
株式会社リクルート（以下「当社」といいます。）が提供するリクナビ HRTech 転職スカウト

サービスの利用にあたっては、以下の利用規約（以下「本規約」といいます。）について承

諾の上で申込むものとします。なお、本サービスに関して当社の定めるマニュアル、注意事

項等当社が別途定める規程（以下「関連規程」といいます。）がある場合、当該規程も本規

約に含まれるものとします。   

   

第１条（定義）本規約において使用される各用語の定義は、以下に定めるとおりとします。   

① 本サービス当社の提供する人材紹介サービス（以下「人材紹介サービス」といいま

す。）に付随して提供される当社のサービス「リクナビ HRTech 転職スカウトサービ

ス」をいい、事業者は、当社の提供する利用者の情報を閲覧し、自己の求人条件と照

らし合わせて、当該利用者に関する要望を当社に提示や、事業者自ら応募を促すメッ

セージを送付することができます（詳細は第３条に記載）。   

② 事業者   

本サービスの利用を申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。   

③ 利用者当社が指定する各サービスを利用している個人をいいます。   

   

第２条（申込み方法）本サービス利用の申込みは、当社が指定した方法で行うものとしま

す。なお、申込みをし、登録した後であっても、過去に当社が提供または運営するサービス

に違反する行為があった事業者は、本サービスおよび当社が提供または運営する一切のサー

ビスの提供ができない場合があります。   

   

第３条（サービスの提供）   

1. 当社は、本サービスにおいて、次の各号に定めるサービスを提供するものとします。   

① 当社の指定する本条項第２号および第３号の利用者に関する情報の提供   

② 当社の人材紹介サービスを利用している利用者（事業者への情報提供に同意してい 

る利用者に限ります。）との関係におけるサービス当該利用者に関する要望の受付   

③ 人材紹介サービス以外の当社が指定する各サービスを利用している利用者（事業者

への情報提供に同意している利用者に限ります。）との関係におけるサービス   

a)当該利用者に対するメッセージの送付機能の提供   

b)事業者が指定する利用者に対するメッセージ送信代行業務   

c)事業者へ応募した利用者を対象とする応募の受付業務および選考手続案内業務   

④ 当社が必要と判断した前各号に付随するその他のサービス   

2. 事業者は、本サービスの利用において、事業者から利用者への連絡を当社の定める  関

連規程に従い当社のシステム（以下「本システム」といいます。）を介して行うものとし

ます。   

3. 事業者は、メッセージの送付機能を利用する場合、送付対象者数については当社の定め

る関連規程に従うものとします。   

4. 事業者は、本サービスにて提供される情報を、当社の指定する本サービスのサイト上で

のみ閲覧するものとします。当該情報の紙面・データへの出力、画面キャプチャー等に

よるデータ保存、他サイトへの転載等、当該サイト外への複製は行わないものとしま

す。 

 



第４条（本サービス提供の期間）本サービスの提供期間は、人材紹介サービスの提供期間と

同じ期間とします。ただし、本規約第６条の定めに基づきサービス提供を終了する場合は、

当該終了までを提供期間とします。   

   

第５条（本サービスの変更・中断・終了）当社は、事業運営上やむを得ない場合は、事業者

に何ら通知することなく本サービスの全部もしくは一部を変更し、または一時中断すること

があります。また、一定期間の通知の上で、本サービスの全部または一部を終了することが

あります。   

   

第６条（本サービス提供の終了事由）   

1. 事業者は、本サービスの提供を終了する場合には、当社が指定した方法にて終了の申出

を行うものとします。   

2. 当社は、事業者が本規約に定める各事項に違反した場合は、当該事業者に対して何らの

催告を要することなく、本サービスの提供を終了することができるものとします。   

   

第７条（ID およびパスワード管理）   

1. 事業者は、当社が本サービスに関連して IDまたはパスワード（以下「ID等」といいま

す。）を発行した場合は、当該 ID 等を自らの責任において使用・管理し、いかなる場合

も当該 ID等を第三者に使用させ、または譲渡してはならないものとします。   

2. 当社または事業者の都合により ID等を再発行する場合には、当社は、情報セキュリティ

の観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、  

ID 等の再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し、当社が即時の再発行に応じられ

ないことがあることを予め承諾するものとします。   

   

