
エコール JOB SQUARE利用規約(求職者)

―求職者約款―

第1条(名称)
｢エコール JOB SQUARE｣(以下｢本サイト｣といいます)とは、株式会社エコールインターナ
ショナル(以下｢弊社｣といいます)が提供する求人情報サイトおよび付随するメｰルなどの各
種情報提供サｰビス、その他の求人情報サｰビスの総称です。 

｢エコール JOB SQUARE会員｣(以下｢会員｣といいます)とは、個人情報及びその他の情報を
登録した個人をいいます。会員は本サイトにおける求人情報サｰビスを利用できるものとし
ます。会員は、登録の申し込みを行った時点で本利用規約及び弊社プライバシーポリシー
の内容を全て承諾したものとします。

第2条(規約の適用)
1.利用者は、本規約の定めに従って本サイトを利用しなければなりません。利用者は、本
規約に有効かつ取消不能な同意をしないかぎり本サイトを利用できません。
2.利用者が未成年者である場合は、親権者など法定代理人の同意を得たうえで本サイトを
利用してください。
3.利用者は、いかなる態様であれ本サイトの利用を開始した時点で本規約に有効かつ取消
不能な同意をしたものとみなされます。
4.弊社が本サイト上に掲載または提示・提供する諸注意等が存在する場合、その形式に拘
らず、それらの諸注意等は本規約の一部を構成するものとします。本規約の内容が当該諸
注意等の内容に抵触する場合は、当該諸注意等の内容が優先して適用されるものとしま
す。
 
第3条(情報の取り扱い)
1.利用者は、本サイトの利用に際して利用者ご本人に関する情報を弊社に対して提供する
場合、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。
2.利用者の個人情報の取扱いに関しては、本規約のほか、弊社のプライバシーポリシーお
よびサービス別のプライバシーポリシーに従います。

第4条(本規約の適用及び変更)
1.弊社は、以下に掲げる場合には、弊社の判断において、利用者の承諾を得ることなく、
本規約の内容を変更することができるものとします。
(1) 法令等の改正に伴う変更が必要な場合
(2) 本サイトの仕様変更に伴う変更の必要ある場合
(3) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(4) 本規約の改定が、本規約の目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性
その他改定に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.弊社は、前項の規定により本規約を改定するときは、その内容及び効力発生日につい
て、弊社のウェブサイト上での表示その他の弊社所定の方法により、利用者に予め通知・



連絡をします。利用者は、本サイトを利用する際には、常に弊社のウェブサイト上に掲載
されている最新の本規約を確認するものとします。
3.利用者が変更後の規約内容の効力発生日以降に本サイトを利用した場合は、利用者が変
更後の本規約に同意したものとみなされます。
4.第１項に定める本規約の変更の効力は、弊社の定める効力発生日から生じるものとし、
当該効力発生日以降の本サイトに関する提供の条件は、変更後の本規約の条件によるもの
とします。本規約の内容の変更を承諾しない利用者は、本サイトを利用することはできま
せん。
5.弊社は、規約の変更・追加により会員等に生じた一切の損害について、直接損害か間接
損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。
  
第5条(権利の帰属)
1.本サイトに含まれているコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、広告、デザイン等に
関する著作権、商標権その他の財産権は弊社、ライセンサー又は当該コンテンツ等を創作
した著作者若しくは著作権者に帰属しています。
2.本サイト及びこれに関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する
法令等により保護されている財産権を含んでいます。
3.利用者は、弊社及び著作権その他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されて
いる場合、及び、法令により権利者からの許諾なく利用又は使用が許容されている場合を
除き、本サイト及び関連して使用されている全てのソフトウェアの内容を複製、編集、掲
載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりませ
ん。
4.利用者が前項に反する行為によって被った損害については、弊社は、責任を負いかねま
す。
 
第6条(本サイトの提供、無保証、変更、中止)
1.利用者は、本サイトを利用するにあたり、必要なパーソナルコンピュータ、携帯電話機、
通信機器、オペレーションシステム、通信手段および電力などを、利用者の費用と責任で
用意しなければなりません。
2.弊社は、本サイトの提供を受けることができる利用者を、会員登録の有無、年齢、国
籍、居住地、その他、弊社が必要と判断する条件を満たしたお客様に限定することができ
るものとします。
3.弊社は、本サイトに弊社または第三者の広告を掲載することができるものとします。
4.弊社は、本サイト（本コンテンツを含みます。）に事実上または法律上の瑕疵（安全
性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関す
る欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みますが、これらに限りません。）がないこと
を保証しておりません。弊社は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本サイトを提供
する義務を負いません。
5.弊社は、利用者が本規約に違反して本サイトを利用していると認めた場合、弊社が必要
かつ適切と判断する措置を講じます。ただし、弊社は、利用者および第三者に対して、利
用者その他の者が本規約に違反しないことを保証するものではありません。また、弊社



