
■利用規約ならびにプライバシーポリシー 

株式会社 FCE トレーニング・カンパニーは、不適性検査スカウター（株式会社トランジション開発）の認定正

規代理店です。 

 

株式会社ＦＣＥトレーニング・カンパニー 

プライバシーポリシー 

http://www.training-c.co.jp/privacy/ 

 

株式会社トランジション 

利用規約 

株式会社トランジション（以下「当社」という）は、スカウター（以下「本サービス」という）の提供に際し、

次の通り利用規約（以下「本規約」という）を設けるものとする。本サービスの利用は、本規約の内容を了解、

承諾したことによって成立する契約に基づくものとする。 

• 第 1 条（総則） 

1. 当社は、当社に対して本サービスの利用を申込んだ法人または団体であって当社がその利用権を認めた

法人または団体（以下「ユーザー」という）に対して、本規約第 4 条に定めるサービスを提供する。 

2. ユーザーは、本規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとする。 

• 第 2 条（本規約の適用及び変更） 

 

1. 本規約は、本サービス利用における、当社とユーザーとの間の一切の関係に適用する。 

2. 当社は、ユーザーの承諾を得ることなく本規約を変更することがあり、ユーザーはこれを承諾するもの

とする。 

3. 前項における本規約の変更は、本サービスの WEB サイトへの掲載によって、随時ユーザーに公表する

ものとする。 

4. 本規約が変更された場合は、当社はユーザーに変更後の本規約について承諾を求めることがある。 

• 第 3 条（本サービス利用の申込み） 

 

1. 本サービスの利用を申込む者は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込みフォームから必要事項を入力

し、本サービス利用の申込み申請を行うものとする。 

2. 当社は、前項に定める本サービス利用の申込みを受理した場合、速やかに本サービスの利用に必要な準

備作業を行うものとする。 

3. 当社は、本サービス利用を申請した法人または団体が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、

または該当するおそれがあると判断する場合は、本サービスの利用及び利用登録を拒否することができるものと

し、当社は利用及び利用登録を拒否することによって生じる不利益について一切の責任を負わず、また利用及び

利用登録を拒否する理由を、利用及び利用登録を申請した法人または団体に説明する義務を負わないものとする。 

（1）本規約に違反する行為を現に行いまたは行うおそれがあると当社が判断する場合。 

（2）当社に提供された登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合。 

（3）過去に本サービスの利用登録を取り消された法人または団体。 

（4）実在しないまたは事業を行っていない場合。 

（5）法人格を有しない場合（但し、当社が特に利用及び利用登録を認める場合を除く）。 

（6）日本国内に現地法人を有しない海外法人。 

（7）事業内容が法令または当社もしくは利用登録法人または団体の内部規則に違反する場合。 



（8）事業内容が公序良俗に反する場合、またはマルチ商法、悪徳商法、ねずみ講等、社会的に問題となり得る事

業を行っている場合。 

（9）風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律に定められる風俗営業、性風俗関連特殊営業または接

客業務受託営業を営む場合。 

（10）反社会的活動を行っている場合その他反社会的勢力に該当する場合もしくはこれら企業と関連がある場合。 

（11）出会い系サイト、アダルトサイト、ライブチャットサイト等を運営している場合。 

（12）当社への必要書類の提出または質問への回答を拒んだ場合。 

（13）当社及び他のユーザー、または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利

用しようとする場合。 

（14）手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。 

（15）登録するメールアドレスが、無料で取得できるメールアドレス、携帯電話のメールアドレス、その他当社

が不適切と判断するメールアドレスである場合。 

（16）当社の許可無く、本サービスを第三者へ不正に利益を得る目的で提供した場合、または提供する意思があ

るものとみなせる場合。 

（17）上記各号への該当を避ける目的で別会社を利用して登録を試みているものと推測される場合。 

（18）その他、当社が利用及び利用登録を適当ではないと判断した場合。 

• 第 4 条（本サービスの内容） 

当社がユーザーに提供する本サービスの内容は、本サービスの管理画面よりユーザーの ID とパスワードを用い

ログインして利用できる機能の一切とする。 

• 第 5 条（使用料金と支払条件） 

 