第８条（禁止事項）事業者は、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。   

① 虚偽または不正確な情報を当社または利用者に対し提供する行為   

② 当社の定める範囲を超えて利用者と直接連絡を取る行為   

③ 本サービスにて提供する情報の紙面・データへの出力、画面キャプチャー等によるデー

タ保存、他サイトへの転載等、本サービスのサイト外への複製その他それに類する行為   

④ 当社に支払うべき利用料を不当に支払わない行為   

⑤ 当社または利用者の業務・営業を妨害する行為、または社会的信用もしくは評価を毀損

する行為   

⑥ 他の事業者、利用者、当社または当社の従業員その他当社の事業に関わる一切の関係者  

（以下「関係者」といいます。）を誹謗、中傷もしくは侮辱する行為   

⑦ 当社または関係者が有する著作権、商標権その他の知的財産権を含む一切の財産的権

利、営業上の秘密、名誉、プライバシー等を侵害する行為   

⑧ 法令または公序良俗に違反する行為   

⑨ 前各号に該当するおそれのある行為   

   

第９条（情報の権利帰属）本サービスにて事業者に提供される情報に関する著作権その他一

切の財産的権利は、当社に帰属します。   

   



第１０条（不保証）   

1. 本サービスにおいて提供される情報（利用者から提供された情報、その他第三者により

提供される情報を含みます。）は当該情報を提供する者の責任で提供されるものであり、

事業者は、提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について当社が何ら保

証しないことを了承のうえ、自己の責任において利用するものとします。   

2. 当社は次の各号いずれについても保証するものではないことを了承のうえ、自己の責任

において利用するものとします。   

① 本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないこと   

② 本サービスから得られる情報等が正確なものであること   

③ 本サービスの機能が事業者の期待を満たすものであること   

④ 利用者の採用の確実性や事業者に応募する利用者の資質・能力および事業者への適

合性が事業者の期待を満たすものであること   

⑤ 本サービスの利用において不適切な内容が含まれないこと   

   

第１１条（画面の変更）   

1. 事業者は、当社が事業者へのサービス向上や商品開発等の目的で本システムの各画面の

仕様・表示順等について事前の通知なく適宜変更する場合があることを予め承諾するも

のとします。   

2. 事業者は、当社が本サービスを取り巻くシステム環境の変化、本システムにかかる瑕疵

の修補、本サービス利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により、本シ  

ステムの画面について事前の通知なく適宜変更する場合があることを予め承諾します   

3. 当社は前項の変更により万が一事業者に損害が生じた場合でも何らの責任も負わないも

のとします。   

   

第１２条（保守作業等による運営の一時的な停止）   

1. 当社は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービス

の一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。   

① 本サービスにかかるサーバーの保守または本システムの仕様の変更もしくは本シス

テムの瑕疵の修補等を行う場合   

② 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等

の改正・成立により本サービスの運営が困難または不可能になった場合   

③ 前各号の他、当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必

要と判断した場合   

2. 前項に定める本サービスの一時的な運営の停止により、事業者が登録した会社情報等の

本システムへの反映の遅れまたは利用者からの情報の受信の遅れが生じた場合でも、当

社は、何らの責任も負わないものとします。   

   

第１３条（事業者の秘密保持義務）   

1. 事業者は、当社または利用者が事業者に提供した応募内容およびその他の個人情報（個

人情報保護法の定義に従うものとし、以下あわせて「利用者情報」といいます。）を、当

該事業者の当該職種の採用活動の遂行目的にのみ使用するものとし、その他の目的  

（商業目的であると否とを問いません。）に一切使用しないものとします。   



2. 事業者は、利用者情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、第三者に開示ま

たは漏洩しないものとします。   

3. 事業者による利用者情報の使用および管理に関し、事業者その他の第三者から当社に対

して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、事業

者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、当社が一切の責任を負わないことに

同意するものとします。   

4. 事業者は、本サービスの利用を通じて知りうる当社の一般に公開していない情報（本サ

ービスに関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソース等を含みます。）の一切を第 

三者へ開示もしくは漏洩、または事業者自らのために利用してはならないものとしま

す｡   

5. 事業者は、本サービスの操作を第三者に委託する場合も本条項と同等の義務を当該第三

者に負わせるものとします。ただし、それにより事業者の責を免れるものではありませ

ん｡   

   

