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発効日：6 February 2023 

はじめに 
 

この採用プライバシー通知（略称「プライバシー通知」）は、採用過程に関連して当社が

あなたに関するどのような個人データ（情報）を収集するのか、どのようにそのデータを保

管し使用するのか、あなたに関する情報を共有する場合はどのように行うのかを説明し、デ

ータの処理を拒否する権利など個人情報に関連するあなたの権利についても説明するもので

す。当社は、データ保護およびプライバシーに関する法令によりこの内容を提供することを

義務付けられています。このプライバシー通知だけでなく、当社があなたに関する個人情報

を収集または処理する際に随時当社から提供するその他の類似する通知またはポリシーを必

ずお読みください。 

このプライバシー通知は、Ocado Group plcが直接間接を問わず関わる全社の採用活動、な

らびに該当する場合には内部採用活動に適用されます。下の表は、現時点でこれに含まれる

組織です。 

 
国 企業名 住所  
オーストラリア Ocado Solutions Australia Pty 

Limited 
Level 9, 63 Exhibition Street, 

Melbourne VIC 3000, Australia 
ブルガリア Ocado Bulgaria EOOD 7th Floor, South Park Building, 

13 Henrik Ibsen Str., Sofia, 

1407, Bulgaria 
カナダ Ocado Solutions Canada Inc Suite 1300, 1969 Upper Water 

Street, McInnes Cooper Tower-

Purdy Wharf, Halifax NS B3J 

3R7, Canada 
フランス Ocado Solutions France SAS Siége Social, 3-5 rue Saint-

Georges, 75009 Paris, France 
日本 Ocado Solutions Japan株式会社 東京都千代田区霞ケ関 3 丁目 2−6 

東京倶楽部ビルディング 11 階 
ポーランド Ocado Polska Sp z.o.o. High5ive building4, Pawia 21 

St., 31-154, Krakow, Poland 
スペイン Ocado Spain SLU calle Badajoz 112, 08018, 

Barcelona, Spain  
スウェーデン Ocado Solutions Sweden AB およ

び 
Ocado Sweden AB 

Ocado Solutions Sweden AB, 

Mätarvägen 30, 196 37 

Kungsängen, Sweden 
Mälarvarvsbacken 8, 11733, 

Stockholm, Sweden 
 

イギリス Ocado Central Services Limited Buildings One & Two Trident 

Place, Mosquito Way, Hatfield, 

AL10 9UL 
アメリカ Ocado Solutions USA Inc. 12 Timber Creek Lane, Newark DE 

19711, United States 
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ギリシャ Ocado Ventures (Myrmex) Ltd Buildings One & Two Trident 

Place, Mosquito Way, Hatfield, 

AL10 9UL 

 

上記（「Ocado Group Company（グループカンパニー）」各社）と、この通知でいう「当

社」とは、 該当する Ocado Group Companyを指します。 

データ保護責任者 

このプライバシー通知のコンプライアンスを監督するデータ保護責任者（DPO）が任命され

ています。このプライバシー通知について、または当社がどのようにあなたの個人情報を取

り扱うのかについて質問があれば、以下の連絡方法を使って当社または当社の DPO に連絡し

てください。 

Eメール：privacy@ocado.com   
郵送先：Data Protection Officer, Ocado Group, Buildings One and Two, Trident Place, 

Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom, AL10 9UL 

情報を収集する主体 

Ocado Group Company 各社が、それぞれの管轄区域における「データ管理者」になり、か

つ、該当する場合には、この採用プライバシー通知に沿って、あなたに関する特定の情報を

集め、共有し、使用します。データ管理者とは、あなたの個人情報を処理する目的および方

法を決定する事業体です。 

当社が収集かつ処理する個人情報について  

下記別表のパート Aに明記する表は、採用過程の中の最終候補者決定まで当社が収集し保管

する個人情報の概要を示すもので、収集・保管の方法と理由、その使い方および共有相手を

概説しています。 

下記別表のパート Bに明記する表は、採用の最終決定を下す前に（つまり採用を本決まりに

する前に）当社が収集し保管する追加の個人情報、収集・保管の方法と理由、その使い方お

よび共有相手を概説しています。 

当社のオンライン採用活動に関してはクッキーなどの技術も用いていますので、さらに詳し

くはクッキーポリシーを当社ウェブサイト https://careers.ocadogroup.com/でお確かめく

ださい。 

情報の保管場所について 

個人情報の保管場所は、当社の事務所ならびに、当社のグループ企業の事務所、第三者機

関、サービスプロバイダー、代表者、および代理人である場合があります。個人情報は、国

際的に欧州連合各国、英国、米国、カナダおよび世界中のその他の国に転送されることもあ

ります。それらの国にはあなたの国と同等のデータ保護・プライバシー法を持たない国も含

まれます。そのような転送を行う場合、Ocado は契約、グループポリシー、および/または

同様の適切な手段によって同等水準の保護を確保します。英国外および/または欧州経済地

域（EEA）外に転送または保管する情報に対して適切なセキュリティーが存在することの確

認を求める手段が整備されています。さらに、当社の英国または EEA を拠点とするグループ

会社のうちの一社があなたの個人情報を収集する場合、同社があなたの個人情報を英国外ま

たは EEA外の組織に転送するのであれば、下記のセーフガードの 1つ以上を使用します。 
 

http://svotap01/otcsdav/nodes/privacy%40ocadogroup.com
https://careers.ocadogroup.com/
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● 当該組織が、欧州委員会の決定および/または英国妥当性規則によって定められると

おり、EEAまたは英国の標準と同等レベルのデータ保護を確保できる国を拠点として

いる  
● 当該組織が、適切なデータ保護セーフガードを提供する欧州委員会が承認した標準

契約条項、もしくは英国が承認した同等の標準条項に準拠している、または 
● データ保護法に従って法の逸脱が適用される（例えば、あなたが明示的同意を示し

た、あるいはそのデータの転送が、Ocado があなたと契約を締結するうえで必要であ

る場合） 

 

自動化された意思決定  

法的もしくは同様に重大な影響をあなたにもたらす、あなたに関して自動化された決定を行

うために、あなたの個人情報を使用することはありません。 

個人情報を提供しない場合 

要求されたときに情報を提供しない場合で、その情報が応募書類を検討するのに必要である

場合（資格証明書または職歴など）、満足に応募を審査することができません。例えば、応

募対象の役割に関して信用照会を求められたにも関わらず、該当する連絡先を当社に提出し

ない場合、選考過程がそこでストップします。しかし、あなたの個人情報の収集に対するあ

なたの同意がどうしても必要であり、あなたがそれを提供しないことを選択されたとして

も、それによって、あなたが行った応募に影響が及ぶことはありません。選考過程において

あなたの同意がどうしても必要であるか、当社が求める情報が任意であるかは、その時点で

お知らせいたします。 

あなたの情報を保管する期間 

あなたの個人情報は、採用結果の通知後 6 か月間こちらで保管します。ただし、あなたの国

でこれより長い、または短い期間保持することを義務付けられている場合はこの限りではあ

りません。（例えばスペインでは個人情報を 1 年間保管することになっています）。上記期

間あなたの個人情報を保管する理由は、法的に求められた場合に、禁止されている根拠によ

って応募者を差別していないこと、および、公平で透明なやり方で採用活動を行っているこ

とを証明できるようにしておきたいからです。この期間が過ぎると、当社の該当するデータ

保持ポリシーに従ってあなたの個人情報を安全に破棄します。詳しくは privacy@ocado.com

にご連絡ください。 

 

将来同様の求人があると思われ、あなたを再び候補として検討したい旨を根拠にあなたの個

人情報をファイルに残すことを希望する場合、別途書面で、それを理由にあなたの個人情報

を限定期間（通常 2年間）保持することに対する同意を求めます。 

 

個人情報に関連するあなたの権利 

応募国によっては、一定の状況下において、個人情報に関連する特定の権利が法律によって

与えられます。 

 

 

mailto:privacy@ocado.com
mailto:privacy@ocado.com
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英国および EEAの応募者  
 