1. 本サービスにおける有償サービス（以下「有償サービス」という）は、本サービス所定のポイントを購

入し、当該ポイントを消化することで利用できるものとする。 

2. 有償サービスの使用料金（以下「使用料金」という）は、別途本サービスの管理画面上または当社が運

営する WEB サイト上で提示する料金プランに準ずるものとする。 

3. ユーザーは、前項に定める使用料金及びかかる消費税を、当社が指定する銀行口座に一括現金で支払う

ものとする。 

4. 前項の支払いにかかる銀行振込手数料はユーザーが負担するものとする。 

5. 本条第 3 項、第 4 項によりユーザーが当社にいったん支払った使用料金及びかかる消費税は、理由の如

何を問わず返金されないものとする。 

6. 当社は、ユーザーの承諾無く使用料金額を改定または部分的変更を行うことができるものとし、ユーザ

ーは改定後の使用料金を当社指定の方法で支払うものとする。 

7. ユーザーは、本条第 2 項の規定にかかわらず、ユーザーが当社に特別の作業を依頼し当社がこれに応じ

た場合の費用については、別途当社が発行する請求書に基づき、当社が指定する銀行口座に振込の方法で一括し

て支払うものとする。なお、かかる振込手数料はユーザーの負担とする。 

• 第 6 条（利用期間） 

 

1. ユーザーは、第 3 条 1 項に定める本サービス利用の申込み手続きを行い、当社がユーザーにアカウント

を発行した時点から、本サービスを利用できるものとする。 

2. 本サービスの契約期間は、当社がユーザーにアカウントを発行した日から、ユーザーが当社にアカウン

トの削除を依頼し、当社が当該ユーザーのアカウントの削除を完了する日までとする。 

• 第 7 条（利用資格の停止、取消） 



 

1. ユーザーが次の各号に該当する場合、当社は、当該ユーザーの利用資格を停止しまたは取消すことがで

きる。 

（1）本サービス利用の申込み時に虚偽の申告をした場合。 

（2）本サービスの使用料金の支払いを遅滞し、または支払いを拒否した場合。 

（3）特別作業の費用の支払を遅延し、または支払を拒否した場合。 

（4）第 3 条 3 項に規定された事項が、アカウント発行後に発覚した場合。 

（5）第 10 条に規定された禁止行為を行った場合。 

（6）その他、当社が当該ユーザーにつきユーザーとして不適当と判断した場合。 

2. 前項各号の事由によりユーザーが利用資格の停止または取消を受けた場合、ユーザーは、当社への未払

い使用料金、特別作業の費用その他一切の債務を直ちに全額支払うほか、それらの事由により当社が被った一切

の損害賠償の責を負うものとする。 

• 第 8 条（ユーザーからのアカウント削除要請） 

 

1. ユーザーは、当社が第 3 条 2 項に定める準備作業を完了した後に本サービスにおけるアカウントの削除

を希望する場合は、本サービスの管理画面上のお問合せ機能からアカウント削除を申請するものとする。 

2. 当社はユーザーからのアカウント削除要請を受けた場合、当社が定める所定の手続きに従って、電話ま

たは E-mail または書面の提出等の方法によって事実確認を行った上で、当該ユーザーのアカウント削除を行う

ものとする。 

3. アカウント削除を行った場合、当該アカウントに保存されていたデータをユーザーは再確認及び再取得

できないものとする。 

• 第 9 条(仕様の変更等) 

 

