
2020 年８月６日 

中部電力株式会社 

事業創造本部 

 

MINLY プライバシーポリシー改定のお知らせ 

 

いつも MINLY サービスをご利用いただきありがとうございます。 

2020年8月１1日付でプライバシーポリシーを改定いたしますので、お知らせいたします。 

 

[改定内容] 

（１）サービス事業者の追加（豊田市役所 未来都市推進課） 

（２）1.1 取得するパーソナルデータおよび利用目的の追加・修正 

 

[変更点] 

（１）別紙．サービス事業者一覧 

   ３．事業者リストへ「No55」を追加 

 

No 業種 事業者名 所在地 連絡先  

5５ 行政 豊田市役所 未来都市推進課 豊田市西町 3 丁目 60 番地 0565-34-6982 

 

 

（２）パーソナルデータ項目一覧（表）の更新（変更箇所を赤色で記載） 

※赤字は新しく記載した箇所・変更後の箇所、取消線（濃い黄色）は削除・変更された箇所

を示しております。 

（表） 

No 分類 パーソナルデータの項目 利用目的 

1 
 

基本情報 ユーザーID ログイン認証 

ユーザーへの便益の変換 

各種チャネル作成 

メールアドレス 緊急連絡先 

氏名 緊急連絡先 

お問い合わせ時の本人確認 

生年月日 お問い合わせ時の本人確認 

利用者の生年月（年齢）に合わせたチャネル作成 



性別 利用者の性別に合わせたチャネル作成 

電話番号 緊急連絡先 

お問い合わせ時の本人確認 

2 住居情報 郵便番号 利用者の住居地域に合わせたチャネル作成 

住所 利用者の住居地域に合わせたチャネル作成 

お問い合わせ時の本人確認 

都道府県 利用者の住居地域に合わせたチャネル作成 

市区町村 

住居形態 利用者の住居形態に合わせたチャネル作成 

居住年数 利用者の居住年数に合わせたチャネル作成 

3 世帯情報 配偶者の有無 利用者の配偶者の有無に合わせたチャネル作成 

結婚記念日 利用者の結婚記念日に合わせたチャネル作成 

配偶者の生年月日 利用者の配偶者の生年月日に合わせたチャネル作成 

子供の有無 利用者の子供の有無に合わせたチャネル作成 

子供の生年月日 利用者の子供の性別・生年月日に合わせたチャネル作成 

子供の性別 利用者の子供の性別に合わせたチャネル作成 

同居する家族の人数（自身を除く） 利用者の同居する家族の人数に合わせたチャネル作成 

共働きである 利用者の共働きに合わせたチャネル作成 

2 世帯住居である 利用者の世帯状況に合わせたチャネル作成 

4 勤務先情報 勤務形態 利用者の勤務形態に合わせたチャネル作成 

配偶者の勤務形態 利用者の配偶者の勤務体系に合わせたチャネル作成 

休日の曜日 利用者の休日に合わせたチャネル作成 

勤務先の郵便番号 

利用者の勤務先地域に合わせたチャネル作成 勤務先住所の市区町村 

勤務先の最寄り駅 

勤務先までの主な通勤手段 利用者の交通手段に合わせたチャネル作成 

勤務先までの通勤時間(分) 利用者の通勤時間に合わせたチャネル作成 

終業時間（残業込） 利用者の終業時間に合わせたチャネル作成 

職種 利用者の職種に合わせたチャネル作成 

5 通学先情報 子供が通っている学校 利用者の子供の通学先に合わせたチャネル作成 

6 趣味・嗜好 興味のある分野 利用者の興味に合わせたチャネル作成 

飲酒頻度 利用者の飲酒頻度に合わせたチャネル作成 

喫煙頻度 利用者の喫煙頻度に合わせたチャネル作成 

7 お金関連 小遣い額 利用者の小遣い額に合わせたチャネル作成 

教育費 利用者の教育費に合わせたチャネル作成 



主な決済方法 利用者の決裁方法に合わせたチャネル作成 

積極的にお金を使いたい費目 利用者の費目に合わせたチャネル作成 

8 移動・行動 おでかけ時間帯 利用者のお出かけの時間帯に合わせたチャネル作成 

おでかけの移動手段 利用者のお出かけの移動手段に合わせたチャネル作成 

車の保有台数 利用者の車の保有台数に合わせたチャネル作成 

9 生活情報 買い物に行くときの主な交通手段 利用者の買い物の子閏手段に合わせたチャネル作成 

