
個⼈情報保護⽅針  
 

株式会社らしくは、職業紹介業務等、事業を遂⾏する上で、個⼈情報の取り扱いについての
重要性を深く認識し、すべての個⼈情報をより厳正に取り扱うために、社員等が遵守すべき 

⾏動基準として本個⼈情報保護⽅針を定め、その遵守の徹底を図ります。  
 

第１条   当社は、すべての事業で取り扱う個⼈情報および従業員等の個⼈情報に関して、個 
⼈情報保護に関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するため、⽇本⼯業規格「個 
⼈情報保護マネジメントシステム‐要求事項」（JIS Q 15001:2017）に準拠した個⼈情報保
護マネジメントシステムを策定し、適切に運⽤いたします。  

 
第２条 当社は、事業遂⾏のために必要な範囲内で利⽤⽬的を明確に定め、適切に個⼈情報
の取得、利⽤、提供を⾏います。取得した個⼈情報は利⽤⽬的の範囲内でのみ利⽤し、⽬的
外利⽤を⾏わないための措置を講じます。  

 
第３条 当社は、法令にもとづく場合を除き、取得した個⼈情報を本⼈の同意を得ることな
く第三者に提供することはいたしません。  

 
第４条 当社は、前項の措置により取得した個⼈情報の取扱いの全部または⼀部を委託する
場合には、⼗分な保護⽔準を満たした者を選定し、契約等により適切な措置を講じます。  

 
第５条 当社は、個⼈情報への不正アクセス、個⼈情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等のリ
スクに対して合理的な安全対策および是正措置を講じます。  

 
第６条 当社は、本⼈からの当該個⼈情報の開⽰、訂正、削除、利⽤停⽌等の要請及び苦情
や相談に対して、遅滞無く対応いたします。  

 
第７条   当社は、個⼈情報保護マネジメントシステムを継続的に⾒直し改善いたします。  

 

制定：2018 年 7 ⽉ 20 ⽇  
株式会社らしく

代表取締役社⻑   平康元⼀  



当社の個⼈情報保護⽅針に関する問い合わせ先  
 
〒113-0001 東京都⽂京区⽩⼭ 1-32-10 インソース⽩⼭ビル 3 階
TEL：03-5577-3358（受付時間 9:00〜17:00※）  
メール：privacy_r@rashiku.jp  
※⼟・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始、ゴールデンウィーク期間につきましては、翌営業⽇以降の
対応とさせていただきます。  

 

個⼈情報の利⽤⽬的は「個⼈情報の利⽤⽬的」をご参照ください。  
個⼈情報の開⽰請求等についての⼿続きは「個⼈情報の開⽰等の請求について」をご参照く 
ださい。  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



個⼈情報の取り扱いについて  
 

株式会社らしく
個⼈情報保護管理者

代表取締役社⻑  

平康元⼀  
  

お客様による当社のサービスのご利⽤に際し、当社に提供された個⼈情報は以下のとおり取
扱います。ご提供頂く前に必ずご⼀読いただき、同意の上お申し込みください。  

 
1. 個⼈情報の取り扱いについて  

 
個⼈情報の取得・保有・利⽤  
株式会社らしく（以下「当社」といいます。）は、お客様からお預かりした個⼈情報を事業 
活動に際して、以下の⽬的で保有し利⽤いたします。  

 

事業活動  
• ⼈材紹介事業  

  
  
利⽤⽬的  

 

□お客様、取引先の個⼈情報  

・個⼈のお客様の個⼈情報  
1. 就職・転職活動⽀援の企画、運営業務  

2. 就職・転職活動⽀援に関するご案内、関連情報の提供  

3. お問い合わせ等に対する回答  

4. ご請求いただいた資料の送付  

5. その他弊社の事業に付帯・関連する事項のため  

  



・取引先の法⼈のお客様の個⼈情報  
1. ⼈材紹介事業の企画、運営業務  

2. ⼈材紹介事業に関するご案内、関連情報の提供  

3. ⼈材紹介事業の企画、運営業務  

4. ⼈材紹介事業に関するご案内、関連情報の提供  

5. お問い合わせ等に対する回答  

6. ご請求いただいた資料の送付  

7. その他弊社の事業に付帯・関連する事項のため  

※業務受託で取り扱う個⼈情報は、当該受託業務遂⾏のためにのみ利⽤します。（開⽰対象 
ではございません。）  
※資料請求等の場合には上記、個⼈のお客様に関する 1,2、法⼈のお客様に関する 1-4 の該当
する利⽤⽬的が適⽤されます。  
※なお、個別に利⽤⽬的をご通知または公表する場合には、その利⽤⽬的によるものとしま
す。  