当社の英国または EEA支社の求人に応募される場合、以下の権利があります。 

● 自分の個人情報へのアクセスを要求（一般的に「データ主体のアクセス要求」とし

て知られる）。これにより、当社があなたの個人情報を保管しているかどうかの確

認をうけとることができ、保管している場合は、その個人情報のコピーと、その使

い方に関する一定の情報を受け取ることもできます。 

● 当社が保管するあなたの個人情報の修正を要求。これにより、当社が保管するあな

たの個人情報に不備または間違いがあればそれを修正させることできます。 

● 自分の個人情報の消去を要求。これにより、当社に処理を続ける正当な理由のない

個人情報の削除または消去を要求できます。処理に異議を唱える権利を行使した際

に、自分の個人情報を削除または消去することを当社に要求する権利もあります

（下記参照）。これは絶対的権利ではなく、一部の情報に関してそれを保持する正

当な根拠が当社にある場合、当社はそうすることができることにご留意ください。 

● 自分の個人情報の処理に反対。当社が当社の（または第三者が第三者の）正当な利

益に依存しており、かつあなたに自分の特定的な状況なんらかの事情があり、それ

を根拠に処理に対して意義を唱えたい場合です。 

● 自分の個人情報の処理の制限を要求。これにより、当社に対してあなたに関する個

人情報の処理の一時停止を要求できます。例えばその正確性やそれを処理する理由

を確立してほしい時などです。 

● 当社があなたの個人情報の一部を「ポータブル」フォーマット（pdfや csvファイル

など）で提供すること、および当社がこれを別の関係者に転送することを要求。 

● （当社があなたの同意に依存している場合に）いつでもあなたの個人情報を処理す

ることに対する同意を取り消す。ただし、あなたが同意を取り消しても、同意取り

消し前に実行されたあなたの個人情報の処理についてはその合法性に対して影響は

ありません。 
 

● 監督当局に対する苦情申し立て。データ保護の問題に関し、現地の監督当局にいつ

でも苦情を申し立てる権利があります（下記セクション「苦情を申し立てる方法」

をご覧ください）。 
 
日本国内の応募者  
 
当社の日本支社の求人に応募される場合、以下の権利があります。 
 

● 当社が保管する自分の個人情報に関する情報についての通知を望む要求。これによ

って、次のような情報を、あなたに通知する、またはアクセスが容易な場所におい

て公表することを当社に要求できます。 
(i) 当社の名称 
(ii) 当社が保管するあなたの全個人情報の使用目的 
(iii) あなたの個人情報の開示、修正、追加または削除、使用の停止、もしくは第三者

への提供の停止をあなたが要求する際の手順、ならびにそのような要求に当社が

どのように対応するか 
(iv) 保持されている個人情報の処理に関して当社に苦情を届ける際の連絡先 
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● 自分の個人情報へのアクセスを要求（一般的に「データ主体のアクセス要求」とし

て知られる）。これによって、あなたの個人情報の開示、あなたの個人情報の使用

目的、あなたの個人情報の第三者への提供の記録に関する情報を受け取ることがで

きます。 
 

● 当社が保管する自分の個人情報の訂正を要求。これによって、自分の個人情報が正

確でない場合に修正することができます。 
 

● 当社が保管する自分の個人情報の消去を要求。これによって、自分の個人情報が正

確でない場合に削除することができます。 
 

● 自分の個人情報の処理の停止および自分の個人情報の削除を要求。これによって、

当社が個人情報を非合法に収集又は処理する、または個人情報をその個人情報の処

理目的の範囲を超えて処理するとき、あるいはデータ主体の権利または正当な利益

に対してデータ漏洩などの危害のリスクがあるときに、あなたの個人情報の処理を

停止し、あなたの個人情報を削除することを当社に要求できます。 
 

● 自分の個人情報の第三者への提供の停止を要求。これによって、個人情報の第三者

への提供が非合法であるとき、あるいはデータ主体の権利または正当な利益に対し

てデータ漏洩などの危害のリスクがあるときに、あなたの個人情報を第三者へ提供

することを停止するよう当社に要求できます。 

これらの権利は制限される場合があります。例えば、あなたの要求を満たしたら別の人の個

人情報を公開することになる場合、または当社が保持することを法律で義務付けられている

情報もしくはその情報を保持することをやむを得ない正当な利益を当社が有する情報の削除

を求められた場合などです。あなたからの要求に対応する際には、当社が根拠とする関連適

用除外についてお知らせします。 

ご自分のデータ保護の権利のいずれについても行使することを希望される場合、書面にて

DPO にご連絡ください。当社があなたの身元を確認し、自分の情報にアクセスする（または

その他の権利を行使する）あなたの権利を確保するため、具体的な情報の提供をお願いする

場合があります。これは、個人情報がその受領権を有しないいかなる人にも開示されないこ

とを確実にするための適切なセキュリティー対策の一つです。 

 

自分の個人情報のセキュリティーを確保 

当社は、個人情報が偶然に損失したり、不正に使用、アクセスされたりしないようにセキュ

リティー措置を整えています。あなたの個人情報へのアクセスは、事業運営上それを真正に

知る必要のある人だけに限定します。あなたの情報を処理する人には、守秘義務があります。 

 

個人情報の第三者との共有について 

あなたの個人情報にアクセスするのは、主に、当社の人事部、IT 部、財務部、施設部とい

ったあなたの採用過程に関わる当社従業員であり、あなたの応募に関連してそれぞれの業務

を遂行する上で必要な範囲に限ります。       

採用過程との関連で必要な場合には、個人情報を他の Ocado Group Company、そして次に説

明する第三者と共有することもあります。 
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a) 当社の代わりにあなたの応募書類を処理し、必要なチェックと適性検査を実施し、

