
RGFタレントソリューションズ株式会社 

2022/2/25 更新 

【1】2022年4月1日施行予定の個人情報保護法の改正に伴う改定 

該当箇所 改定前 改定後 改定理由 

◆ 個人情報

の取得 

－ ◆ 個人情報の取得 

当社は、以下の方法で個人情報を取得します。 

 キャンディデートから直接、個人情報の提

供を受ける方法 

 キャンディデートが当社サービスを利用す

る際に、自動的に個人情報を記録する方法 

 第三者から間接的にユーザーの個人情報の

提供を受ける方法 

 刊行物やインターネット等で公開された個

人情報を取得する方法 

 

なお、当社は、その情報単体では個人情報に該当しな

い、属性情報（年齢・性別・職業・居住地域等）、Co

okie、IPアドレス、広告識別子（AAID・IDFA）および

位置情報・行動履歴といったインターネットの利用に

かかるログ情報等の個人に関する情報（以下総称して

「インフォマティブ情報」といいます）を取得してい

ます。キャンディデートが当社サービスの利用にあた

り当社に個人情報を提供した場合、当社は、当該情報

と、当該キャンディデートのインフォマティブ情報を

紐付ける場合がありますが、この場合には当該インフ

ォマティブ情報も個人情報として取り扱います。 

 

改正個人情報保護法における個人関連情報の規定新

設を踏まえて、弊社における個人関連情報の取得及

び取り扱いに関する記載を追記しました。 

 

◆ 個人情報

の利用目的 

◆ 個人情報の利用目的 

個人情報の利用目的は以下の通りです。利用目的

を超えて利用することはありません。 

 職業紹介、就職・転職に関する情報提供

およびこれらに関連するサービスの提供 

 キャンディデートの承諾・申込みに基づ

く、本サービスの利用企業等への個人情

報の提供 

 就職・転職の状況確認およびサービス向

上を目的としたご意見、ご要望等の聴取 

 サービス提供期間中またはサービス終了

後における応募、入社等の事実に関する

求人企業への確認および求人企業からの

通知の受領 

 ウェブサイトその他各種媒体等に掲載す

◆ 個人情報の利用目的 

個人情報の利用目的は以下の通りです。利用目的を超

えて利用することはありません。 

 職業紹介、就職・転職に関する情報提供お

よびこれらに関連するサービスの提供 

 キャンディデートの承諾・申込みに基づ

く、本サービスの利用企業等への個人情報

の提供 

 就職・転職後の状況確認およびサービス改

善・向上、新規サービスの開発を目的とし

たご意見、ご要望等の聴取 

 サービス提供期間中またはサービス終了後

における応募、入社等の事実に関する求人

企業への確認および求人企業からの通知の

受領 

個人データの取り扱いについてよりわかりやすくお

伝えするため、従来記載していた個人データの利用

目的を詳細化しました。 

 

また、広告関連事業者(Google・Facebook・LINE等)

