ保護される

ことを保証します。 

当社が取得する情報及び取得の方法 

お客様がWejoに提供した情報 

当社は、お客様が、例えば以下のいずれかを行うことにより、Wejoにコンタクト

した際に、お客様の個人情報を受け取ることがあります。 

·       お見積もりのご依頼又はご取得 

·       Wejoの製品の当社又は当社のパートナーからの購入 

·       本ウェブサイト及び本アプリの利用 

·       Wejoの大会への参加 

·       Wejoのイベント又はウェビナーへの参加 

·       ライブチャットの利用 

·       Wejoアプリでのアカウントの作成 

https://www.wejo.com/about
https://www.wejo.com/about
https://www.wejo.com/about
https://www.wejo.com/about


·       Wejoに対する架電、電子メールの送付、書面の郵送または電子メールでの

送付、オンラインチャットなどのオンラインの手段でのコミュニケーショ

ン 

·      採用に関するウェブサイト上でのWejoの役職への応募 

 

この情報には、以下が含まれることがあります。 

 

· 基本的な個人情報（例：お客様の名前、住所、電子メールアドレス、電話

番号、誕生日、年齢、性別、職務内容、雇用主の名前、職歴） 

· お客様のマーケティングに関するご意向 

当社がクッキーや類似の技術を通して収集する情報 

当社は、「クッキー」及びその他の類似の技術（例：ピクセルタグ又はリンク）を

通して、お客様が本ウェブサイトを訪れた際にお客様を記憶することで、お客様の

ニーズに沿ったお客様のオンラインでのエクスペリエンスを向上させるために情報

を取得します。このような情報により、当社は、お客様及び他の訪問者が当社の本

ウェブサイトをどのように使用し、どのように製品を見て、かつどのように当社の

広告に反応しているかを理解することができ、したがって、当社は、顧客に合わせ

たダイレクトマーケティングを行い、かつ、当社が提供する全ての製品及びサービ

スを改良することができます。さらに、これらの情報の収集により、お客様が本ウ

ェブサイトを再訪問した際に、情報を再度入力する手間を省くことができます。 

お客様が当社から電子メールによるダイレクトマーケティングを受信した場合、当

社は、お客様による当社のダイレクトマーケティングの利用やお客様の当社のダイ

レクトマーケティングに対する興味を判断するために、ピクセルタグやリンクとい

った技術を使用する場合があります。 

お客様が当社のいずれかの本ウェブサイトを訪問した場合、当社は、お客様のデバ

イス情報（使用されているハードウェア及びソフトウェアを含む）、大まかな位置

情報、いつ又はどのように当社のウェブサイトを訪れたかの情報、及びお客様が当

社のオンラインプラットフォームを利用する際のお客様の登録及びログインの状況

に関する情報を記録することがあります。この情報は、当社の本ウェブサイトにお

客様の興味を記録し、お客様のエクスペリエンスを向上させ、価格を決定し及び／

又はお客様に利用可能な割引を提供するために、保管され使用されます。 



クッキー及び関連する技術に関する詳細は、当社の別途のクッキーポリシー

（https://www.wejo.com/privacy/terms-privacy-cookies）をご確認ください。 

お客様を支援するための情報の使用方法 

当社は、情報を以下の目的で使用します。 

(a) 契約をしたサービス又は製品のお客様へのご提供、及びお客様のお問合わ

せへの対応 

(b) リサーチ又は統計の目的（当社は、これは当社の正当な利益であると考え

ています）。これには、人々がどのように当社の本ウェブサイトを利用し

ているか、どのように当社の製品を見ているか、どのように当社の広告に

反応しているかの分析、顧客のニーズについての当社の理解の向上、当社

の製品又はサービスの開発または改良、顧客のエクスペリエンスの向上、

当社のサービス又は製品の価格及び割引率の判断、効果的なマーケティン

グ活動の実施を含みます。 

(c) 当社の製品若しくはサービス若しくはそれらの提供の改良又は開発、及び

顧客のエクスペリエンスの改善（例：電話の録音）のために、当社の従業

員又は委託先へのトレーニングの実施 

(d) マーケティングの目的。これには、当社のサービス、製品、又はキャンペ

ーン若しくはイベントに関する、お客様へのマーケティングメール若しく

は郵便の送付又は電話勧誘の実施及び当社がお客様に関連すると考える広

告の提供を含みます。 

(e) 不正防止の目的 

(f) Wejoの求人への応募者の採用及び調達 

Wejoグループ内でのお客様の情報の利用及び共有 

当社は、「当社が取得する情報及び取得の方法」の項目に記載のお客様の情報を、

Wejoグループと共同で利用します。Wejoグループは、この情報を本ポリシーにお

いて記載されている活動のために利用する場合があります。 

情報は、安全な電子的な形態でWejoグループに移転されます。 