1. 当社は、ユーザーへの事前の通知なくして、本サービスの諸条件、価格、本サービスの部分的な改廃等、

本サービスの仕様や内容を変更することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとする。 

2. 本サービスの設備の保守または工事等、やむを得ない事由で本サービスの運用を停止する場合は、当社

は、ユーザーに対して速やかに通知するものとする。なお、緊急の場合には当該通知を省略できるものとする。 

3. 本条第 1 項、第 2 項の事由により、本サービスの提供に遅延または中断が発生しても、当社は一切の責

任を負わないものとする。 

• 第 10 条（禁止事項） 

ユーザーは、本サービスの利用に際して、故意または過失の有無にかかわらず、自らまたは第三者を利用して、

以下の各号に該当する行為をしてはならないものとする。 

（1）当社の商標権､著作権､意匠権､特許権等の知的財産権､肖像権､パブリシティ権その他一切の権利を侵害する

行為、またはそのおそれのある行為。 

（2）法令、条例、公序良俗、その他国内外の法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。 

（3）当社または第三者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為。 

（4）当社または第三者を名誉毀損・誹謗中傷する行為、またはそのおそれのある行為。 

（5）本サービスを不正の目的をもって利用する行為、またはそのおそれのある行為。 

（6）第三者になりすまして本サービスを利用する行為。 

（7）コンピューターウィルス等の有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為､または推奨する行為、また

はそのおそれのある行為。 

（8）当社または第三者の情報を改ざん､消去する行為、またはそのおそれのある行為。 



（9）本サービスの運営を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。 

（10）本サービスにおいて提供するコンピュータシステムの修正、変更、改変、リバース・エンジニアリング、

逆コンパイル、逆アセンブル等の行為、またはそのおそれのある行為。 

（11）本サービスを通じて入手した情報の複製、販売、出版その他私的使用の範囲を超えて使用する行為、また

はそのおそれのある行為。 

（12）本サービスを第三者へ利益を得る目的で不正に提供する行為、またはそのおそれのある行為。 

（13）犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。 

（14）当社または第三者に不利益または損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。 

（15）当社または本サービスの信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。 

（16）当社に対して虚偽の申告、届出を行う行為。 

（17）ユーザーのものとして登録したメールアドレス及びパスワードを、ユーザー以外の第三者に入力させて本

サービスを利用させる行為。 

（18）当社の事前の書面による同意なく第三者へ本サービス利用契約上の地位を貸与、譲渡する行為。 

（19）本サービスの一部または全部を修正・改造、賃貸、賃借、再販売、配給する行為。 

（20）その他当社が不適当と判断する行為。 

• 第 11 条(免責) 

 

1. 当社は、本サービスにおいて提供する適性検査結果について、ユーザーに対するアドバイス、コンサル

ティング、説明等の義務を負担せず、当社が本サービスの適性検査結果に基づいてユーザーに行ったアドバイス、

コンサルティング、説明等に対して、当社は責任を負わないものとする。 

2. 当社は、ストライキ、暴動、戦争、政府規制、地震、洪水、天災等の当事者の制御しえない事由及び第

16 条に定める事由によって、本サービスの提供が不能となり、あるいは遅延しても、ユーザーに対して、当社は

一切の責任を負わないものとする。 

3. 本サービスは、一切の保証または条件を伴わずに現状で使用許諾されるものとする。また、当社は、本

サービスの使用及びその成果の的確性、正確性、信頼性、最新性、バグ等の不具合に関して、いかなる明示また

は黙示の担保責任も負担しないものとする。 

4. 本サービスの使用またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、付随的または間接的損害、

データ・プログラムその他の無体財産に対する損害(利益の喪失、中断、情報の喪失等による損害を含む)等につ

いて、いかなる場合においても、当社はユーザーに対し一切の責任を負わないものとする。 

5. ユーザーの設備の障害またはインターネット接続サービスの不具合等、接続環境の障害により生じた損

害について、当社はユーザーに対して一切の責任を負わないものとする。 

6. インターネット接続サービスの性能値に起因する損害について、当社はユーザーに対して一切の責任を

負わないものとする。 

7. 当社が導入している通常講ずべきコンピューターウィルス対策ソフトを超えた、コンピューターウィル

ス等の被害について、当社はユーザーに対して一切の責任を負わないものとする。 

8. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない、本サービスへの第三者による不正アクセス、アタ

ックまたは通信経路上での傍受等により生じた損害について、当社はユーザーに対して一切の責任を負わないも

のとする。 

9. 当社による提供物以外のソフトウェア、ハードウェア、データベース及び周辺機器類に起因して生じた

損害について、当社はユーザーに対して一切の責任を負わないものとする。 

10. その他、当社の責に帰すべからざる事由による損害について、当社はユーザーに対して一切の責任を負

わないものとする。 



11. ユーザーが本サービスを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合または紛争が生じた場

合、ユーザーは自己の責任により解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。 

• 第 12 条（保証） 

 