は、利用者および第三者に対して、かかる違反を防止または是正する義務を負いません。
 
第7条(他社アカウントによる本サイトへのログインについて)
他の事業者が提供するアカウント（以下「他社アカウント」といいます。）で本サイトに
ログインする利用者は、当該他社アカウントが削除される等により、当該他社アカウント
がこれを提供する事業者によって認証されなくなった場合、当該他社アカウントにより本
サイトにログインして、本サイトを利用することはできなくなりますのでご注意くださ
い。
 
第8条(通知、または連絡の方法)
1.通知等を行う必要があると判断した場合、電子メール、書面等、弊社が適当と判断する
方法により随時通知等するものとします。
2.前項における電子メールの通知にあたっては、利用者が申込み時に申告した電子メール
アドレスを通知先アドレスとします。
3.弊社が前項の通知等を本サイトのホームページ上で行う場合は、当該通知等をホームペ
ージに掲載した日をもって、利用者に当該通知等が到達したものとみなします。また、電
子メールによって通知等を行う場合には、弊社が利用者に対して電子メールを発信した時
点をもって、利用者に当該通知等が到達したものとみなします。
4.利用者が弊社に届け出た事項に虚偽、過誤、不備があり、弊社からの連絡事項が届かな
ったことによる損害について弊社は一切の責任を負担しません。
 
第9条(利用申込と契約の成立)
1.利用者は、本規約等の内容に同意した上で会員登録の申込を行うものとします。 本サイ
トに登録を申込む場合には、本サイトが提供する会員情報登録画面より弊社が指定する書
式においてインターネット回線を通じて送信するものとし、登録情報が弊社において問題
なく受信された時点で、会員として承諾したものとします。
2.弊社は、利用者に申込み内容に関して本人確認等のための資料の提出を求める場合があ
ります。
 
第10条(利用の停止等)
1.利用者が以下のいずれかに該当する場合、弊社は理由の如何に関わらず利用者に対する
本サイトの提供を直ちに中止し、利用者に対し会員資格の停止処分または除名処分を行う
ものとします。また、利用者の規約違反等により弊社に損害を与えた場合には弊社が利用
者に対し損害賠償請求することができます。
(1) 利用者が弊社に対して虚偽の申告をした場合
(2) 利用者が本規約に違反する行為を行った場合
(3) 利用者が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触する行為をした場合または抵触する恐
れがあると弊社が判断した場合
(4) その他弊社が利用者の本サイトの利用について不適切と判断した場合
(5) その他、弊社が不適切だと判断する事由があった場合
2.前項に基づく本サイトの提供中止・会員資格の停止処分または除名処分により利用者に



生じた損害等については、弊社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者の会員資格が停止処分または除名を受けた場合であっても、弊社が保有する利用
者ご本人に関する情報は、個人情報保護法その他の関連法規およびプライバシーポリシー
に従い処理されます。
 
第11条(利用者による退会)
1.利用者は本サイトを退会する場合、弊社が提供する会員専用ページより届け出るものと
します。届け出の確認ができ次第、即日退会できるものとします。
2.前項の場合において、その利用中に係る利用者の一切の債務は、退会があった後におい
てもその債務が履行されるまでは消滅しないものとします。
3.利用者は本サイトの退会時に、データのバックアップ等は利用者の自己責任において行
うものとし、弊社は退会後のデータの保持に関して何ら関与しないものとし、弊社は一切
その責任を負わないものとします。

第12条(本サイトの内容の変更及び停止、中止)
弊社は、利用者への事前の通知を行わずに本サイトの内容の変更、または本サイトの停止
もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、弊社が合理的
と判断する手段を通じて発表するものとします。
 
第13条(本サイトの一時的な中断)
弊社は、下記に該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サイトを
中断する場合があります。また、弊社は以下の事由により本サイトの提供の遅延または中
断が発生した場合は、これに起因する利用者または他の第三者が被った損害について一切
の責任を負いません。
 
1.システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含む)の保守、点検、修理、変更
を定期的にまたは緊急に行う場合
2.火災、停電等により本サイト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イトの提供ができなくなった場合
4.戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等その他不測の事態により本サイトの提供が
できなくなった場合
5.法令による規制、司法命令等が適用された場合
6.その他、運用上、技術上弊社が本サイトの一時的な中断を必要と判断した場合
 
第14条(本サイトの廃止)
1.弊社は、業務上の都合により、利用者に対して提供している本サイトの全部または一部
を廃止することがあります。
2.弊社は、前項において定める本サイトの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨
を弊社が適当と判断する方法により利用者に通知します。
3.弊社は、本サイトの廃止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いませ
ん。