 
上記以外の個⼈情報の利⽤⽬的は次のとおりです。  

 

□採⽤応募者の個⼈情報  

※求⼈媒体、⼈材紹介等からの応募も含みます
1．採⽤応募者の選考、および連絡、情報提供  

2．採⽤後の⼈事管理、労務管理  
□従業者の個⼈情報  

1. 従業者の⼈事管理、労務管理のため  

①保有について：  
当社がお預かりした個⼈情報は、別途定めがあるもの（例：各種キャンペーン応募要項等に
明記されているもの）を除き、継続的に保管されます。  

 

②当社サービス終了後のお客さま、取引先の個⼈情報の利⽤について：  
当社サービス終了後におきまして、お客様及びお取引様よりお預かりした個⼈情報を利⽤⽬
的の 2,4,6 の利⽤⽬的の範囲で利⽤することがございます。  



2. 個⼈情報の保護  
 

当社は、当社がお預かりした個⼈情報を漏えい、滅失⼜は毀損から保護するために必要かつ
適切な措置を講じます。  
  
  

3. 個⼈情報の第三者提供  
 

当社はお客様の個⼈情報のうち、以下掲げる場合に限って、弊社以外の第三者に提供するこ
とがあります。  

 
1. 法令に基づく場合  

2. ⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ること
が困難であるとき  

3. 公衆衛⽣の向上⼜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、本⼈
の同意を得ることが困難であるとき  

4. 国の機関若しくは地⽅公共団体⼜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、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  

5. ⼈材紹介サービス利⽤者に対し当社が職業紹介をする場合  
 

 

4. 個⼈情報の利⽤停⽌等の請求  
 

お客様は当社に対して⾃⼰に関する個⼈情報の利⽤の停⽌、消去、または、第三者への提供
を停⽌するよう請求することができます。  
  



5. 個⼈情報の取扱いの委託  
 

当社は、第 1 項に記載の利⽤⽬的の範囲内で社外に委託することがあります。委託先につい
ては、個⼈情報の適正な管理体制を備えた安全性の確認できた機関のみを選定し、尚かつ秘
密保持契約の締結等、適切な管理を⾏います。  
  

6. 個⼈情報の共同利⽤について  
 

当社は、当社が各種サービスで取り扱う個⼈情報について、以下のとおり共同利⽤いたしま
す。  

 

共同して利⽤する者の範囲  
当社親会社である、株式会社インソースおよびグループ会社であるミテモ株式会社、株式会
社未来創造＆カンパニー、株式会社インソースデジタルアカデミー、株式会社インソースマ
ーケティングデザイン  

 

共同して利⽤する個⼈情報の項⽬  
法⼈名、部署、役職、⽒名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス  

 

共同して利⽤する個⼈情報の取得⽅法  
グループ会社がサービス提供時に取得した個⼈情報データベースから取得  

 

共同して利⽤する者の利⽤⽬的  
研修サービス及びコンサルティングサービスの企画、運営、情報提供  

 
共同利⽤する個⼈情報の管理について責任を有する者
株式会社インソース  
  
  
  
  
  
  



7. 個⼈情報の保護  
 

お客様は当社に対して⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求することができます。⼜、
当社の保有するお客様の個⼈情報に誤りや変更があった場合は訂正、追加、項⽬削除を請求
することができます。当社では、個⼈情報の開⽰等の請求があった場合には、本⼈またはそ
の代理⼈であることを確認したうえで、合理的な範囲で遅滞なく対応いたします。  

 
  

8. 本⼈が個⼈情報を与えることの任意性について  
 
弊社では、ご⾃⾝の判断により個⼈情報のご提供可否を選択できます。ただしご提供いただ
けない場合には、お問い合わせ等に適切なご対応ができない可能性がございますのでご了承
下さい。  

  
  

9. お問い合わせ窓⼝  
 
各種サービスおよび当社に関するお問い合わせ、個⼈情報の開⽰・訂正・利⽤停⽌・第三者
提供停⽌等のご請求、その他ご不明な点につきましては下記までご連絡ください。  

 

株式会社らしく   個⼈情報管理事務局  
※お問い合わせは、以下メールアドレスまたは郵便にての受付になります。  

 

privacy_r@rashiku.jp  

〒113-0001 東京都⽂京区⽩⼭ 1-32-10 インソース⽩⼭ビル 3 階 
※⼟・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始、ゴールデンウィーク期間は、翌営業⽇以降の対応とさせて
いただきます。  
  