1. 当社は、本サービスに関して、ユーザーにおける特定の目的に関する適合性及びその完全性を保証する

ものではないものとする。 

2. 本サービスにおける適性検査結果は、医師による診断行為に該当せず、医療的判断または精神疾患、犯

罪性の根拠を保証せず、当社はユーザー及び第三者に対して、いかなる明示または黙示の担保責任も負担しない

ものとする。 

• 第 13 条(瑕疵の非保証) 

当社は、ユーザーに対して、本サービスに瑕疵のないことを保証しないものとする。 

• 第 14 条（認証・パスワード管理等） 

 

1. 本サービスの利用にあたり、メールアドレス及びパスワードの登録を必要とするものとする。 

2. ユーザーは、登録したメールアドレス及びパスワードを厳重に管理するものとし、第三者に知られない

ようにしなければならない。 

3. 当社は、ユーザーが登録したメールアドレス及びパスワードの入力により本サービスの管理画面にログ

インし、本サービスが利用されているときは、当該メールアドレス及びパスワードを登録したユーザーが本サー

ビスを利用しているものとみなす。 

• 第 15 条（ユーザーサポート） 

当社は、ユーザーに対してサポートを行う場合、特別な場合を除き、通信記録保持のため、管理画面上からの連

絡または E-mail での連絡とすることを、ユーザーは承諾するものとする。 

• 第 16 条（本サービスの中断） 

当社は、以下の各号の一に該当する場合は、ユーザーに事前に連絡すること無く、一時的に本サービスを中断す

ることがあり、ユーザーはこれを承諾するものとする。 

（1）本サービスのシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。 

（2）火災、停電、事故等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（3）地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（4）戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（5）予想外の技術的問題が生じた場合。 

（6）その他、運用上、技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。 

• 第 17 条（返金・キャンセル） 

1. 有償サービスに関する使用料金支払い後の撤回（キャンセル）及び返金はできないことを、ユーザーは

承諾する。 

2. 特別な事情により当社がユーザーに使用料金の返金を行う場合は、当社が定める返金手数料 1,080 円

（税込）及び銀行振込手数料をユーザーは負担するものとする。但し、当該返金額が、返金手数料及び銀行振込

手数料の合計を下回る場合は、返金を行わないことをユーザーは承諾するものとする。 

3. 前項の定めに関わらず、当社の責に帰すべき自由により有償サービスを提供できない場合は、当社はユ

ーザーに使用料金の返金を行う場合があり、当該返金に関わる銀行振込手数料は当社が負担する。但し、当該返

金額は、キャンペーンボーナス等の当社が無償で付与したポイント（以下「無償ポイント」という）を含まず、

過去に入金した使用料金の合計金額から、ポイント消化した金額及び無償ポイントの合計金額を差し引いた金額

を上限とする。 



• 第 18 条（データの閲覧・利用・開示・削除に関する合意事項） 

1. 当社は、以下各号の一に該当する場合には、ユーザーが登録時に入力した情報及びユーザーが送信した

情報を閲覧・利用し、または第三者へ開示することがある。  

（1）ユーザーの同意を得たとき。 

（2）捜査機関の令状があるとき、裁判所からの調査嘱託等開示の要求があるとき、行政機関から開示要求があ

るとき。 

（3）法律に従い開示の義務を負うとき。 

（4）当社が、ユーザーが第 10 条に定める禁止事項に該当する行為を行っていると判断したとき 

（5）ユーザーや第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき。 

（6）上記各号に準じる必要性があるとき。 

2. 当社は、以下各号の一に該当する場合には、ユーザーが登録した情報及びユーザーが送信した情報につ

いて、その一部または全部を削除することがある。当社は、削除された情報について一切責任を負わないものと

する。 

（1）ユーザーの同意を得たとき。 

（2）ユーザーが第 10 条に該当する禁止行為を行っていると当社が判断したとき。 

（3）当該利用契約が、第 8 条に定めるユーザーによるアカウント削除要請により終了したとき。 

（4）当該利用契約が、第 7 条 1 項に定める当社によるアカウント停止または削除により終了したとき。 

（5）第 19 条 6 項によって本サービスが廃止されたとき。 

（6）上記各号に準じる必要性があるとき。 

• 第 19 条(その他の合意事項) 

