2022 年 9 月 16 日 公 開
パーソルキャリア株式会社

【 iX 転 職 利 用 規 約 ： 変 更 対 応 表 】

2022 年 10 月 3 日 に 「 iX 転 職 利 用 規 約 」 を 改 定 し ま す 。
以下、現在の規約内容から変更する箇所を一覧にまとめています（現在の規約内容から変更
がない部分については記載を省略しています。）。

改定前（2022 年 3 月 17 日版）

改定後（2022 年 10 月 3 日版）

改定概要

本規約は、パーソルキャリア株式会

本規約は、パーソルキャリア株式会

社がインターネット上のサイト・ス

社がインターネット上のサイト・ス

マートフォンアプリケーション（以

マートフォンアプリケーション（以

下、「本サイト」といいます。）を通

下、「本サイト」といいます。）を通

じて提供するハイクラス層向けの転

じて提供するハイクラス層向けの転

職サービスをはじめとする総合人材

職サービスをはじめとする総合キャ

サービス名称の変更および

サービス「iX 転職」をご利用いただ

リア支援サービス「doda X」 をご

それにともない、サービス説

くうえでのご同意事項となります。

利用いただくうえでのご同意事項と

明の表現を変更いたしまし

iX 転職に会員登録をされる場合に

なります。doda X に会員登録をされ

た（サービス名称変更につい

は、本規約および「個人情報の取り

る場合には、本規約および「個人情

ては、以降省略いたします）。

扱いについて」の内容に同意した上

報の取り扱いについて」の内容に同

で、会員登録を行ってください。ま

意した上で、会員登録を行ってくだ

た、ご登録前に iX 転職をご利用いた

さい。また、ご登録前に doda X をご

だく場合には、実際にご利用された

利用いただく場合には、実際にご利

ことをもって本規約にご同意いただ

用されたことをもって本規約にご同

いたものとみなします（本規約にご

意いただいたものとみなします（本

同意いただいたことにより利用者

規約にご同意いただいたことにより

（第 1 条に定義します。）と当社と

利用者（第 1 条に定義します。）と

の間で成立する本サービス利用契約

当社との間で成立する本サービス利

を「本契約」といいます。）

用契約を「本契約」といいます。）

第 1 条（iX 転職について）

第 1 条（doda X について）

iX 転職（以下、「本サービス」とい

doda X（以下、「本サービス」とい

います。）とは、パーソルキャリア

います。）とは、パーソルキャリア

株式会社（以下、「当社」といいま

株式会社（以下、「当社」といいま

す。）が提供する以下各号に定める

す。）が提供する以下各号に定める

サービスの総称です。なお、本サー

サービスの総称です。なお、本サー

ビスには、本規約に同意した求職者

ビスには、本規約に同意した求職者

（以下、「利用者」といいます。）

（以下、「利用者」といいます。）

が、自ら条件を設定のうえ求人案件

が、自ら条件を設定のうえ求人案件

を検索し、閲覧することができるサ

を検索し、閲覧することができるサ

ービスおよび本サイトに付随する各

ービスおよび本サイトに付随する各

種メールマガジン、メール配信その

種メールマガジン、メール配信その

他の各種情報の提供に関するサービ

他の各種情報の提供に関するサービ

スが含まれます。本サービス提供に

スが含まれます。本サービス提供に

伴い利用者に提供する機能等につい

伴い利用者に提供する機能等につい

ては、本サイトおよび当社ホームペ

ては、本サイトおよび当社ホームペ

ージ等で当該機能の詳細、利用条件

ージ等で当該機能の詳細、利用条件

等について明示いたします。

等について明示いたします。

（1）iX 転職 ヘッドハンティングサ

（1）doda X ヘッドハンティングサ

ービス

ービス

iX 転職 ヘッドハンティングサービ

doda X ヘッドハンティングサービ

スは、当社が、当社との間で本サー

スは、当社が、当社との間で本サー

ビスの利用に関する契約を締結した

ビスの利用に関する契約を締結した

職業紹介事業者（以下、「ヘッドハ

職業紹介事業者（以下、「ヘッドハ

ンター」といいます。）に対して、利

ンター」といいます。）に対して、利

用者が本サービスに登録をした情報

用者が本サービスに登録をした情報

（以下、「キャリア情報」といいま

（以下、「キャリア情報」といいま

す。）を当社規定に則り情報を伏せ

す。）を当社規定に則り情報を伏せ

る加工をしたうえで提供することに

る加工をしたうえで提供することに

より、利用者がヘッドハンターから

より、利用者がヘッドハンターから

求人情報の提供またはヘッドハンタ

求人情報の提供またはヘッドハンタ

ーへの登録の勧誘を受けることので

ーへの登録の勧誘を受けることので

きるサービスです。

きるサービスです。

（2）iX 転職 求人紹介サービス

（2）doda X 求人紹介サービス

iX 転職 求人紹介サービスは、職業紹

doda X 求人紹介サービスは、職業

介従事者が利用者のキャリア、スキ

紹介従事者が利用者のキャリア、ス

