
【個⼈情報の取り扱いについて】 
個⼈情報の取り扱いについては、下記サイトでご確認いただけます。 
https://talentx.co.jp/statement/ 
 
MyRefer 利⽤規約 
本規約は、当社が提供する「MyRefer」のサービスをご利⽤いただくうえでの同意事項とな
ります。ご利⽤の際には、事前に必ずご⼀読ください。 
 
第 1 条（規約の遵守） 
利⽤者は、本規約を事前に正確に理解し、本規約を守って本サービスを利⽤するものとしま
す。 
 
第 2 条(MyRefer について) 
「MyRefer」(以下「本サービス」といいます。)とは、求⼈者（⼈材を求めている企業、法
⼈、その他の事業主）と利⽤者とをリクルーター（求⼈者に現在または過去所属し、求⼈者
より労働者の募集を任された者）を介して結びつける当社運営の Web サービスの総称です。
なお、本サービスの主な特徴は、以下のとおりです。 
(1) 利⽤者は、マイページ上で、リクルーターより紹介を受けた求⼈情報の閲覧ができます。 
(2) リクルーターが利⽤者に応募を勧めた場合、利⽤者は求⼈者に応募することができ、利
⽤者のプロフィール情報、プロフィール画像を求⼈者に開⽰できます。 
(3) 応募後、本サービス上の通信機能を使って、求⼈者と連絡を取り合うことができます。 
(4) 利⽤者のプロフィール情報、プロフィール画像は、当社と契約関係を有する求⼈者に公
開されます。求⼈者が利⽤者に興味を持った場合、当該求⼈者からメール等の連絡を受け取
ることができます。 
 
第 3 条(ログイン) 
1. 利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、Web フォームにおいて当社が指定する項⽬
を⼊⼒するものとします。 
2. 当社が指定した Web フォームより適正にログインを⾏った利⽤者のみが、本サービスを
利⽤できます。 
 
第 4 条(利⽤者の責任) 
1. 利⽤者は、本規約に同意し、⾃らの責任にもとづき本サービスを利⽤するものとし、本
サービスの利⽤に関する⼀切の責任を負うものとします。 
2. 利⽤者は、当社、リクルーターおよび求⼈者に対し、本サービスの提供のために必要な
個⼈情報を不備・齟齬のないよう正確に提供しなくてはなりません。利⽤者が提供した個⼈



情報が正確でなかった場合等、利⽤者が提供した情報内容に起因して、リクルーター、求⼈
者、その他第三者との間で紛争等が⽣じた場合には、利⽤者⾃⾝の責任においてこれに対処
し、当社に⼀切の迷惑をかけないことに同意します。 
3. 利⽤者は、当社、リクルーターおよび求⼈者に対し、⾃らの責任にもとづき個⼈情報を
提供するものとし、リクルーター、求⼈者、その他第三者との間で情報漏えいなどの紛争等
が⽣じた場合には、利⽤者⾃⾝の責任においてこれに対処し、当社に紛争解決等の対応を要
求しないことに同意します。 
4. 当社は、本サービスに関するウェブサイト上に掲載されている求⼈情報およびリクルー
ターから提供される求⼈情報につき正確性、網羅性を保証するものではありません。利⽤者
は、求⼈者に求⼈情報の内容等をあらかじめ直接確認のうえ、当該求⼈者の⾯接を含めた選
考等に参加するものとします。 
5. 当社は、利⽤者がリクルーターや求⼈者と確実に連絡がとれることを保証するものでは
ありません。利⽤者は、リクルーターや求⼈者との連絡の際、連絡がつかない等のトラブル
が⽣じた場合などは、利⽤者⾃⾝がこれに対処するものとします。 
6. 利⽤者は、リクルーターおよび求⼈者からの連絡、および求⼈者との⾯接を含めた選考
等について、誠実に対応するものとします。 
7. 利⽤者は、利⽤者の責任において、就職前に、労働条件その他の労働契約の内容を求⼈
者に対して直接確認するものとします。当社は、労働契約の内容等について、何ら確認また
は保証をするものではありません。 
8. 利⽤者は、求⼈者による内定取消など、リクルーター、求⼈者、その他第三者との間で
紛争等が⽣じた場合には、利⽤者⾃⾝がこれに対処するものとし、当社に⼀切の迷惑をかけ
ないことに同意します。 
 
第 5 条(著作権) 
当社のウェブサイトに掲載されている全てのコンテンツは、当社が所有権、知的財産権また
は使⽤権を有しており、利⽤者は、当社の書⾯による事前の許可なく、これらのコンテンツ
を本サービスの利⽤の⽬的・範囲を超えて利⽤してはなりません。 
 
第 6 条(商標) 
当社のウェブサイトに掲載される商標およびロゴマーク等に関する権利は、当社または
個々の権利者に帰属し、商標法、不正競争防⽌法等により保護されています。 
 