1. 当社は、本サービスを通じて得たユーザーの適性検査結果を、本サービスの品質向上を目的とした統計

データ解析のために使用することにユーザーは同意する。 

2. 当社は、前項で定める統計データ解析結果を、本サービスの品質情報として一般に公開できることにユ

ーザーは同意する。但し、公開する統計データ解析結果には、ユーザーの許可なく個人情報及びユーザーの実社

名を一切表記しないことを条件とする。 

3. 当社は、ユーザーが利用する管理画面上で、本サービスまたは当社から新たに提供する新商品・サービ

スに関する情報告知を行うことにユーザーは同意する。 

4. 当社は、本サービスの利用者であるユーザーの実社名（法人名または組織・団体名に限る）を、取引実

績として、当社の運営する WEB サイト、本サービスパンフレット等で表記することにユーザーは同意する。 

5. ユーザーは､本規約に定めのない事項について､別途当社が細目等を定めた場合､これに従うものとする｡ 

6. 当社は、一定の予告期間をもって、本サービス提供の停止を行う場合があることにユーザーは同意する。 

• 第 20 条(権利譲渡等の禁止) 

ユーザーは、本規約に基づく権利義務の全部または一部を、当社の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡

し、移転し、担保の用に供する事はできないものとする。 

• 第 21 条（知的財産権等の帰属) 

1. 当社がユーザーに提供する本サービス及び本サービスに関わる情報、マニュアル及びこれらに関する一

切の資料等の著作権､特許権､実用新案権､商標権､意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受

ける権利(以下｢知的財産権等｣という)は､すべて当社に帰属する。 

2. ユーザーは、知的財産権等の存否にかかわらず､本サービス及び本サービスに関わる情報、マニュアル

及びこれらに関する一切の資料等につき､当社の許諾無く、複製､配布､転載､転送､公衆送信､改変､翻案その他の

二次利用等を行ってはならないものとする｡ 

• 第 22 条(損害賠償) 



1. ユーザーが本規約の条項、日本国の法令もしくは規則等のいずれかに違反したために当社が損害を受け

た場合、ユーザーは当社に対し損害賠償の責を負うものとする。 

2. 本規約条項につき、ユーザーに規約違反のある場合に、当社が契約上の責任を問わなかった場合でも、

当社はユーザーに対する責任追及の権利を放棄するものではない。 

• 第 23 条(届出事項の変更) 

 

1. ユーザーは、本サービスの管理画面に登録している当社への届出事項に変更が生じた場合、ユーザーは

本サービスの管理画面上から、速やかに当該変更内容の変更手続きを行うものとする。 

2. 前項の変更手続きが無いために、当社からユーザーに対する通知または送付書類その他の配布物等が遅

着しまたは到着しなかった場合は、当社はユーザーに対し、その責任を負わないものとする。 

• 第 24 条（条項の分離可能性） 

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、

本規約のその他の条項は有効なままとすることに、当社及びユーザーは合意する。 

• 第 25 条(準拠法及び専属的合意管轄) 

本規約は日本国法に準拠するものとし、本規約の解釈及び履行に関する一切の紛争については、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、当社及びユーザーは合意する。 

• 付則 

本規約は 2012 年 12 月 17 日から施行する。 

以上 

 

 