WejoからWejoグループへの情報の移転は、個人情報保護法に従って締結された契

約に基づいて行われます。 

Wejoは、このような共同利用について責任を有します。この共同利用について

は、以下に記載された住所までお問い合わせください。  

Wejo外へのお客様の情報の共有 

当社は、お客様の個人情報の処理を、必要不可欠な場合にのみ、かつ、当社がお客

様の個人情報の処理を監督することを確保し、第三者が個人情報保護法のすべての

適用のある条項を尊重することを確保する契約を締結することを条件に、第三者に

委託することがあります。  

法律上許容されている範囲で、かつ、当社が誠意をもって開示が以下のいずれかに

該当すると考える場合、お客様の情報が開示されることがあります。 

·      法律上の要求 

·     合併、事業譲渡、又はその他の関連する取引  

·     その他適用のあるデータ保護法上許容されている場合 

データの保管期間 

規制上、報告、及び財務上の理由により、当社は、規制の要件に従って、当社に提

供された個人情報を保持する場合があります。もっとも、お客様は、当社に対して

いつでもお客様の個人情報の削除を依頼することができます。詳細は以下の「お客

様の権利」の項目をご確認ください。 

日本国外へのデータの国際移転 

お客様の情報は、Wejoにより、日本国外（UK及び欧州経済地域を含む）に所在す

るWejoグループに共同利用の枠組みに基づいて、又はサービスプロバイダーに移

転されます。いかなる場合においても、個人情報保護法の要件を満たす契約が締結

されます。  

安全管理措置 

当社は、お客様が当社に提供した情報の秘密性及び安全性の保護に取り組んでいま

す。また、当社は、お客様の情報への不正アクセス又は損害、当該情報の開示又は

滅失を防ぐための適切な技術的、物理的及び組織的安全管理措置を実施していま

す。  



ポリシーの整備: Wejoは、ビジネス上の要求並びにプライバシー及びデータ保護に

関する法律に従って、情報セキュリティについての管理の方向性及び支援について

規定するポリシーを整備しています。 

情報セキュリティの組織: Wejoは、Wejoの組織の情報セキュリティの実装及び運

営を開始及び監督し、テレワーク及びモバイル端末の使用におけるセキュリティを

確保するための管理の枠組みを整備しています。 

人材: Wejoは、従業員及び委託先が情報セキュリテイについての責任を理解し、認

識し、当該責任を果たすこと及び当該従業員及び委託先が検討されている役職に適

切であることを確保し、かつWejoの利益が雇用の変更または解除の一環として保

護されていることを確保する適切な措置を整備しています。  

資産の管理: Wejoは、Wejoの組織的な資産を特定し、Wejoにとっての重要性に基

づき情報が適切なレベルの保護を受けることを確保し、かつ媒体に保管された情報

の不正な開示、変更、削除又は破壊を防ぐための適切な措置を整備しています。  

アクセスコントロール: Wejoは、情報処理設備へのアクセスが限定されているこ

と、システム、アプリケーション及びサービスへの不正アクセスを防ぐ目的でのみ

権限を有する利用者がアクセスすることを義務付けること、及び利用者に情報の保

護について責任を負わせることを確保します。  

暗号化技術: Wejoは、情報の秘密性、完全性、可用性を保護するための適切かつ効

果的な暗号化技術の利用を確保するための適切な措置を整備しています。 

物理的、環境的安全管理措置: Wejoは、資産の損失、損害、盗難、若しくは情報漏

えい、又はWejoの運営への妨害を防止するための、不正な物理的アクセス、Wejo

の情報及び情報処理設備への損害及び干渉を防止する適切な措置を整備していま

す。 

運営上の安全管理措置:Wejoは、マルウェア及び情報の損失からの情報の保護、イ

ベントの記録、及び証拠の生成を通して、情報処理設備の正しくかつ安全な運営を

確保するための適切な措置を整備しています。Wejoは、運営システムの完全性、

技術的な脆弱性の悪用の防止、監査活動の影響の最小限化を確保します。  

コミュニケーション上の安全管理措置: Wejoは、ネットワークにおける情報の保護

を確保し、Wejoの組織内及び外部の組織との間で移転される情報の安全性を維持

する適切な措置を整備しています。  

システムの統合、開発及び維持管理: Wejoは、情報セキュリティが、ライフサイク

ルの全体にわたって（パブリックネットワーク上におけるサービス提供の要求を含



みます）、情報システムの不可欠な一部であること、情報システム開発のライフサ

イクルにおいて、情報セキュリティが設計及び実装されることを確保し、かつテス

トのために使用されたデータが保護されることを保証する適切な措置を整備してい

ます。  

サプライヤーとの関係: Wejoは、委託先又はサプライヤーがアクセス可能なWejo

の資産の保護を確保し、委託契約又はサプライヤー契約において、合意したレベル

の情報セキュリティ及びサービスの履行を維持します。  

