2020年11月18日
Peatixにおける個人情報流出について
[ENGLISH BELOW]
Venture Café コミュニティメンバーの皆さま、
平素より”Connecting innovators to make things happen（イノベーター同士を繋いで何かを起
こす）”というミッションのもと、東京・名古屋・茨城/ つくばでのイノベーションコミュニ
ティ活動に積極的にご参加をいただき誠にありがとうございます。
2020年11月17日、Venture Café Tokyoが利用しているイベント申し込みプラットフォームサー
ビス「Peatix (https://peatix.com/)」における利用者の個人情報（氏名、メールアドレス、暗号
化されたパスワードなど）の流出について、運営会社から発表がありました。
Venture Café Tokyoは、今回の事象の発生を認識すると共に、①皆さまの個人情報に関わる問
題である ②Peatixはコミュニティ活動を行っていく上での皆さまとの大切なコミュニケー
ションの経路である ことからも慎重に対応すべき問題であると捉えております。
今後の対応としましては、Peatixの対応について絶えず注視をしながら、情報を常に収集して
まいります。その上で皆さまの個人情報をお任せするプラットフォームとして不備を感じる場
合にはプラットフォームの乗り換えも検討いたします。（その場合は、別途ご案内をさせてい
ただきます。）
なお、Venture Café Tokyoのアカウントのパスワードの再設定については発表が運営会社より
公表された時点で完了しております。
今回発生した状況の詳細及びPeatix側で設定する窓口については、以下よりご確認をいただけ
ます。
「不正アクセス事象に関するお詫びとお知らせ（Peatix Inc.）」
https://announcement.peatix.com/20201117_ja.pdf
今後も本件について、お伝えすべき事象が発生した場合は速やかに皆さまにお伝えさせていた
だきます。
引き続き、皆さまとイノベーションコミュニティの共創をしていければと思います。よろしく
お願い申し上げます。
Venture Café Tokyo

November 18th, 2020

In Regards to Data Breach on Peatix platform

Dear Venture Café community members,
On November 17th, 2020, there was an announcement by the operating company
and we were informed that personal information (name, email address, encrypted
password, etc.) of users in the event application platform service "Peatix
(https://peatix.com/)" had been leaked through a security breach. Venture Café Tokyo,
including our NAGOYA CONNÉCT and TSUKUBA CONNÉCT currently uses this
platform as part of our Thursday Gathering and CONNÉCT programs.
Venture Café Tokyo recognizes the occurrence of this event, and wants to bring this
important matter to the attention of the community because (1) it is a problem
related to your personal information and (2) Peatix is an important communication
channel with you while conducting community activities.
As for actionable measures, we will keep constant attention to the situation of the
data breach while staying informed through the support of Peatix. During such time,
if you feel that the platform (entrusting your personal information) is inadequate, we
will consider switching platforms. (In that case, we will inform you separately).
Incidentally, we have completed to change the password for our Peatix account when
the announcement was published from the operating company.
You can check the details of the situation that occurred and the contact point for
knowing the settings on the Peatix side through the following link.
https://announcement.peatix.com/20201117.pdf
With the mission of "Connecting innovators to make things happen,” we thank you
for your active participation in the innovation community activities of Tokyo, Nagoya,
and Tsukuba (Ibaraki).
Venture Café Tokyo