ル、適性および志向性を考慮の上、

キル、適性および志向性を考慮の上、

当社保有の求人データ等の中から、

当社保有の求人データ等の中から、

適性に合致すると思われる求人案件

適性に合致すると思われる求人案件

を選択し紹介するサービス、および

を選択し紹介するサービス、および

当社が本サイトに掲載する求人案件

当社が本サイトに掲載する求人案件

に応募できるサービスです。

に応募できるサービスです。

（3）iX 転職 企業スカウトサービス

（3）doda X 企業スカウトサービス

iX 転職 企業スカウトサービスは、
当

doda X 企業スカウトサービスは、

社との間で本サービスの利用に関す

当社との間で本サービスの利用に関

る契約を締結した求人者に対して当

する契約を締結した求人者に対して

社規定に則り情報を伏せる加工をし

当社規定に則り情報を伏せる加工を

た利用者のキャリア情報を提供する

した利用者のキャリア情報を提供す

ことにより、利用者が求人者から求

ることにより、利用者が求人者から

人情報の提供および求人への応募の

求人情報の提供および求人への応募

勧誘を受けることのできるサービス

の勧誘を受けることのできるサービ

です。

スです。

（4）（記載省略）

（4）（現行から変更なし）

第 2 条（iX 転職 ヘッドハンティン

第 2 条（doda X ヘッドハンティン

グサービス）

グサービス）

1. iX 転職 ヘッドハンティングサー

1. doda X ヘッドハンティングサー

ビスでは、利用者がヘッドハンター

ビスでは、利用者がヘッドハンター

への登録を希望する場合、利用者は

への登録を希望する場合、利用者は

当該ヘッドハンターとの間で、別途

当該ヘッドハンターとの間で、別途

利用契約（利用者とヘッドハンター

利用契約（利用者とヘッドハンター

との間の職業紹介に関する契約であ

との間の職業紹介に関する契約であ

り、名称を問いません）を締結する

り、名称を問いません）を締結する

ものとします。当社は、利用者がヘ

ものとします。当社は、利用者がヘ

ッドハンターへの登録を希望する場

ッドハンターへの登録を希望する場

合、利用者に代わってキャリア情報

合、利用者に代わってキャリア情報

を当該ヘッドハンターに提供するも

を当該ヘッドハンターに提供するも

のとします。

のとします。

2. （記載省略）

2. （現行から変更なし）

第 3 条（iX 転職 求人紹介サービス） 第 3 条（doda X 求人紹介サービス）
1. 当社は、iX 転職 求人紹介サービ

1. 当社は、doda X 求人紹介サービ

スにおいて、利用者に対し、当社が

スにおいて、利用者に対し、当社が

適切だと判断するサービスを提供し

適切だと判断するサービスを提供し

ます。

ます。

2. （記載省略）

2. （現行から変更なし）

3. （記載省略）

3. （現行から変更なし）

4. 利用者は、iX 転職 求人紹介サー

4. 利用者は、doda X 求人紹介サー

ビスを通じて紹介を受けた求人者に

ビスを通じて紹介を受けた求人者に

対し、iX 転職求人紹介サービスの利

対し、doda X 求人紹介サービスの利

用によらず独自に採用選考を受けま

用によらず独自に採用選考を受けま

たは入社する場合、当社に事前に通

たは入社する場合、当社に事前に通

知するものとします。

知するものとします。

第 4 条（ID・パスワード）

第 4 条（ID・パスワード）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 5 条（書類の提出）

第 5 条（書類の提出）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第６条（利用者の責任）

第 6 条（利用者の責任）

1. （記載省略）

1. （現行から変更なし）

2. 利用者は、当社、ヘッドハンター

2. 利用者は、当社、ヘッドハンター

および求人者に対し、個人情報を不

および求人者に対し、個人情報を不

備・齟齬のないよう正確に提供する

備・齟齬のないよう提供し、正確か

ご利用者にご自身の情報を

ものとします。利用者が提供した個

つ最新の状態に保つものとします。

正確かつ最新に保っていた

人情報が正確でなかった場合等、利

また、利用者は、当該個人情報の内

だくために、当該規定を追加

用者が当社、ヘッドハンターおよび

容に変更がある場合は、速やかにキ

しています。

求人者に対して提供した情報内容に

ャリア情報を変更するものとしま

起因して、ヘッドハンター、求人者

す。利用者が提供した個人情報が正

その他の第三者との間で紛争等が生

確かつ最新でなかった場合等、利用

じた場合には、利用者自身の責任に

者が当社、ヘッドハンターおよび求

おいてこれに対処するものとし、当

人者に対して提供した情報内容に起

社に一切の迷惑をかけないことを保

因して、ヘッドハンター、求人者そ

証します。

の他の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
いてこれに対処するものとし、当社
に一切の迷惑をかけないことを保証
します。