個人情報保護方針 

1. 個人情報の収集、利用及び提供について  

当社は、「個人情報保護マネジメントシステム」（JIS Q 15001:2006）に準拠した別途定める個人情報保護に関す

る「PM システム」に基づき、個人情報の取得、利用及び提供を行います。個人情報は事業の目的以外には利用

せず、また目的外利用を行わないための措置を講じます。取得した個人情報の管理に関しまして、従業員教育等

を徹底します。 

2. 個人情報に関する法令等の遵守について 

当社は、個人情報に関する法令、国が定める指針等に準拠し、当社の個人情報保護に関する「PM システム」を

遵守するとともに個人情報保護活動に誠心誠意に取組み、維持、改善してまいります。 

3. 個人情報保護における安全性の確保及び、漏えい等の防止について  

当社は、取扱う個人情報に関して、不正アクセス、個人情報の滅失、き損、改ざん及び漏えい等の危険に対し、

予防・回避・保護等の合理的な施策・管理をもって安全性の確保に努めるとともに、必要な是正措置を講じます。 

4. 個人情報保護に関する継続的改善について  

当社は、より適切な個人情報の保護を実現する為、個人情報保護に関する「PM システム」の継続的改善に努め

てまいります。 

5. 個人情報の開示・訂正・削除について  

当社は、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等の求めに対し、ご本人確認のうえ合理的な範囲内で速やか

に対応いたします。 

6. 苦情及び相談への対応について  

当社は、個人情報を取得させていただいた皆様から寄せられるご意見、苦情などの内容を真摯に受け止め、速や

かに対応し必要な改善を行います。 



7. Cookie の利用について 

 

o Cookie とは、ウェブページを利用したときに、ブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力