第１４条（当社による利用履歴の利用、個人情報の取扱い）   

1. 当社は、本サービスを事業者に提供するにあたり、次の各号に定めるとおり、利用者と

事業者の間で送受信されるメッセージの履歴（事業者から利用者に対するメッセージ送

信、利用者によるメッセージ開封その他メールの送受信のステータス等を含みますが、

これらに限られません。）およびその内容、またはその他の事業者および利用者による本

サービスの利用記録（以下、「利用履歴情報」といいます。）を、閲覧または利用するこ

とがあることとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。   

① 本サービスの運営に必要な範囲の閲覧または利用することがあること   

② 前号に規定する閲覧および利用の期間は、本契約の有効期間終了後も継続すること

があること   

③ 集計・分析し、その主体を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を

作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用（事業者及び第三者への提 

案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。）するこ

とがあること   

2. 当社は、事業者の本サービスの利用により、利用者と事業者の間で送受信されるメッセ

ージの履歴（事業者から利用者に対するメッセージ送信、利用者によるメッセージ開封

その他メールの送受信のステータス等を含みますが、これらに限られません。）およびそ

の内容を厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を  

除き、本サービスを運営する目的以外で第三者に開示または漏洩しないものとします。   

3. 当社は、事業者が本サービスの利用を終了した後も、事業者の再度の本サービス利用の

際に利用履歴情報を表示するために、事業者のアカウント情報（ご登録いただいたメー

ルアドレス情報等）を保持するものとします。   

4. 当社は、別途定める人材紹介サービスのプライバシーポリシーに従い、個人情報を適切

に取得・利用・提供・管理します。なお、当社は、特定の個人を識別できない形式によ

る統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用することができ

るものとします。   

5. 当社は、個人情報を当社のサーバー上にて適正に管理、取り扱うものとします。なお、

当社のサーバーから削除された情報を復旧することはできません。   



6. 当社は、個人情報の取扱いに関する管理責任者を選定し、業務遂行上個人情報を取り扱

うことが必要な従業者（当社との雇用関係の有無を問いません。）にのみ個人情報を取り

扱わせるものとします。   

7. 当社は、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報を取り扱う業務の全部または一部

を委託することができるものとします（以下、かかる第三者を「委託先」といいま

す。）。但し、その場合、当社は、本条における当社の義務と同等の義務を委託先にも負

わせるものとします。   

   

第１５条（当社の免責）   

1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本規約もしくは

その履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害（精神的苦痛、その

他の金銭的損失を含む一切の不利益をいいます。）について、当社の故意または重大な過

失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとしま

す。なお、当社が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の  

範囲に限られ、かつ事業者が本契約に基づき支払済みの対価相当額を上限とします。   

2. 当社は、前項にかかわらず、前条の義務に違反し、個人情報の帰属主体（以下「本人」

といいます。）に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、事業者が本

人からの請求に応じて損害賠償をした場合、当社に責任が認められる範囲でその賠償金

相当額を事業者に対して支払うものとします。但し、事業者が本人から損害賠償の請求

を受けた後直ちに当社に対してその旨通知し、当社に対して紛争解決にあたる機会を与

えなかった場合はこの限りではありません。   

3. 天変地異、ネットワーク上の障害、通常講ずるべきウイルス対策では防止できないウイ

ルス被害その他当社の責によらない事由によって本サービスの提供が遅延し、または困

難もしくは不能となった場合、これによって事業者に発生した一切の損害について、当

社は責任を負わないものとします。   

4. 当社は、取扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたに

もかかわらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失（①ウイル

スによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、  

②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情

報の掲載、③プロバイダのダウン、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、採

用機会の損失および誤った情報の掲載並びに⑤システム環境の変化による障害、本シス

テムの瑕疵等を含みます。）につき、何らの責任も負わないものとします。   

5. 事業者は、事業者のコンピューター端末、オペレーティングシステム環境および利用ブ

ラウザ等によって本サービスの一部または全部を利用できない場合があることをあらか

じめ了承するものとします。   

6. 事業者は、利用者または第三者と労働条件等本サービスの利用について紛争が生じた場

合には自己の責任と負担で当該紛争を直接解決するものとし、当該紛争について当社は

免責され、一切関与しないものとします。   

   

第１６条（損害賠償責任）事業者が本規約の各事項に違反して、当社、関係者または第三者

に損害を与えた場合は、事業者はその損害を賠償するものとします。   

   

第１７条（反社会的勢力の排除）   



1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知

能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）に

該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても該当しないことを確約するものとします。   

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること   

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること   

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ

と   

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると

認められる関係を有すること   

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有すること   

2. 事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこ 

とを確約するものとします   

① 暴力的な要求行為    

② 法的な責任を超えた不当な要求行為    

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為    

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手

方の業務を妨害する行為    

⑤ その他前各号に準ずる行為   

   