  
  
  
  



10. 個⼈情報の利⽤⽬的の通知、開⽰、内容の訂正、追加または削除、消去、 

利⽤の停⽌、および第三者への提供の停⽌の請求について  
 

個⼈情報に関して、本⼈またはその代理⼈により、利⽤⽬的の通知、開⽰、内容の訂正、追
加または削除、消去、利⽤の停⽌、および第三者への提供の停⽌（以下「開⽰等」）を請求
することができます。  
当社では、個⼈情報の開⽰等の請求があった場合には、本⼈またはその代理⼈であることを
確認したうえで、合理的な範囲で遅滞なく対応いたします。  

 

■ 10-1. お⼿続き⽅法等  

1. 個⼈情報管理事務局に、メールまたは郵便にてお問い合わせいただきます。  

2. 必要に応じ、事務局から、当社所定の申請書を送付いたします。  

3. 申請書に所定の事項をご記⼊いただき、以下本⼈確認のための書類および返信⽤封筒を同 
封のうえ、当社の個⼈情報管理事務局宛に郵送してください。  

※ご提出いただいた書類等は、開⽰等のご請求に関するご本⼈との連絡等、ご請求への対応
に必要な範囲のみで取り扱います。  
※お預かりした書類は、開⽰等のご請求に対する回答が終わり次第、遅滞なく適切な⽅法で
破棄いたします。  

 
 
 

■ 10-2. 本⼈確認のための書類  

公的機関が発⾏した⽒名・住所の記載がある⾝分証明書のコピーを同封してください。  
「運転免許証、住⺠票の写し(住所、⽒名等の必要事項のみ)など。」  
※本籍地が記載されている証明書の場合は、お⼿数ですが本籍地は隠してからコピーをおと
りくださいますようお願いいたします。  

 
 
 
 
 

  



■ 10-3. 郵送先  

〒113-0001 東京都⽂京区⽩⼭ 1-32-10 インソース⽩⼭ビル 3 階 

株式会社らしく 個⼈情報管理事務局宛  
 

※郵送費はご負担願います。⼀般書留で郵送いただくことを推奨いたします。  
また、次に定める場合は、対応いたしかねますので、予めご了承願います。対応できないこ
とを決定した場合は、その旨理由を付してご通知申し上げます。  

 

• ・ご本⼈様の確認ができない場合  
• ・ご本⼈以外の代理⼈によるご請求に際して、代理権等の地位、権限等が確認できな

い場合  
• ・所定の依頼書類に不備があった場合  
• ・ご依頼のあった個⼈情報の内容が、当社の保有個⼈データに該当しない場合  
• ・本⼈または第三者の⽣命、⾝体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  
• ・当社の業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合  
• ・他の法令に違反することとなる場合  

 

 

株式会社らしく   個⼈情報管理事務局  
※お問い合わせは、メールまたは郵便にての受付になります。privacy_r@rashiku.jp  
〒113-0001 東京都⽂京区⽩⼭ 1-32-10 インソース⽩⼭ビル 3 階  

 
※⼟・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始、ゴールデンウィーク期間につきましては、翌営業⽇以降の
対応とさせていただきます  
「個⼈情報の利⽤⽬的と第三者への提供について」は、個⼈情報の収集時に同意を頂くこと
を原則としております。  

  
 

  
 
 
 
 
 

  



Cookie 等の技術の利⽤について  
 

当社では、利⽤者の利便性の向上、広告の配信、および統計データの取得のため、Cookie、 
端末情報、ログ情報等を取得しています。  

 

当社 Web サイト等の利⽤状況の把握のため利⽤している Google アナリティクスはトラフィ 
ックデータ収集のため Cookie を使⽤しています。この収集しているデータは匿名のもので個 
⼈情報は含まれません。この Google アナリティクスによるトラッキングは、Google が公開
する⽅法によって無効にすることができます。Google のポリシーと規約に関する詳細は下記
を参照ください。  

 

Google ポリシーと規約  
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja  

 
 

 

株式会社らしく   個⼈情報管理事務局  
※お問い合わせは、メールまたは郵便にての受付になります。privacy_r@rashiku.jp  
〒113-0001 東京都⽂京区⽩⼭ 1-32-10 インソース⽩⼭ビル 3 階  

 
※⼟・⽇曜⽇、祝⽇、年末年始、ゴールデンウィーク期間につきましては、翌営業⽇以降の
対応とさせていただきます。  
「個⼈情報の利⽤⽬的と第三者への提供について」は、個⼈情報の収集時に同意を頂くこと
を原則としております。  
  

 

  