4.弊社は、本サイトを用いて提供するサービスの権利の一部または全部を、第三者に譲渡
することがあります。
5.弊社が本サイトを用いて提供するサービスを変更、終了、または権利譲渡するときは、
相当の通知期間をもって、弊社サービス上での掲示により、利用者に通知します。
 
第15条(禁止事項)
利用者は本サイトを利用するにあたり、下記に該当またはその恐れがある行為をすること
はできません。
 
1.本サイト上であるか否かを問わず、他の本サイトの利用者、第三者または弊社の知的財産
権（著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等）及びその他の権利を
侵害する行為、また侵害する恐れのある行為
2.本サイト上であるか否かを問わず、他の本サイトの利用者、第三者または弊社の財産、信
用、プライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
3.本サイト上であるか否かを問わず、他の本サイトの利用者、第三者または弊社に不利益を
与える行為、またはその恐れのある行為
4.本サイト上であるか否かを問わず、他の本サイトの利用者、求人企業、第三者または弊社
を誹謗中傷する行為、または不快感を抱かせる行為
5.他の本サイト利用者または第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、またはそ
れらの恐れのある行為
6.公序良俗に反する行為その恐れのある行為、またはそれを助長する行為
7.公序良俗に反する情報を他の本サイト利用者、もしくは第三者に提供する行為、未成年
者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、それらを助長する行
為
8.法令に違反する行為や犯罪的行為、若しくはその恐れのある行為、あるいはそれを幇助
する行為
9.本サイト及びその他弊社が提供するサービスの運営を妨げる行為、または弊社の信用・
名誉等を毀損する行為
10.コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サイトを通じて または本サイトに関
連して使用、または提供する行為
11.他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
12.弊社のE-メールサービスを利用して無差別または大量に不特定多数の者に対してその意
思に反しE-メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対する
E-メール情報配信行為
13. IPアドレス、アカウント、ID、パスワード、E-メールアドレス、及びドメイン名を不正
に使用する行為
14.一人で複数の会員登録を行う行為
15.本サイトを弊社の許可なく第三者に利用させる行為
16.インターネット上で、他の本サイト利用者、第三者もしくは弊社が入力した情報を不正



に改ざんする行為
17.サーバその他弊社のコンピュータに不正にアクセスする行為
18.本サイトにかかる情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブルまたは
リバースエンジニアリング
19.本サイトにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
20.日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
21.選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行為
22.弊社と同種、または類似の業務を行う行為
23.暴力団等の反社会的勢力と関連すること、また名目を問わず資金提供その他の取引を行
う行為、またはそれらに該当すると弊社が判断する行為
24.宗教活動または宗教団体への加入行為
25.その他、弊社が不適切と判断する行為
 
第16条(利用者の義務及び責任)
1.利用者は、自らの意思および責任において、本サイトの利用を行うものとします。
2.利用者は、本規約を理解し、その履行に努めこれを厳守するものとします。
3.利用者は、登録した自身の情報（以下「登録情報」といいます。）の正確性について責
任を負うものとし、登録情報の内容に変更等が生じる場合は、ただちに自らの責任によっ
て登録内容の修正を弊社に依頼するものとします。
4.登録情報の不備や齟齬、虚偽の情報により発生した事項については、弊社は一切の責任
を負いません。利用者は、登録情報に起因して弊社の提携先企業その他の第三者との間で
紛争等が生じた場合には、利用者自身の費用と責任において対処するものとします。
5.利用者が本サイトの利用によって他の本サイト利用者や第三者に対して損害を与えた場
合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとします。
 
第17条(利用権譲渡等の禁止)
利用者は、弊社の承諾なしに本サイトの会員として有する権利を第三者に譲渡、使用、も
しくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないもの
とします。
 
第18条(情報等の削除)
1.次の各号に定めるいずれかに該当する場合、弊社は、利用者が本サイトを通じ掲載した
情報を削除できるものとします。この場合、弊社が事前または事後に合理的と判断する手
段により通知を行うものとします。
(1) 掲載内容が本規約に定める禁止行為、また、本規約のいずれかの条項に違反すると弊社
が判断した場合
(2) 利用者によって、登録された情報の容量が弊社所定の容量を超過した場合
(3) その他弊社が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
2.利用者が掲載した情報に関する全ての責任は利用者にあり、弊社は前項に関して情報を



監視・削除する義務を負うものではないため、弊社が情報を削除しなかったことにより利
用者あるいは第三者が被った損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。弊
社が、本条に基づき、利用者が本サイトを通じ掲載した情報を削除したことにより、利用
者あるいは第三者が被った損害については、弊社は一切責任を負わないものとします。
 
第19条(本サイトの責任)
弊社は、本サイトが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。ただ
し、不測の事態により本サイトが利用できない場合があることを利用者は予め了承するも
のとします。
 
第20条(利用者間の情報)
本サイトを通じて他の本サイト利用者等との間で直接なされた情報の授受、及びそれに付
随して行われる行為について弊社は一切責任を負いません。