第１８条（本規約の変更）当社は、必要に応じて本規約の内容を変更することができるもの

とします。変更後の本規約の内容は、本サービスにおいて掲載するものとし、掲載後 1カ月

経過後に本サービスを継続  

して利用している事業者は、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。   

   

第１９条（定めのない事項）本規約に定めのない事項は、日本の法令の定めに従い、事業者

と当社との間において、互いに誠意をもって協議し解決することとします。   

   

第２０条（管轄裁判所）本規約の各事項に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所ま

たは東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。   

   

付則：2018 年 3 月 12 日改訂        

2018 年 5月 25 日改訂   

2020 年 7月 27 日改訂   

2021 年 4月 1日改定  

 

 

 

   



リクナビ HRTech 転職スカウト プライバシーポリシー  

  

個人情報の取扱いについて  

株式会社リクルート（以下「当社」といいます）は、リクナビ HRTech 転職スカウト

（以下「本サービス」といいます）をご利用になる方（以下「ユーザー」といいます）

のプライバシーを尊重し、ユーザーの個人情報（以下の定義に従います）の管理に細心

の注意を払い、これを取扱うものとします。  

◆ 個人情報  

個人情報とは、ユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、

電話番号、メールアドレス、学校名その他の記述等により当該ユーザーを識別できるも

のをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合

することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。  

◆ 個人情報の利用目的  

当社は、本サービスの提供にあたり、以下に定める目的の範囲内で個人情報を取得し、

適切に利用します。  

A.ユーザーの個人認証及びユーザー向け本サービスの提供  

B.本サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付  

C.他の事業者等から個人情報の全部または一部につき委託された場合等における受託業務の

遂行  

D.ユーザーの承諾・申込みに基づく、本サービス利用企業・提携企業・団体等（以下「利用

企業等」といいます）への個人情報の提供  

E.ウェブサイトその他各種媒体等に掲載するための情報の加工、統計および分析  

F.本サービスの改善・新規サービスの開発およびマーケティング  

G.キャンペーン・アンケート・モニター・取材等の実施  

H.本サービスに関するご意見、お問い合わせ、クチコミ投稿内容の確認・回答  

I.属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等に基づく本サービスの提供  

J.利用約款等で禁じている、商用・転用目的での各種申込行為、各種多重申込、権利譲渡、

虚偽情報登録などの調査と、それに基づく当該申込内容の詳細確認  

◆ ユーザーからお預かりした宛先情報について  

本サービスでは、ユーザーから依頼されたメッセージ等をお届けするために、ユーザー

本人以外の宛先情報をお預かりすることがあります。  

本サービスは宛先情報をユーザーの依頼に基づいてメッセージ等をお届けし、本サービ

スを提供するためのみに利用し、個人情報として適切に管理します。  



宛先情報の登録・変更・削除はユーザー側に委ねられており、本サービス側での変更や

削除は原則として行いません。変更・削除を希望される方は、メッセージ等の届け元で

あるユーザーへ直接お問い合わせください。  

なお､届け元にお心当たりがない場合は下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡く

ださい｡  

◆ 個人情報提供の任意性  

本サービスが提供を求めるすべての項目にお答えいただく必要はありませんが、必要と

なる情報が不足している場合には、本サービスを提供できない場合があります。  

◆ 個人情報の第三者への提供  

当社は、原則として、ユーザー本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。

提供先・提供情報内容を特定したうえで、ユーザーの同意を得た場合に限り提供しま

す。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、ユーザーの同意なく個人情報

を提供することがあります。  

A.ユーザーが第三者に不利益を及ぼすと判断した場合  

B.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、ユ

ーザー本人の承諾を得ることが困難である場合  

C.国の機関若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、ユーザー本人の同意を得ることによりその事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがある場合  

