
新旧対照表 

 

■サービス利用規約 

新規約 旧 

第３条（本サービスの提供） 

当社は、利用者に対して、次の各号に定め

るサービスのうち、適切なものを当社の判

断により提供するものとします。 

(1)電話や電子メール、面談による就職相談

の実施 

(2)個別担当者による就職活動支援 

(3)インターンシップ/仕事体験情報の提供 

(4)求人情報の提供 

(5)求人企業等（当社が業務提携を行う職業

紹介事業者を含みます。以下同様とします）

への応募手続きの代行 

(6)その他利用者の就職活動に有益と当社

が判断するサービス 

第３条（本サービスの提供） 

当社は、以下のサービスのうち、各利用者

にとって適切だと当社が判断したものを提

供するものとします。 

(1)電話や電子メール、面談による就職相談

の実施 

(2)個別担当者による就職活動支援 

(3)インターンシップ情報の提供 

(4)求人情報の提供 

(5)求人企業等への応募手続の代行 

(6)前各号の他、利用者の就職活動に有益と

当社が判断する一切のサービス 

第４条（求人照合） 

当社は、求人企業が希望する求人条件と、

面談時に取得した利用者の志望情報や経験

情報・適性などと照合します。また、利用者

から求人への応募依頼を受け付けた場合で

あっても、当該求人への適合度合いを判断

した結果、当社から当該求人への推薦を行

わない場合や、求人企業に代わり求人条件

に適合しない旨のご連絡をする場合があり

ます。 

－ 

第６条（書類の提出） 

利用者は、当社が求めた場合には、以下の

書類をすみやかに提出するものとします。 

(1)氏名・住所等利用者であることを特定・

確認するための本人確認書類 

(2)在留資格を確認するための在留カード

または就労資格証明書等 

(3)その他求人企業が提出を求める証明書

類 

－ 



第７条（求人企業への事実確認） 

当社は、採用選考の過程において、求人企

業から通知される労働条件その他契約内容

に関する情報と利用者からご報告いただく

当該情報に齟齬またはそのおそれがあると

認めた場合、求人企業に事実確認を行うこ

とがあります。また、当社は、利用者が求人

企業へ入社した後、法令に基づき、当該求

人企業に対して、離職状況の調査を行うこ

とがあります。 

－ 

第８条（利用者の責任） 

1．利用者は、自己の意思によって本サービ

スを利用し、利用にかかわるすべての責任

を負うものとします。 

2．当社は、利用者が求人企業等に入社した

場合の業務内容、給与、勤務時間等の労働

条件について確認を行うものの、自己の責

任において、改めて求人企業等に労働条件

を直接確認したうえで雇用契約を結ぶもの

とします。当社は、当社が確認し、かつ、利

用者に通知した労働条件が、当該雇用契約

の確定的なものであることに関して保証で

きないものとします。 

3．利用者が本サービスの利用に起因して、

第三者との間で紛争等が生じた場合、当社

は、当社に責任がある場合を除き、何らの

責任を負わず、自己の責任においてこれに

対処するものとします。 

4．利用者は、本サービスが、必ずしも利用

者を就職の成功に導かない可能性があるこ

と、また、利用者に対して求人案件を紹介

できない可能性があることを認識したうえ

で、本サービスを利用するものとします。 

5．利用者は、本サービスを通じて紹介を受

けた求人者から内定を得た後、内定を辞退

する場合には、当社に対し通知を行うもの

とします。 

第５条（利用者の責任） 

1．利用者は、自己の意思によって本サービ

スを利用し、利用にかかわるすべての責任

を負うものとします。 

2．当社は、利用者が求人企業等に入社・入

職等した場合の業務内容、給与、勤務時間

等の労働条件について確認を行いますが、

当社が確認し、かつ利用者に通知した労働

条件は、利用者と求人企業等との間で締結

する雇用契約の詳細を最終的に保証するも

のではありません。 

3．利用者は、本サービスの利用に起因して

利用者と第三者との間で紛争等が生じた場

合には、自己の責任においてこれに対処す

るものとします。 

 