面接を円滑に実施する第三者。例えば、（法律上認められている場合）犯罪歴のチ

ェックを支援する Experian をはじめ、求人・応募追跡システムのプロバイダー、そ

して必要に応じて運転免許証のチェックには英国の運転免許庁（DVLA）に該当する

関連当局などから協力いただいています。あなたの職歴を確認するために、信用照

会先に連絡する場合もあります。 あなたの個人情報の処理および保管のために ITシ

ステムや技術アプリケーションのプロバイダーなどの第三者サービスプロバイダー

を使うこともあります。   

b) 当 社 の プ ラ イ バ シ ー ＆ ク ッ キ ー ポ リ シ ー （ 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト

https://careers.ocadogroup.com/より）に沿って、第三者サービスプロバイダーに

ウェブサイトのパフォーマンス、機能とサービスの利用、 トラフィックと人口統計

の動向、ブラウザのバージョン等のモニタリングを依頼して、ウェブサイトとサー

ビスを改善し、あなたの利益のためにそれらをカスタマイズします。 

c) また、法務顧問またはビジネス/リクルートメントコンサルタント等と、そのサービ

スの当社への提供において必要な範囲で情報を共有します。  

d) 法律で義務付けられているか、該当法への準拠において当社の正当な利益を法的に

保護するために必要な場合、規制当局または政府当局および/または法執行機関と情

報を共有する場合もあります。 

e) 当社の事業が売却または統合されることになった場合、あなたの情報が当社の顧問

および買い手企業の顧問に開示され、事業の新規所有者に譲渡される場合がありま

す。 

f) 情報を企業報告と分析のために共有する場合があります。 

 

我々が第三者サービスプロバイダーに依頼する場合、相手側に対し、当社のポリシーに沿っ

てあなたの個人情報を保護するための適切なセキュリティー対策を講じることを求めます。

第三者サービスプロバイダーには、自身の目的のためにあなたの個人情報を使用することを

認めていません。あなたの個人情報の処理を認めるのは、特定の目的のため、かつ当社の指

示に従うときのみです。 

 

苦情を申し立てる方法 

当社によるご自身の情報の使用について何か質問や懸念をお持ちの場合は、こちらで解決で

きるようにいたします。何かあればすぐに連絡をいただくようお願いします。 

現地のデータ保護当局に連絡することをお望みの場合は、以下を参考にしてください。 

 
● 個 人 情 報 保 護 委 員 会 

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32 階  

電話：03-6457-9680（代表） 

 
 
 

https://careers.ocadogroup.com/
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別表  

当社が収集かつ保管する情報について 

パートA  

 

最終候補者決定まで 

当社が収集する情報 当社の情報収集

方法 
情報の使用理由、共有する場合はその理

由 

あなたの氏名、連絡先

（住所、電話番号、メー

ルアドレスなど）、職歴

の詳細（履歴書など）  

本人から ● 人事担当者または担当部門の上長が

あなたの審査を進める、面接の日時

を調整する、結果を通知する目的で

あなたと連絡が取れるようにするた

め。 
● 担当の上長または部門にあなたの応

募について知らせるため。 
● （同意に基づき）あなたが興味を持

ち得る募集がある際にお知らせする

ため。 
● 身元調査や選考評価などの採用過程

のためのサービスを提供する第三者

に依頼するため。 

役職、給与、離職予告期

間、就業時間と趣味（こ

の情報を提供している場

合）を含む、あなたの資

格、経験、履歴書、雇用

歴の詳細 

記入済みエントリ

ーシート、履歴

書、面接覚書（該

当に応じて）よ

り、本人から 

人事担当者または該当する部門の採

用担当上長が、あなたの応募書類を

評価し、確かな情報に基づく採用

（最終候補者決定および雇用）の決

定を下せるようにするため。 

 

当社の機会均等票の一部

であるダイバーシティ情

報（あなたの民族的背

景、信仰、障害および健

康状態、性的指向など）

（法的に認められる範囲

で） 

当社の機会均等票の記入

は任意です 

応募書類の一環と

して当社の雇用機

会均等票の記入を

選択された場合、

本人から 

● 当社の採用過程における機会均等性

を監視するため、統計的分析を実施

するため、当社の職場の均等性を改

善するための必要な段階を踏むた

め。 
● ダイバーシティ＆インクルージョン

のアセスメントプロセスに参加する

場合に提示される通知を参照くださ

い。 
● ダイバーシティ＆インクルージョン

の情報を使ってあなた自身とあなた

の応募に影響する決定を下すことは

ありません。 
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当社が収集する情報 当社の情報収集

方法 
情報の使用理由、共有する場合はその理

由 

電話面談、上長面接の覚

書、および適性検査結果

と覚書に基づく選考前の

コメント 

本人の記入済みエ

ントリーシート、

電話および対面に

よる面接覚書、お

よび関連する適性

検査より、本人か

ら 

● 人事担当者または該当する部門の採

用担当上長が、あなたの応募書類を

評価し、確かな情報に基づく採用

（最終候補者決定および雇用）の決

定を下せるようにするため。 
● 上記のような選考前の活動を第三者

に実施させる場合があります。 

 