内容などを、お客様のコンピュータにファイルとして保存しておく仕組みをいいます。 

o Cookie は多くのウェブサイトで使用されていますが、ユーザがブラウザを設定することにより、クッキ

ーを使用しているウェブサイトを訪問しようとしているときに事前にその旨を表示したり、クッキーの受け取り

を拒否することができます。 

o ユーザーは Cookie の送受信に関する設定を「すべてのクッキーを許可する」、「すべてのクッキーを拒

否する」、「クッキーを受信したらユーザーに通知する」などから選択できます。設定方法はブラウザにより異な

ります。 

o 当社ウェブサイトでは、提供する情報やサービスを充実させたり、より便利に利用していただくなどの

ために、Cookie を使用する場合があります。弊社ウェブサイトは、予めお客様の承諾を得た場合を除き、Cookie

によって個人を特定できるような情報を得ることはありません。 

o ヤフー株式会社または google をはじめとする第三者から配信される広告が掲載される場合があり、こ

れに関連して、当該第三者が、当社ウェブサイトを訪問したユーザーのクッキー情報等を取得し、利用している

場合があります。 

o 当該第三者によって取得されたクッキー情報等は、当該第三者のプライバシーポリシーに従って取り扱

われます。 

o ユーザーは、当該第三者のウェブサイト内に設けられたオプトアウトページにアクセスして、当該第三

者によるクッキー情報等の広告配信への利用を停止することができます。 

o すべての Cookie を拒否する設定を選択されますと、認証が必要なサービスを受けられなくなる等、イ

ンターネット上の各種サービスの利用上、制約を受ける場合がありますのでご注意ください。 

________________________________________ 

個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先 

株式会社トランジション お客様相談担当者 

宛先 〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-7-11 アイオス五反田アネックス 511 

お問合せはこちらからお願いいたします。 

制定日：2003 年 12 月 1 日 

改訂日：2009 年 4 月 21 日 

2012 年 4 月 24 日 

2013 年 5 月 29 日 

株式会社トランジション 代表取締役 中田 幸子 

________________________________________ 

個人情報の取扱いと保護についてのご通知 

当社は、取得する個人情報の重要性を認識し、下記に記載する通知文の内容に則り、 細心の注意をもって管理を

行い、適切な取扱い及び保護に努めます。 

1. 当社の名称について  

株式会社トランジション 

2. 個人情報保護統括責任者及び連絡先について  

取締役管理部長 平田達志 

個人情報の保護方針における個人情報取扱いに関するお問合せ先に同じ 

3. 個人情報の利用目的について  



Ａ．当社が直接ご本人から書面(インターネット上の WEB サイト画面も含みます)にて開示対象となる個人情報

を取得します。 

（１）お客様情報の利用目的 

①当社の商品・講座等の提供を実施するため 

②資料請求ほか各種問合わせに対する回答のため 

③希望者に対して、当社の商品・講座等に関するサービスを案内するため 

（２）お取引先情報の利用目的 

①商談・業務上の連絡及び受発注・請求支払業務を遂行するため 

②企業等から受託した業務を遂行するため 

③企業等と締結した契約を履行するため 

④当社の事業・商品・講座等を案内するため 

（３）社員関連情報の利用目的 

①採用応募者への連絡及び採用活動業務のため 

②社員の人事労務管理のため 

③防災・防犯・機密保持に必要な安全管理措置のため 

 

Ｂ．当社が他の企業様による指示を介してご本人の個人情報を取得する場合 

（１）個人情報の利用目的 

①当社の人材判定ソフト等による診断分析を行うため 

②当社の人材判定ソフト等のコンテンツ開発を行うため 

③当社が他の企業様から受託した個人情報を伴う事業を遂行するため 

4. 開示対象個人情報の開示等に関するお問合わせについて  

当社はご本人からの開示対象個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、 追加または削除、利用の

停止、消去及び第三者への提供の停止）の求めに対応いたし ます。その場合は、個人情報の保護方針における個

人情報取扱いに関するお問合せ先にお問合わせください。 

お問合せ要領は以下の通りにてお願いいたします。 

①「個人情報の開示・訂正・削除等請求書」に必要事項をご記入の上、ご本人(も しくは法定代理人)であること

の証明として、免許証、保険証等の身分証のコピ ー【本籍地は塗りつぶしてください】(法定代理人の場合は、

裁判所の審判書の 写しまたは登記事項証明書)を添付して、上記窓口までご送付ください。 

②お問合わせ事項及びご本人の確認が出来次第、メールにて振込口座を通知いたますので、郵送料 612 円(郵便

料金 82 円、書留料 430 円、本人限定受取郵便料 100 円)をお振込みください。なお、振込手数料はご本人負担

とさせていただき ます。 

③郵送料が振込まれたことを確認した後に、回答を本人限定受取郵便にて発送いたします。 

個人情報取得要綱 

お申込み等に伴う個人情報取得要綱 

お客様の各種お申込み・お問合わせ等に伴って、当社が取得させていただくお客様の個人情報は下記に記載する

要綱に則り、細心の注意をもって管理いたします。 

1. 個人情報を取得する事業者の名称について  

株式会社トランジション 

2. 個人情報保護統括責任者及び連絡先について  

取締役管理部長 平田達志   

個人情報の保護方針における個人情報取扱いに関するお問合せ先に同じ 



3. 開示対象個人情報の利用目的について  

①当社の商品・サービス等の提供を実施するため。   

②資料請求ほか各種問合わせに対する回答のため。   

③当社の商品・サービスに関する案内をするため。 

4. 個人情報の第三者提供について  

当社は、以下の場合を除き、ご本人の個人情報を第三者に提供、開示することはいたしません。 

①あらかじめご本人の同意を得ている場合 

②法令に基づく場合 

③人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人同意を受けることが困難なとき 

④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、ご本人の同意を得るこ

とが困難なとき 

⑤国の機関も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あって、ご本人の同意 を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

⑥特定の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の全部または一部を委託(郵送／配送等)する場合 

5. 開示対象個人情報の開示等に関するお問合わせについて  

当社は、ご本人からの開示対象個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用

の停止、消去及び第三者への提供の停止）の求めに対応いたします。その場合は、下記の宛先にお問合わせくだ

さい。 

________________________________________ 

個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先 

個人情報の保護方針における個人情報取扱いに関するお問合せ先に同じ 

宛先 〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-7-11 アイオス五反田アネックス 511 

お問合せはこちらからお願いいたします。 

制定日：2003 年 12 月 1 日 

改訂日：2009 年 4 月 21 日 

2012 年 4 月 24 日 

株式会社トランジション 代表取締役 中田 幸子 

 