6．利用者は、求人者から内定の取消し、労

働条件の変更等の連絡を受けた場合、直ち

に当社に対し通知を行うものとします。 

第 9 条（利用者の禁止事項） 

1．利用者は、本サービスにおいて、次の各

号に定める行為またはそのおそれのある行

為を行ってはならないものとします。 

(1)当社または第三者の知的財産権、プライ

バシー、名誉、肖像権等の権利を侵害する

行為。 

(2)当社または第三者を差別、批判、攻撃ま

たは誹謗中傷する行為。 

(3)当社または第三者に不利益を与える行

為。 

(4)当社または第三者に重複、虚偽の情報ま

たは利用者以外の情報を登録、告知、提供

する行為。 

(5)政治活動、選挙活動、宗教活動、または

それらに類する行為。 

(6)営業活動、または営利を目的とする情報

を提供する行為。 

(7)本サービスを通じて入手した情報を、複

製、販売、出版、その他私的利用の範囲を超

えて使用する行為。 

(8)本サービスの運営を妨げ、または当社の

信用を毀損するような行為。 

(9)暴力的な言動、またはそれに類する行

為。 

(10)法令、または公序良俗に反する行為。 

(11)正当な理由なく、面談もしくは選考試

験・面接を当社または求人者への事前連絡

なく欠席、または採用内定を受諾後に辞退

する等の行為。 

(12)前各号に定めるほか、求職活動に関係

しないと当社が判断する行為。 

2．当社は、前項に定める行為を行った利用

者に対して、本サービスの利用を停止し、 

第６条（利用者の禁止事項） 

利用者は、本サービスを利用するにあたり、

以下の行為またはそれに該当するおそれの

ある行為を行ってはならないものとしま

す。 

(1)第三者または当社の著作権、特許権、実

用新案権、意匠権、商標権、その他の知的財

産権を侵害する行為 

(2)第三者または当社の財産、プライバシ

ー、名誉等の権利を侵害する行為 

(3)第三者または当社を誹謗中傷する行為 

(4)第三者または当社に不利益を与える行

為 

(5)虚偽の情報を登録または申告する行為 

(6)本サービスを利用した営業活動、または

営利を目的とする情報提供等の行為 

(7)本サービスを通じて入手した情報を、複

製、販売、出版その他私的利用の範囲を超

えて使用する行為 

(8)本サービスの運営を妨げ、または第三者

もしくは当社の信用を毀損するような行為 

(9)公序良俗に反する行為 

(10)各種法令に違反する行為 

 