食料品宅配サービスの利用頻度 利用者の食料品宅配サービスの利用頻度に合わせた 

チャネル作成 

食料品の購入頻度 利用者の食料品の購入頻度に合わせたチャネル作成 

食事形態 利用者の食事形態に合わせたチャネル作成 

消費スタイル 利用者の消費スタイルに合わせたチャネル作成 

消費価値観 利用者の消費価値観に合わせたチャネル作成 

10 購入履歴 お店の種類 MY タウン機能 

利用者のよく行くお店の種類に合わせたチャネル作 

商品種類 MY タウン機能 

利用者のよく買う商品の種類に合わせたチャネル作成 

年月日 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く日に合わせたチャネル作成 

日時時間 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く日時時間帯に合わせたチャネル作成 

市区町村 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く地域に合わせたチャネル作成 

金額 MY タウン機能 

利用者の買い物の金額に合わせたチャネル作成 

電話番号 MY タウン機能 

利用者が行ったお店の特定に利用 

11 外出履歴（MY

タウンでの QR

チェックン） 

年月日 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く日に合わせたチャネル作成 

日時時間 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く日時時間帯に合わせたチャネル作成 

市区町村 MY タウン機能 

利用者のよく買い物に行く地域に合わせたチャネル作成 

QR コード_ID 利用者の行く施設に合わせたチャネル作成 

QR コード_施設名 

QR コード_郵便番号 



12 歩数履歴 歩数 MY タウン機能 

利用者の行動パターンに合わせたチャネル作成 年月日 

13 リアクション履

歴 

リアクションしたレコメンドのレコメン

ド ID 

利用者が反応したレコメンドに合わせたチャネル作成 

リアクションしイベントの対象イベント

ID 

対象レコメンド種別 

リアクション種別 

アクション日時年月日 利用者がレコメンドに反応した日時に合わせたチャネル作成 

時間 利用者がレコメンドに反応した時間帯に合わせたチャネル作成 

レコメンド詳細（条件） 利用者が反応したレコメンドに合わせたチャネル作成 

14 レコメンドを受

けた QR チェッ

クイン 

QR チェックイン日時年月日 MY タウン機能 

利用者がよく買い物に行く時間日に合わせたチャネル作成 

時間 MY タウン機能 

利用者がよく買い物に行く時間帯に合わせたチャネル作成 

市区町村 MY タウン機能 

利用者がよく買い物に行く地域に合わせたチャネル作成 

人数 利用者がよく買い物に行く人数に合わせたチャネル作成 

QR チェックインに紐づくレコメンドの種

別 

MY タウン機能 

利用者が行動を起こした（参加した）レコメンドに合わせたチャ

ネル作成 QR チェックインに紐づくレコメンドのレ

コメンド ID 

QR コード_ID 

利用者の行く施設に合わせたチャネル作成 QR コード_施設名 

QR コード_郵便番号 

15 イベント検索履

歴 

イベント検索の検索条件 利用者がイベント検索した条件に合わせたチャネル作成 

検索日時年月日 利用者がイベント検索した日に合わせたチャネル作成 

時間 利用者がイベント検索した時間帯に合わせたチャネル作成 

16 スケジュール情

報 

予定のタイトル 

利用者がカレンダーに登録した予定に合わせたチャネル作成 

予定の日時 

予定の場所 

登録時に”タイトル”や”場所”を引用した

レコメンド情報のレコメンド ID 

登録時に”タイトル”や”場所”を引用した

レコメンド情報のレコメンド ID 



登録日時年月日 利用者が予定を登録した日時に合わせたチャネル生成 

時間 利用者が予定を登録した時間帯に合わせたチャネル生成 

 

 

以上 