第21条(個人情報等の保護及び法令遵守)
1.弊社は個人情報等を、原則として利用者本人以外の者に開示、提供せず、本サイトの提供
のために必要な範囲を超えて利用しません。弊社が取得した利用者の個人情報は、別途定
める弊社のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
2.弊社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行
われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとしま
す。
3.弊社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の
法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると
弊社が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じ
ることができます。
4.弊社は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、契約ディレクトリ内の
データを複写することがあります。

第22条(損害賠償)
1.弊社は、本サイトに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いま
せん。
2.弊社が本規約に基づき、利用者の登録、掲載した情報を削除し、利用者の会員資格を停
止、抹消し、本サイト及び付加サービスを停止、中断、中止等したことにつき、一切の損
害賠償義務を負わないものとします。
3.利用者が本サイトの利用によって他の本サイト利用者や第三者に対して損害を与えた場
合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることのないものとし
ます。本サイトの提供範囲外の販売促進、また販売促進以外の目的でのメールの大量配信
を行った結果、本サイトの運営に影響が生じた場合、「威力業務妨害」等による刑事告
発、または損害賠償の請求を行うことができるものとします。
4.利用者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって弊社に損害を与
えた場合、弊社は利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。



5.利用者は、利用者が法令または本規約に違反して本サイトを利用したことに起因して
（かかる趣旨のクレームを第三者より弊社が受けた場合を含みます。）、弊社が直接的も
しくは間接的に何らかの損害、損失または費用負担（弁護士費用の負担を含みます。）を
被った場合、弊社の請求にしたがって直ちにこれを賠償または補償しなければなりませ
ん。

第23条(免責事項)
1.弊社は、本サイトの内容、利用者が本サイトを通じて得る情報等及び本サイトから他の
ウェブサイトへ遷移した場合の当該ウェブサイトの内容について、その完全性、正確性、
確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2.本サイトに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サイトを通じて
登録、提供される情報等の流出もしくは消失等または本サイトから遷移する他のウェブサ
イトの停止、中断もしくは廃止その他本サイトの利用に関連して利用者に損害が発生した
場合は、弊社の故意または重過失による場合を除き、一切責任を負いません。弊社の故意
または重過失による損害賠償額については、本規約第24条の範囲内においてのみ責任を負
うものとします。
3.弊社は、本サイトの利用に供する装置、ソフトウェアまたは通信網の瑕疵、動作不良、
不具合、またはウェブサイトからのダウンロードやコンピュータウイルス感染等により発
生した、コンピュータ、回線、ソフトウェア等の損害により利用者に損害（電子メールの
遅配、未配、及びそれ以外のいかなる原因に基づき生じた損害を含みます。）が生じたと
きであっても、その一切の責任を負わないものとします。
4.本サイトを通じて行う取引または取引される商品等の品質、材質、機能、性能、他の商
品等との適合性その他の欠陥について、弊社は一切責任を負わないものとします。
5.利用者は、外部サービスのサービス内容、運用の変更により、又は会員が外部サービス
の全部もしくは一部を利用できなくなることにより、本サイトの全部又は一部の利用がで
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。弊社は、外部サービスに関連し
て会員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。
6.弊社は、以下の場合に一時的に本サイトの提供を停止、中止、中断等の措置を行うこと
があります。これにより会員が本サイトの全部又は一部をご利用になれず、会員に損害が
生じた場合においても、弊社は当該損害について如何なる責任も負わないものとします。
（１）本サイトの障害、保守又はメンテナンスを緊急に行う必要がある場合
（２）天災地変、自然災害、停電等の不可抗力により本サイトの運営が出来なくなった場
合
（３）通信回線等の事故により本サイトが停止した場合
7.弊社は、会員の登録情報に従い事務を処理することにより会員に損害が生じても一切責
任を負わないものとします。
8.弊社は、弊社の責めに帰すべからざる事由において、利用者の個人認証情報が流出し、
第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害については、一切責任を負いませ
ん。
9.会員が、本サイトをご利用になることにより、他の会員又は第三者に対して損害等を与
えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、弊社には一切迷惑を与えな



いものとします。
10.弊社は、求人企業約款第21条（利用停止と申込拒否）の適用を受けた求人企業が生じた
場合に当該企業と求職者とのやりとり、求人等が利用できなくなることによって被る一切
の損害を負わないものとします。

 
第24条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、本規約その他の規定は
有効とします。
本規約の規定の一部が、利用者の一部との関係で無効とされ、又は取り消された場合で
も、本規約その他の規定は他の利用者との関係では有効とします。

第25条(準拠法)
本規約の効力、適用、解釈にあたっては、全て日本国の法令が適用されるものとします。

第26条(管轄)
本利用規約に関して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所としま
す。