信用照会先の詳細情報 本人の記入済みエ

ントリーシートか

ら 

● 公正な採用過程を踏み、あなたの職

歴および学歴を確認し、確かな情報

に基づく採用の決定を下せるように

するため。 
● 情報は該当する上長、人事担当者、

信用照会先と共有されます。 

障害区分と健康に関する

詳細事項 
 
この情報の収集は、現地

の法的要件で認められる

場合にしか行いません 

本人の記入済みエ

ントリーシート、

健康質問書、面

接、その他本人か

ら直接 

● 公正な採用過程を踏み、かつ必要な

場合に面接プロセスを容易にするた

めの妥当な調整を行うため。 
● 情報は、該当する上長、人事担当

者、または面接プロセスに参加する

Ocado の他の従業員と共有されま

す。 

リモート面接の録画録音 
ビデオ面接中の本

人から  
採用関連サービスのプロバイダーに

対してあなたが遠隔で参加した面接

をレビューし、あなたの応募に関し

て確かな情報に基づく採用の決定を

下せるようにするため。 

上記情報すべて 本人から、および

該当する場合は情

報を要求する公的

機関から 

● 公的機関、法執行機関または政府機

関からの、もしくは裁判所命令によ

ってなされる合法な情報開示の要求

に対応するため。 
● 苦情に対応するため、当社の法的権

利を守るため、当社の採用過程に関

連する法的要求を確立、実行、また

は弁護するため。 
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パートB  

 

採用の最終決定を下す前に 

当社が収集する情報 当社の情報収集方法 情報の使用方法、共有する

場合はその共有方法 

以前の雇用者および/または教育

機関からあなたに関して入手し

た、信用照会からのあなたの学

歴および/または職歴（あなたか

ら当社へ情報提供があった場

合） 

本人の信用照会先か

ら（本人提出による

連絡先） 

● あなたの信用照会先に

連絡して、あなたが提

出した情報を検証する

ため、また学歴および/

または職歴を検証する

ため、そして確かな情

報に基づく採用の決定

を下せるようにするた

め。 
● 情報は該当する上長お

よび人事担当者と共有

されます。 

あなたの学問上および職業上の

資格に関する情報* 
本人から、または許

可されている場合は

あなたの教育機関、

および/または関連専

門機関から 

● 公正な採用過程を踏

み、確かな情報に基づ

く採用の決定を下すた

め。 
● 情報は該当する上長お

よび人事担当者と共有

されます。 

あなたの国籍、在留資格、関連

文書からの情報（例：パスポー

ト、運転免許証、ビザ、国民保

険番号またはその他の身分証

明、入国管理情報）（現地法で

認められる範囲で）* 

本人から、および必

要な場合は出入国在

留管理庁および厚生

労働省から 

● 労働権の確認をおこな

うため。 
● 法的義務がある場合

は、出入国在留管理庁

および厚生労働省と情

報を共有することがあ

ります。 

あなたの運転免許証のコピーお

よび関連性のある運転確認およ

び運転評価のコメント（応募職

に運転技能が必要な場合）* 

あなたから、および

必要な場合は DVLAか

ら 

● 確かな情報に基づく採

用の決定を下すために

使用します。 
● あなたの免許証が無事

故無違反であることを

確認するため。 
● 情報を当社の保険業者

と共有することがあり

ます。 
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当社が収集する情報 当社の情報収集方法 情報の使用方法、共有する

場合はその共有方法 

上記情報すべて 本人から、および該

当する場合は情報を

要求する公的機関か

ら 

● 公的機関、法執行機関

または政府機関から

の、もしくは裁判所命

令によってなされる合

法な情報開示の要求に

対応するため。 
● 苦情に対応するため、

当社の法的権利を守る

ため、当社の採用過程

に関連する法的要求を

確立、実行、または弁

護するため。 

 
上記「*」の付いたカテゴリーの情報の提供は、あなたの労働権および応募職に対する適性

の確認を可能にするため、必須です。 
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