第 7 条(禁⽌事項) 
利⽤者は、本サービスの利⽤に際し、以下各号の⾏為を⾏っ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提供する⾏為 
(2) 個⼈や団体を誹謗、中傷、脅迫し、またはそのおそれのある⾏為 



(3) 著作権、商標権、その他の知的財産権を含む他⼈の権利を侵害し、またはそのおそれの
ある⾏為 
(4) 本サービスを通じて⼊⼿した情報を、複製、販売、出版その他⽅法の如何を問わず、私
的利⽤の範囲を超えて利⽤し、または第三者に開⽰、提供する⾏為 
(5) 本サービスを通じて⼊⼿した情報を不当に利⽤して、当社または第三者に不利益や損害
をもたらす⾏為 
(6) 本サービスの円滑な運営を妨げる⾏為、または当社および求⼈者の信⽤または名誉を毀
損する⾏為、もしくはそれらのおそれのある⾏為 
(7) 犯罪⾏為、または法令に反する⾏為等公序良俗に反する⾏為、もしくはそれらのおそれ
のある⾏為 
(8) 反社会的勢⼒等に関連する組織に属する⾏為、反社会的勢⼒に利益を与え、または利⽤
する等不適切な関係を持つ⾏為、もしくはそれらのおそれのある⾏為 
(9) リクルーター、求⼈者および当社への業務妨害になる繰り返しの連絡、業務妨害になる
内容をソーシャルネットワーキングサービス（Twitter、Facebook、Google+、LINE など、
⼈と⼈との交流を促進するウェブサービス）などに書き込む⾏為等の業務妨害になる⾏為、
もしくはそれらのおそれのある⾏為 
(10) その他、当社が不適切と判断する⾏為 
 
第 8 条(当社の責任) 
1. 当社は、利⽤者が本サービスへ申込み、または本サービスを利⽤したことにより利⽤者
に⽣じた⼀切の精神的、財産的損害につき、何らの責任も負わないものとします。 
2. 当社は、情報取扱業務において通常講ずべき合理的なウィルス対策では防⽌できないウ
ィルス被害、その他当社の責に帰すべき事由によらない⽕災、停電、天災地変等の不可抗⼒
により、本サービスの提供に⽀障が⽣じ、または本サービスの提供が困難となった場合、こ
れによって利⽤者に⽣じた損害につき何らの責任も負わないものとします。 
3. 当社は、利⽤者に提供する情報のうち、企業情報等の第三者に関する情報、企業広告、
求⼈広告その他第三者より提供される情報内容の正確性、網羅性につき保証するものでは
ありません。 
4. 当社は本サービスに関するウェブサイトにエラーその他の不具合がないこと、サーバ等
にウィルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その他本サービス提供のためのイ
ンフラ、システム等に瑕疵がないこと等につき保証するものではありません。 
5. 当社は、利⽤者からの質問等への回答、リクルーターおよび求⼈者への対応、その他対
応等を⾏う義務を⼀切負いません。 
6. 当社は、利⽤者による本サービスの利⽤によって、求職活動が成功することを保証する
ものではありません。 
7. 当社は、求⼈者による内定取消など、利⽤者とリクルーターまたは求⼈者との間で発⽣



したトラブルにつき責任を負いません。 
8. 当社は、利⽤者が登録している情報を保管する義務を負いません。利⽤者情報その他コ
ンテンツが全部または⼀部消滅し、または第三者によって改ざんされた場合であっても、当
社はそれを回復等する責任その他⼀切の責任を負わないものとします。 
9. 利⽤者は、ソーシャルネットワーキングサービスの内容、運⽤の変更により、または利
⽤者がソーシャルネットワーキングサービスの全部もしくは⼀部を利⽤できなくなること
により、本サービスの全部または⼀部の利⽤ができなくなる場合があることを予め了承す
るものとします。当社は、ソーシャルネットワーキングサービスに関連して利⽤者に発⽣し
た損害について、⼀切の責任を負わないものとします。 
 
第 9 条(退会) 
1. 利⽤者は、当社所定の⽅法で当社に通知することにより、本サービスから退会し、利⽤
者としての登録を抹消することができます。 
2. 退会後の利⽤者情報の取り扱いについては、本規約に加えて、別途当社が定めホームペ
ージ等で開⽰する「「個⼈情報の取り扱いについて」の規定によるものとします。 
 
第 10 条(サービスの停⽌・終了等) 
1. 当社は、以下各号のいずれかに該当する事由が発⽣したと当社が判断した場合、利⽤者
への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更し、または当社が必要とする期間、本サ
ービスの提供を停⽌することができます。 
(1) 本サービスを提供するためのインフラ、システム等(以下総じて、「システム」といいま
す。)について、定期保守、または点検、更新、もしくは緊急の必要性がある場合 
(2) 突発的なシステムの故障等が発⽣した場合 
(3) その他、不測の事態により、本サービスの提供をすることが困難である場合 
2. 当社は、利⽤者において以下各号のいずれかに該当する事由が発⽣したと当社が判断し
た場合、当該利⽤者に対して、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
ことができます。 
(1) 利⽤者が本規約に定める事項に違反した場合 
(2) 当社において、当社と利⽤者との信頼関係を維持できないと判断した場合 
3. 当社は、前各項に掲げる場合の他、当社が必要と判断する場合には、利⽤者への事前の
通知なく、本サービスの提供をいつでも停⽌し、または終了することができます。 
 