インシデントの管理: Wejoは、情報セキュリティインシデントの管理について、一

貫しかつ効果的なアプローチ（セキュリティイベント及び脆弱性についてのコミュ

ニケーションを含みます）を採用しています。  

事業継続管理の情報セキュリティの側面: 情報処理設備の可用性の確保のために、

Wejoは、Wejoの事業継続管理システムに、情報セキュリティの継続性を組み込ん

でいます。 

法令遵守: Wejoは、情報セキュリティに関する法的な、法定の、規制上の又は契約

上の義務の違反を防ぐため、かつ、組織のポリシー及び手続に従って、情報セキュ

リティの実装及び運営を確保するための適切な措置を実施しています。 

お客様は、インターネット上でのコミュニケーション（電子メールなど）は、暗号

化されない限り安全ではないことにご留意ください。本ウェブサイトには他の第三

者のウェブサイトへのリンクが含まれることがあります。これらの他のウェブサイ

トには、本プライバシーポリシーとは異なる、独自のプライバシーポリシーが適用

されます。お客様は、個人情報を提供する前に、これらのウェブサイトのプライバ

シーポリシーを注意してお読みください。 

不正の防止及び発見  

当局から要求がされた場合で、かつ個人情報保護法に基づく条件のもと、当社は、

お客様に関する情報を公的機関と共有する場合があります。これには、不正防止の

目的で警察に情報を共有する場合を含みます。 

お客様の権利 - お客様に関して当社がどの情報を保持しているかを確認する方法 

お客様は、データ主体によるアクセスの請求により、当社がお客様に関して保持し

ているすべての個人情報のコピーを請求する権利を有します。この請求を行うため

には、以下の当社の住所まで書面でご連絡ください。当社は、当社が保持するお客

様に関する個人情報の詳細を提供する前に、お客様の身元を確認するためのすべて



の合理的な段階を踏みます。お客様の請求によっては、料金が請求される場合があ

ります。 

お客様の権利 - お客様の情報の制限又は削除を請求する方法 

お客様は、いつでも、当社による処理の停止を請求する権利（異議を述べる権

利）、当社によるお客様の情報の利用を制限する権利（但し当社が情報を保管する

ことは許容します）、及びお客様の情報の削除を請求する権利を有します。当社

は、これを可能な限り簡単に行えるようにします。この請求を行うためには、以下

の当社の住所またはメールアドレス（「お問合わせ」の項目をご確認ください）ま

で、お客様の請求内容をご記載の上ご連絡ください。当社は、お客様の個人情報を

削除する前に、お客様の身元を確認するためのすべての合理的な段階を踏みます。 

当社のシステムからのお客様のデータの削除を指示された場合、当社はこれを行う

ために最善を尽くしますが、お客様のデータは、遅くとも法令により要求されてい

る期間までに、当社のすべてのシステムから完全に削除されます。実際の処理のス

ケジュールは、請求の性質により異なる場合があります。 

お客様の権利 -お客様の情報の訂正を請求する方法 

情報の正確性は、Wejoにとって極めて重要です。お客様が、当社がお客様に関す

る不正確な又は誤った情報を保有していると考える場合はいつでも、ご遠慮なく当

社までお知らせください。当社は、可能な限り早く、請求を受けた変更を行いま

す。 

この請求を行うためには、以下の当社の住所またはメールアドレス（「お問合わ

せ」の項目をご確認ください）まで、お客様の請求内容をご記載の上、ご連絡くだ

さい。当社は、お客様の個人情報を更新する前に、お客様の身元を確認するための

すべての合理的な段階を踏みます。 

本プライバシーポリシーの変更 

当社は、本プライバシーポリシーを随時変更することがあります。これには、例え

ば、本プライバシーポリシーを最新の状態にし、又は法令を遵守するための変更が

含まれます。お客様は、アップデートの確認のため、定期的に本プライバシーポリ

シーをご確認ください。取得時に記載されていた態様とは異なる態様で、お客様の

個人情報の使用について、何らかの重大な変更がなされた場合、当社は、当社の本

ウェブサイト上に掲載する方法でお客様に通知します。 



お問い合わせ 

ウィージョー日本株式会社に関する一般的なお問い合わせは、当社の本ウェブサイ

ト（www.wejo.com）に掲載された電話番号又は住所までご連絡ください。  

本プライバシーポリシー若しくは当社のデータ保護に関する取り組みに関するご質

問若しくはご懸念又はお客様のデータに関する請求又は苦情については、以下のお

問い合わせ先から、セキュリテイ、リスク及びコンプライアンスチームまでご連絡

ください。 

プライバシー責任者 

電子メール: privacy@wejo.com 

郵便: 東京都港区六本木１丁目９番１０号アークヒルズ仙石山森タワー２８Ｆベー

カー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）内 

ウィージョー日本株式会社 
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