の提供するサービスを利用する場合および広告関連

事業者に分析業務を委託する場合のデータ処理プロ

セスに関する説明を追記しました。 



るための情報の加工、統計および分析 

 サービスの開発およびマーケティング 

 求人企業の人材採用計画立案のための助

言・提案 

 お問い合わせ、ご相談および苦情への対

応ならびに紛争の解決 

 当社の採用に関する業務遂行 

 刊行物やインターネット等の公開 

 ウェブサイトその他各種媒体等に掲載する

ための情報の加工、統計および分析 

 サービスの開発およびマーケティング 

 求人企業の人材採用計画立案のための助

言・提案 

 お問い合わせ、ご相談および苦情への対応

ならびに紛争の解決 

 当社が禁じる申込行為・権利義務の譲渡・

虚偽情報登録・詐欺・不正アクセスその他

不正行為に関する調査等の本サービスの安

全な運営に必要な不正対策 

 当社の採用に関する業務遂行 

 刊行物やインターネット等の公開情報等を

もとにしたご連絡 

 当社サービスに関するメールマガジン・ダ

イレクトメール・お知らせ・広告等の情報

提供 

※Google・Facebook・LINEその他の広告関連事業者が

保有するユーザーリストと当社が保有するメールアド

レス・電話番号その他連絡先の情報を紐付けて、当社

サービスのキャンディデートのうち、当該広告関連事

業者が提供するサービスを利用するキャンディデート

を特定して当該サービス上でキャンディデートに各種

サービスの提案・情報提供・広告配信を行う場合があ

ります。 

 当社が編集・発行・運営するホームページ

等の媒体への掲載 

例として以下の利用が含まれます。 

 当社サービスを利用して転職したキャ

ンディデートの転職動向や年収等の実

績をグラフ化したデータの当社サービ

スサイトや当社のプレスリリースへの

掲載 

※氏名や住所等の情報を除外し性別や

年代等の属性情報にする等、当該情報

のみでは閲覧者が特定の個人を識別す

ることができない情報に加工した上で

掲載します 

 サービスの開発およびサービスに必要な各

種調査・分析・マーケティング 

例として以下の利用が含まれます。 

 アンケート調査・モニター調査の実施

（効果捕捉のための回答者への直接の

連絡を含みます） 

 キャンディデートの趣向やキャンディ



デートと当社サービスを利用している

企業等が互いに求める条件の合致の程

度等の把握のための当社が取得した属

性情報・行動履歴等の分析 

※当社が広告関連事業者に分析業務を

委託する場合、当社が保有する個人情

報に当該広告関連事業者が保有するキ

ャンディデートの属性情報や位置情

報・行動履歴といったインターネット

の利用にかかるログ情報を付加して、

当該情報のみでは当社において特定の

個人を識別することができない情報に

集計した分析結果を受領することがあ

ります。 

◆ 外国にあ

る第三者への

個人情報の提

供 

◆個人情報処理の外部委託 

 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を

外部委託することがあります。 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を

外部委託することがあります。なお、委託先にお

ける個人情報の取扱いについては当社が責任を負

います。当社が個人情報取扱業務の全部または一

部を外部委託する委託先の中には、外国にある委

託先（外国にある当社グループ会社も含みます。

所在地については、こちらをご確認ください）も

あります。 

◆ 外国にある第三者への個人情報の提供 

個人情報処理の外部委託 

 

当社は、以下の場合において外国（本邦の域外にある

国または地域をいいます）にある第三者に個人情報を

提供することがあります。 

 

[個人情報を第三者に提供する場合] 

 個人情報の提供先が外国にある第三者の場

合、◆ 個人情報の第三者への提供(1)(2)に

定められた範囲で個人情報を利用します。 

 提供先の国名および提供先の外国の個人情

報保護制度についてはこちらをご確認くだ

さい。 

 提供先の第三者は、提供先の第三者は、当

該国の個人情報保護に関する法規制を遵守

しています。 

 

[個人情報取扱業務を外部委託する場合] 

 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を外部

委託することがあります。この場合、当社は当該委託

先に対して必要かつ適切な監督を行います。なお、委

託先には外国にある当社グループ会社も含みます。当

社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委

託することがあります。なお、委託先における個人情

報の取扱いについては当社が責任を負います。当社が

個人情報取扱業務の全部または一部を外部委託する委

託先の中には、外国にある委託先(外国にある当社グ

ループ会社も含みます。（所在地については、こちら

改正個人情報保護法における「外国にある第三者へ

の提供制限」等の改定を踏まえ、対象国における個

人情報の保護に関する制度・提供先が講じている個

人情報保護のための措置等の参考情報を追記しまし

た。 

 

具体的なサービス毎の提供先の国名、対象国の制度

概要については、左記リンク先のプライバシーセン

ターにて2022年4月1日に公開予定です。 

https://www.rgf-hr.com/subsidiaries
https://www.rgf-hr.com/subsidiaries


をご確認ください）もあります。 

 

[合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報

を提供する場合] 

合併その他の事由による事業の承継先が外国にある事

業者であることがあります。この場合、当該事業承継

の承継前の利用目的の範囲内で個人情報を取り扱いま

す。 

 