3. （記載省略）

3. （現行から変更なし）

4. （新設）

4. 当社は、利用者から提供された個

ご利用者の情報が不正確で

人情報が正確または最新の内容でな

ある等の場合、当社は、職業

いと判断する場合、利用者にその内

安定法に基づき、ご利用者本

容の訂正の有無を確認し、またはヘ

人への内容の訂正の有無の

ッドハンターおよび求人者への当該

確認や、求人者等への提供中

情報の提供を中止することがありま

止をすることがあることを

す。

規定しています。

第 7 条（著作権等）

第 7 条（著作権等）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 8 条（禁止事項）

第 8 条（禁止事項）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 9 条（サービスの停止・本契約の

第 9 条（サービスの停止・本契約の

終了等）

終了等）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 10 条（利用者のお申出による本契

第 10 条（利用者のお申出による本契

約の終了）

約の終了）

利用者は、下記の場合を除き、当社

利用者は、下記の場合を除き、当社

所定の手続きを行うことにより、い

所定の手続きを行うことにより、い

つでも本契約を終了することができ

つでも本契約を終了することができ

ます。

ます。

(1) iX 転職 求人紹介サービスを通じ

(1) doda X 求人紹介サービスを通

た入社予定企業の決定後、当該企業

じた入社予定企業の決定後、当該企

への入社予定日の前に本契約終了の

業への入社予定日の前に本契約終了

お申し出をいただいた場合

のお申し出をいただいた場合

(2) （記載省略）

(2) （現行から変更なし）

第 11 条（当社の免責）

第 11 条（当社の免責）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 12 条（個人情報の取り扱い）

第 12 条（個人情報の取り扱い）

1. （記載省略）

1. （現行から変更なし）

2. 当社は、本サービスのうち以下の

2. 当社は、本サービスのうち以下の

サービスにおいて、利用者の個人情

サービスにおいて、利用者の個人情

報を第三者に提供いたします。

報を第三者に提供いたします。

（1）iX 転職 ヘッドハンティングサ

（1）doda X ヘッドハンティングサ

ービス

ービス

提供先

（記載省略）

提供する目的

iX 転職ヘッド
ハンティング

提供する

提供先

（現行から変
更なし）

提供する目的

doda X ヘッド

サービス提供

ハンティング

のため

サービス提供

iX 転職ヘッド

のため

ハンティング

doda X ヘッド

サービスを利

ハンティング

用する職業紹

サービスを利

介事業者への

用する職業紹

営業活動のた

介事業者への

め

営業活動のた

（記載省略）

め

個人情報の項

提供する

（現行から変

目

個人情報の項

更なし）

提供の手段・方

（記載省略）

法

（2）iX 転職 求人紹介サービス
提供先

（記載省略）

目
提供の手段・方

（現行から変

法

更なし）

（2）doda X 求人紹介サービス
提供先

（現行から変
更なし）

提供する目的

提供する

iX 転職 求人紹

提供する目的

doda X 求人紹

介サービス提

介サービス提

供のため

供のため
提供する

（現行から変

個人情報の項

個人情報の項

更なし）

目

目

提供の手段・方

（記載省略）

（記載省略）

法

(3) iX 転職 企業スカウトサービス
提供先

iX 転職 企業ス

提供の手段・方

（現行から変

法

更なし）

（3）doda X 企業スカウトサービス
提供先

doda X 企業ス

カウトサービ

カウトサービ

スを利用する

スを利用する

求人者

求人者

提供する目的

提供する

iX 転職 企業ス

提供する目的

doda X 企業ス

カウトサービ

カウトサービ

ス提供のため

ス提供のため

iX 転職 企業ス

doda X 企業ス

カウトサービ

カウトサービ

スを利用する

スを利用する

求人者への営

求人者への営

業活動のため

業活動のため
提供する

（現行から変

個人情報の項

個人情報の項

更なし）

目

目

提供の手段・方

（記載省略）

（記載省略）

法

提供の手段・方

（現行から変

法

更なし）

3. （記載省略）

3. （現行から変更なし）

4. （記載省略）

4. （現行から変更なし）

第 13 条（第三者提供に関する免責事

第 13 条（第三者提供に関する免責事

項）

項）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 14 条（統計データ、属性情報等の

第 14 条（統計データ、属性情報等の

取り扱い）

取り扱い）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 15 条（サービス利用規約の変更） 第 15 条（サービス利用規約の変更）
（記載省略）

（現行から変更なし）

第 16 条（情報の保管期間）

第 16 条（情報の保管期間）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 17 条（損害賠償）

第 17 条（損害賠償）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 18 条（協議事項）

第 18 条（協議事項）

（記載省略）

（現行から変更なし）

第 19 条（準拠法・管轄裁判所）

第 19 条（準拠法・管轄裁判所）

（記載省略）

（現行から変更なし）