将来にわたって利用することを拒否する権

利を有するものとします。 

第１０条（本サービス利用の終了事由） 

当社は、利用者が次の各号に定める事由に

該当すると判断した場合、利用者に対して

事前に通知することなく、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。 

(1)利用者が本規約に違反した場合。 

(2)正当な理由なく当社からの連絡にご返

信いただけない場合 

(3)利用者と当社との信頼関係が維持でき

なくなった場合。 

第７条（本サービス利用の終了事由） 

当社は、利用者が以下の事由に該当すると

判断した場合、利用者に対して何らの催告

を行うことなく、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。 

(1)利用者が前条に掲げる行為を行った場

合 

(2)利用者が本規約に違反した場合 

(3)利用者と当社との信頼関係を維持でき

なくなったと当社が判断した場合 

第 11 条（免責） 

1．本サービスを利用すること（利用に伴う

第三者による情報提供行為等を含みます）、

または利用できないことを原因として利用

者に生じる一切の損害（精神的苦痛、就職

活動の中断、その他の金銭的損失を含む一

切の不利益を含みます）について、当社は、

当社に責任がない限り、一切の責任を負わ

ないものとします。 

2．当社は、本サービスを通じて提供される

情報に関して、内容の最新性、完全性、正確

性、有用性等を保証しないものとし、利用

者はこれを承諾したうえで、自己の責任に

おいて利用するものとします。 

3．当社は、本サービスを通じて第三者が提

供するサービスが利用者に与える損害につ

いて、一切の責任を負わないものとします。 

4．当社は、天変地異等の不可抗力による利

用者の損害、ネットワーク上の障害、通常講

ずるべき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、これによって利

用者に発生した損害、その他当社の責によら

ない事由により利用者に損害が生じた場合

第８条（免責） 

1．本サービスを利用すること（利用に伴う

第三者による情報提供行為等を含みます）

または利用できないことを原因として利用

者に生じる一切の損害（精神的苦痛、就職

活動の中断、その他の金銭的損失を含む一

切の不利益）について、当社は、当社に故意

または重大な過失がない限り、責任を負わ

ないものとします。 

2．当社は、本サービスを通じて提供される

情報に関して、内容の最新性、完全性、正確

性、有用性等を保証しないものとし、利用

者はこれを承諾したうえで、自己の責任に

おいて利用するものとします。 

3．当社は、本サービスを通じてなされる第

三者の行為に基づいて利用者が被る損害に

つき、一切の責任を負わないものとします。 

4．当社は、天変地異その他の不可抗力によ

り利用者に生じた損害について、一切の責

任を負わないものとします。 

5．当社は、本サービスにおけるデータが消

去・変更されないことを保証しないものと

し、必要なデータについては、利用者が自

己の責任において保存するものとします。 

6．当社は、当社および求人企業等の機密に



には、一切の責任を負わないものとします。 

5．当社は、本サービスにおけるデータが消

去・変更されないことを保証しません。必

要なデータについては、利用者が自己の責

任において保存するものとします。 

6．当社は、本サービスにおける当社および

求人企業等の検討基準、判断理由等、また

は当社および求人企業等の機密に属する事

項について、質問等への回答、その他対応

等は一切行わないものとします。 

属する事項（本サービスにかかわる検討基

準、判断理由、年収査定金額の算出方法等

を含むが、これらに限られません）につい

て、利用者からの質問等への回答、その他

の対応を行わないものとします。 

7．当社は、利用者に対して必ず求人案件を

紹介すること、および本サービスの利用に

より利用者の就職活動が必ず成功すること

もしくは利用者の要求・期待が満たされる

ことについて保証いたしません。 

第１２条（個人情報の取り扱い） 

個人情報の取り扱いについては、当社が定

める『個人情報保護方針』および『個人情報

の取り扱いについて』をご確認ください。

当社は、これらの定め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。 

 

第９条（個人情報の取り扱い） 

1．当社は、別途定める『個人情報保護方針』

および『マイナビ新卒紹介 個人情報の取

り扱いについて』に従い、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．利用者は、前項の『マイナビ新卒紹介 個

人情報の取り扱いについて』を予め承諾の

うえ、本サービスを利用するものとします。 

第１３条（統計データの利用） 

当社は、利用者が登録した情報、および本

サービスの利用履歴等の情報（閲覧履歴、

応募履歴、検討リストの保存履歴、会員・企

業等間の交信内容等を含みますが、これら

に限りません）を抽出・集計して統計デー

タを作成することがあり、当該統計データ

について、何らの制限なく利用することが

できるものとします。なお、この場合の統

計情報の著作権は当社に帰属するものとし

ます。 

－ 

第１４条（著作権および提供された情報の

利用） 

1．本サービスに掲載されているコンテンツ

（写真、イラスト等を含みます。以下同様

とします）の著作権は、当社、または当社が

制作を委託した企業等に帰属します。ただ

し、求人企業等が投稿したコンテンツにつ

第１０条（著作権、および統計情報の作成・

利用） 

1．本サービスに使用・掲載されているコン

テンツ（写真、イラスト等を含みます。以下

同じ）の著作権は、すべて当社に帰属する

ものとします。 

2．当社は、個人を特定できないように加工
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いては、この限りではありません。 

2．当社は、本サービスへの提供された情報

（個人が特定される情報を除きます）、およ

びこれをもとに作成したすべてのコンテン

ツを、何ら制限なく利用できるものとしま

す。なお、当該コンテンツの著作権は当社

に帰属します。 

した利用状況やデータを統計情報として作

成し、当該情報について何ら制限なく利用

できるものとします。なお、当該情報の著

作権は、当社に帰属するものとします。 

第１８条（分離条項） 

本規約の一部の効力が、法令や確定判決に

より無効とされた場合であっても、その他

の条項は引き続き効力を有するものとしま

す。 

－ 

第１９条（存続事項） 

第１４条（著作権、および統計情報の作成・

利用）, 第１５条（反社会的勢力の排除）, 

第１６条（損害賠償）, 第１８条（分離条項）,

第２０条（規約の変更）, 第２１条（協議事

項）,第２２条（準拠法および管轄）の規定

は利用契約の終了後も有効に存続するもの

とします。 

－ 

第２０条（規約の変更） 

1．当社は、次の各号に定める場合、利用者

の同意を得ることなく、本規約を変更する

ことができるものとします。 

(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に

適合する場合。 

(2)本規約の変更が、本サービスの目的に反

せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の

相当性、変更の内容、その他の変更にかか

る事情に照らして合理的なものである場

合。 

2．当社は、前項による本規約の変更にあた

り、変更実施日の 1 ヶ月前までに、本規約

を変更する旨および変更後の本規約の内容

を利用者に対して通知するものとします。 

－ 

第２１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うえ、こ

れを解決するものとします。 

 