D.裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての

開示を求められた場合  

E.ユーザー本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合  

F.法令により開示または提供が許容されている場合  

G.合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合であって、承継前の利

用目的の範囲で取り扱われる場合  

◆ 第三者提供に関する免責事項  

以下の場合は、第三者による個人情報の取得に関し、当社は何らの責任を負いません。  

A.ユーザー自らが本サービスの機能または別の手段を用いて利用企業等に個人情報を明らか

にする場合（なお、利用企業等における個人情報の取扱いについては、各利用企業に直接お

問合せください）  

B.本サービスに入力した情報により、期せずして本人が特定できてしまった場合  



C.本サービスからリンクされる外部サイトにおいて、ユーザーより個人情報が提供され、ま

たそれが利用された場合  

D.ユーザー本人以外がユーザー個人を識別できる情報（ID・パスワード等）を入手した場合  

◆ 個人情報処理の外部委託  

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。当該委

託先に個人情報の開示を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していることを

条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で開示します。  

◆ 統計処理されたデータの利用  

当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データ

を作成することがあります。個人を特定できない統計データについては、当社は何ら制

限なく利用することができるものとします。  

◆ 個人情報の開示、訂正、利用停止等  

「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、な

らびに利用停止、消去、または第三者への提供の停止（以下「個人情報の開示等」とい

います）の依頼を受けた場合は、当社の社内規程に従って速やかに対応します。ただ

し、業務の記録や以下の場合については個人情報の開示等の依頼にお応えできないこと

があります。  

A.利用者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場

合  

B.当社の業務に支障を及ぼすおそれがある場合  

C.他の法令に違反することとなる場合、また、当該個人情報の変更等に多額の費用を要する

場合､その他、個人情報の変更等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利・利益を保

護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、個人情報の変更等に応じないことが

あります。  

◆ 適正管理  

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、ご提供いただいた個人情報を正確か

つ最新の状態で管理するよう努めるとともに、個人情報への不正なアクセスまたは個人

情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において必要な

安全対策を継続的に講じるよう努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報の内容が

正確かつ最新であることについては、利用者が責任を負うものとします。また、当社

は、個人情報の安全管理が図られるよう、従業員に対する必要かつ適切な教育および管

理を行います。なお、個人情報はサービスを終了した後も法令等の定めに従い一定期間

保管します。保管期間が経過した個人情報は速やかに消去します。  



◆ 機微な個人情報の取得制限  

当社は、次に示す内容を含む個人情報の取得は原則として行いません。ただし、ユーザ

ーが自ら提供した場合は、この限りではありません。  

A.思想、信条及び宗教に関する事項  

B.人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除く）、身体・精神障害、犯罪

歴、その他社会的差別の原因となる事項  

C.勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項  

D.集団示威行為への参加、請願権の行使、及びその他政治的権利の行使に関する事項  

E.保健医療及び性生活  

◆ 本人確認について  

当社は、個人情報の開示等の求めに応じる場合など、個人を識別できる情報（氏名､住

所､電話番号､生年月日､メールアドレス､会員番号､パスワードなど）により、本人であ

ることを確認します。ただし、本人以外が個人を識別できる情報を入手し使用した場

合、当社は責任を負いません。  

◆ 属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等の取得及び利用について  

・属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴等（以下「行動履歴等」といいます）のう

ち Cookie 等について  

当社は、ユーザーのプライバシーの保護、利便性の向上、広告の配信および統計データ

の取得のため、Cookie を使用します。また、Cookie や JavaScript 等の技術を利用し

て、ご提供いただいた情報のうち、年齢や性別、職業、居住地域など個人が特定できな

い属性情報（組み合わせることによっても個人が特定できないものに限られます）や端

末情報、本サービスサイト内におけるユーザーの行動履歴（アクセスした 

URL、コンテンツ、参照順等）およびスマートフォン等利用時の、ユーザーの承諾・申

込みに基づく位置情報を取得することがあります。ただし、Cookie 及び行動履歴等に

は個人情報は一切含まれません。  

・行動履歴等のうち以下の場合のアクセスログ等について  

当社はユーザーがログインして本サービスを利用した場合には、個人を特定したうえ

で、当該ログイン以前からの行動履歴等を用いて、広告・コンテンツ等の配信・表示お

よび本サービスの提供をする場合があります。こちらの広告等の配信停止については、

下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください。  

◆ 個人情報管理責任者  

株式会社リクルート 本サービス担当執行役員 藤原暢夫  

個人情報に関するお問い合わせは cast_support@r-agent.com  



◆ プライバシーポリシーの変更  

当社は、法令等の定めがある場合を除き、プライバシーポリシーを随時変更することが

できるものとします。変更後の内容は、当社のウェブページにおいて掲載するものと

し、掲載後１ヵ月経過した時点で本サービスを継続して利用しているユーザーは、変更

後の本プライバシーポリシーの内容に同意したものとみなします。  

  