【2】その他 

該当箇所 改定前 改定後 改定理由 

冒頭 個人情報保護方針 

RGFタレントソリューションズ株式会社は、外資系

企業・日系グローバル企業を対象に人材紹介を行

っております。当社では事業運営上多くのお客様

や従業者の個人情報を取扱うこととなるため、本

方針を定め、個人情報管理体制を確立し、企業と

して責任ある対応を実現するものとします。 

方針1. 個人情報の利用の目的をできる限り特定

し、当該目的の達成に必要な範囲内で適切に取扱

います。また、目的外利用を行なわないための措

置を講じます。 

方針2. 個人情報は、適法かつ適正な方法で取得

します。 

方針3. 個人情報は、本人の同意なく第三者に提

供しません。 

方針4. 個人情報の管理にあたっては、漏洩・滅

失・毀損の防止及び是正、その他の安全管理のた

めに必要かつ適切な措置を講じるよう努めます。 

方針5. 個人情報の取扱いにあたっては、その情

報を提供した本人が適切に関与し得るよう努め、

可能な限り正確かつ最新の内容に保つよう努力し

ます。 

方針6. 個人情報保護に関する法令を遵守し、ま

た個人情報保護に関する社内規程を定め、継続的

な見直しを行い遵守します。 

方針7. 個人情報保護に関する苦情及び相談に対

応する窓口を設けて、適切に対応するよう努めま

す。 

RGFタレントソリューションズ株式会社 

代表取締役 マッカイ ストルアン 

－（削除） 個人情報保護方針をパーソナルデータ指針に変更し

たため削除しました。パーソナルデータ指針は当社

のコーポレートサイトに掲載しております。 



◆ 当社グル

ープ会社への

個人情報の提

供 

－ ◆ 当社グループ会社への個人情報の提供 

当社は、以下の当社グループ会社に対して各項に従

い、書面または電磁的な方法により個人情報を提供す

る場合があります。 

 

有料職業紹介サービスの利用による当社から株式会社

リクルート、株式会社リクルートエグゼクティブエー

ジェントへの提供 

 

[提供する場合] 

キャンディデートが、株式会社リクルート、株式会社

リクルートエグゼクティブエージェントが運営する有

料職業紹介サービスの利用を希望した場合 

 

[提供する個人情報の項目] 

キャンディデートが当社の有料職業紹介サービスの会

員登録時に入力した情報および当社に伝達したキャン

ディデートの職務経歴に関わる情報その他キャンディ

デートから取得した情報のうち、以下の提供目的の達

成に必要な情報項目 

 

[当社の提供目的] 

株式会社リクルート、株式会社リクルートエグゼクテ

ィブエージェントが運営する有料職業紹介サービスの

提案 

個別にユーザーにご同意いただいておりますグルー

プ会社への第三者提供についてプライバシーポリシ

ーに記載しました。 

◆個人情報取

扱業務の委託

について 

◆個人情報処理の外部委託 

 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を

外部委託することがあります。 

当社は、個人情報取扱い業務の一部または全部を

外部委託することがあります。なお、委託先にお

ける個人情報の取扱いについては当社が責任を負

います。当社が個人情報取扱業務の全部または一

部を外部委託する委託先の中には、外国にある委

託先（外国にある当社グループ会社も含みます。

所在地については、こちらをご確認ください）も

あります。 

◆個人情報取扱業務の委託について個人情報処理の外

部委託 

 

[当社が委託を行う場合] 

当社は、個人情報取扱業務の全部または一部を外部委

託することがあります。この場合、当社は当該委託先

に対して必要かつ適切な監督を行います。 

 

[当社が委託を受ける場合] 

当社は、当社サービスを利用している企業等から個人

情報取扱業務の全部または一部を委託された場合、受

託業務の遂行のために、委託された個人情報を取り扱

います。 

個人情報取扱業務の委託を受ける場合についての説

明を追記しました。 

 

https://www.rgf-hr.com/subsidiaries