第 11 条(個⼈情報の取り扱い) 
1. 当社は、本規約に加えて、別途当社が定めホームページ等で開⽰する「個⼈情報の取り
扱いについて」に基づき、利⽤者の個⼈情報を適切に収集、利⽤、管理、および保管し、ま
たは第三者への提供を⾏います。 



2. 当社は、原則として、利⽤者の同意なく以下各号に定める情報を収集しません。ただし、
利⽤者⾃ら、当社に対して当該情報を提供した場合は、当社がこれを取得することにつき、
利⽤者の同意があったものとみなします。 
(1) 思想、信条または宗教に関する事項 
(2) ⼈種、⺠族、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 
(3) 勤労者の団結権、団体交渉およびその他団体⾏動に関する事項 
(4) 集団⽰威⾏為への参加、請願権の⾏使その他の政治的権利の⾏使に関する事項 
(5) 保健・医療または性⽣活に関する事項 
 
第 12 条(第三者提供に関する免責事項) 
1. 当社は、以下各号に定める場合において、第三者による個⼈情報の取得に関し、何ら責
任を負いません。 
(1) 利⽤者⾃らが、本サービスを利⽤して特定のリクルーターおよび求⼈者等に個⼈情報を
開⽰、提供する場合 
(2) 利⽤者の活動状況等、本サービスにおいて利⽤者が提供した情報により、偶然本⼈が特
定された場合 
(3) 本サービスからリンクされる外部サイトにおいて、利⽤者が個⼈情報を提供し、これが
利⽤された場合 
(4) 当社の責に帰すべき事由によらずに、利⽤者以外の者が利⽤者に付与された ID・パス
ワード等を⼊⼿した場合 
2. 当社は、利⽤者とリクルーターおよび求⼈者との間の提供情報に関するトラブル等につ
き⼀切責任を負いません。 
 
第 13 条(統計データ、属性情報等の取り扱い) 
当社は、利⽤者の登録・抹消の前後を問わず、本サービス上で利⽤者が登録した利⽤者の個
⼈情報、本サービスの利⽤履歴（ページビュー、応募履歴、利⽤者と求⼈企業との間のメッ
セージの送受信、本サービスを通じた求職活動の過程、態様、成否のステータス等を含みま
すが、これらに限られません。）を、個⼈を識別・特定できないように加⼯した後、集計お
よび分析した統計データ、属性情報等を作成し、これらを何らの制限なく利⽤することがで
きるものとし、利⽤者はこれをあらかじめ承諾します。 
 
第 14 条(情報の保管期間) 
1. 当社は、本サービスを提供するために必要な期間が経過したと判断した場合、当社が保
有するデータ等（当社、リクルーターまたは求⼈者とのやり取りに関する情報、および利⽤
者の登録情報等を含みます。）を、当社の判断にて抹消することがあり、当社はかかるデー



タ等の保管、保存、バックアップ等に関して、⼀切責任を負わないものとします。抹消後は
これを復元することはできません。 
2. 利⽤者は、前項の事情を踏まえ、⾃らに不利益もしくは損害が発⽣しないために、⾃⼰
の責任と費⽤負担においてデータ等のバックアップ及び保存など必要な措置を講じるもの
とします。 
 
第 15 条(サービス利⽤規約の変更) 
当社は、本規約の内容を随時変更することができるものとします。本規約を変更する場合、
変更後の規約内容を本サービスに関するウェブサイト上に 14⽇間掲載することとし、当該
期間が経過した時点をもって、利⽤者が変更後の規約内容に同意したものとみなします。 
 
第 16 条(損害賠償) 
利⽤者が、本規約に違反し、または本サービスの利⽤に際し、当社、リクルーター、求⼈者
もしくは第三者に対して損害を与えた場合、利⽤者は直接・間接を問わず、⼀切の損害を賠
償するものとします。 
 
第 17 条(協議事項) 
本規約の解釈に疑義が⽣じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利⽤
者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。 
 
第 18 条(管轄裁判所) 
本サービスおよび本規約に関する当社との間の⼀切の紛争、請求等については、東京地⽅裁
判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 19 条(お問い合わせ連絡先) 
本規約に関するお問い合わせについては、下記までご連絡ください。 
 
 
本サービスに関するお問い合わせ 
 
株式会社 TalentX MyRefer サポートセンター 
電話番号：03-4500-2007 
附則： この規約は 2015 年 10 ⽉ 1 ⽇より実施します。 
この規約は 2017 年 7 ⽉ 1 ⽇に改定しました。 
この規約は 2019 年 2 ⽉ 6 ⽇に改定しました。 
この規約は 2023 年 2 ⽉ 1 ⽇に改定しました。 