 

 

■個人情報の取扱いについて 

新規約 旧 

取得する主な個人情報の項目 

・個人基本情報（姓名、生年月日、など） 

・メールアドレス（メインアドレス、サブア

ドレス） 

・現在および休暇中の連絡先（郵便番号、現

住所、電話番号（携帯・自宅）、緊急連絡先

など） 

・学校情報（卒業時期、文理区分、学校区

分、学校・学部・学科名など） 

・志望情報（志望業種、志望職種、希望勤務

地など） 

・就職活動状況（応募した会社・合否・説明

会や選考の所感・志望度  等）、資格情報、経

験情報など 

－ 

個人情報の利用目的 

個人情報の利用目的は、次のとおりです。

当社は、事前の同意を得ず、利用目的の範

囲を超えて個人情報を利用することはあり

ません。個人情報の利用停止については、

利用者の申し出に基づき適切に対処しま

す。 

 

(1) 利用者に対するサービス提供。 

(2) 本サービスにおける個人認証。 

(3) 求人求職情報の適切なマッチング。 

(4) インターンシップ/仕事体験情報の提

供。 

(5) 利用者の承諾に基づく、本サービスの

利用企業（以下「参画企業」といいます）へ

個人情報の利用目的 

個人情報の利用目的は、次のとおりです。

当社は、事前の同意を得ず、利用目的の範

囲を超えて個人情報を利用することはあり

ません。個人情報の利用停止については、

利用者の申し出に基づき適切に対処しま

す。 

 

(1) 利用者に対するサービス提供。 

(2) 本サービスにおける個人認証。 

(3) 求人求職情報の適切なマッチング。 

(4) インターンシップ情報の提供。 

(5) 利用者の承諾に基づく、本サービスの

利用企業（以下「参画企業」といいます）へ

の個人情報の提供。 



の個人情報の提供。 

(6) 当社および当社サービスを紹介するた

めの参考資料として、個人を特定できない

よう加工した情報の参画企業への開示。 

(7) 当社からのお知らせ、ニュース、アンケ

ート（一部広告を含む）の配信。 

(8) モニター等への応募、プレゼント発送、

記事作成等における取材対象者の募集。 

(9) 本サービスに関するご意見、お問い合

わせへの回答。 

(6) 当社および当社サービスを紹介するた

めの参考資料として、個人を特定できない

よう加工した情報の参画企業への開示。 

(7) 当社からのお知らせ、ニュース、アンケ

ート（一部広告を含む）の配信。 

(8) モニター等への応募、プレゼント発送、

記事作成等における取材対象者の募集。 

(9) 本サービスに関するご意見、お問い合

わせへの回答。 

参画企業への個人情報の提供について 

参画企業への個人情報の提供は、利用者の

同意を得たうえで、次のとおり行います。 

 

目的：就職活動およびインターンシップ/仕

事体験活動支援、求職者の採用選考 

 

提供する個人情報の項目：本サービスの提

供に伴って取得した項目 

 

提供の方法：暗号化した電子ファイルの電

子メールでの送信および口頭、書面、電磁

的記録媒体の受渡し等で提供をおこないま

す。当社は、参画企業と個人情報の取り扱

いに関する契約を結んでいます。     

参画企業への個人情報の提供について 

参画企業への個人情報の提供は、利用者の

同意を得たうえで、次のとおり行います。 

 

目的：就職活動およびインターンシップ活

動支援、求職者の採用選考 

 

提供する個人情報の項目：本サービスに登

録された項目 

 

提供の方法：暗号化したうえでの電子メー

ルでの送信および FAX 送信も行います。当

社は、参画企業と個人情報の取り扱いに関

する契約を結んでいます。 

個人情報の変更等    

利用者は、本サービスにおいて登録した個

人情報について、いつでも変更、追加また

は削除することができます。 

登録した個人情報に変更が生じた場合、当

社が利用者に対して本サービスを適切に提

供するために、利用者は当社に対し遅滞な

く正確な個人情報を提供するものとしま

す。 

個人情報の変更等    

利用者は、本サービスにおいて登録した個

人情報について、いつでも変更、追加また

は削除することができます。 

 


