
アセスメントサービス利用約款　変更点一覧
2018年4月1日改定

対象約款 条項 変更前 変更後 変更のポイント

アセスメントサービ
ス利用約款（全般）

－ 「株式会社リクルートキャリア」と表記 「株式会社リクルートマネジメントソリューション
ズ」と表記

株式会社リクルートマネジメントソ
リューションズへのHＲアセスメント
ソリューション事業の承継（以下
「事業承継」）に伴い変更

－ 「ユーザー登録」と表記 「顧客登録」と表記 一般的表記に変更

第２条 （アセス
メントサービス）
２項

前項の本サービスとは、本ツールの開発、利用
の許諾、ユーザー登録の手続、ＩＤ・パスワード
（以下あわせて「ＩＤ等」という）の発行、問題冊
子・回答シート（以下あわせて「問題冊子等」とい
う）の貸与、・・・

前項の本サービスとは、本ツールの開発、利用
の許諾、顧客登録の手続、ＩＤ・パスワード（以下
あわせて「ＩＤ等」という）の発行、問題冊子・質問
冊子・回答シート（以下あわせて「問題冊子等」と
いう）の貸与、・・・

事業承継に伴い質問冊子も対象と
なることを明確化

第８条 （利用料
金の請求およ
び支払い）
３項

乙は、本サービスの利用料金に対し、別途甲の
所属する国または地域の定める源泉税が発生
する場合、甲に対し本サービスの利用料金に当
該源泉税を上乗せした金額を請求できるものと
する。なお、甲は前各号に基づき乙に利用料金
を支払うものとし、甲の所属する国の定める方法
により源泉税納付を行うものとする。

（削除） 実態に合わせて削除

第８条 （利用料
金の請求およ
び支払い）
４項

－ （３項に移動） 第８条３項の削除に伴い変更

第１０条 （禁止
行為および甲
の義務）
１項

甲は、本サービスを乙が予め承諾した利用目的
（甲の採用選考および甲の受検者等の適性の評
価ならびに受検者等の自己理解の目的等を含
み、以下「利用目的」という。）にのみ使用するも
のとし、その他の目的で利用してはならない。な
お、その他の目的とは、甲以外の法人（甲の親
会社、子会社、関係会社等を含む）での本サー
ビスの利用、および甲の従業員ならびに甲の指
定する受検者または回答者（以下総称して「受検
者等」という）以外の個人（以下甲以外の法人お
よび当該個人をあわせて「第三者」という）に対す
る本ツールの実施、商業目的での利用を含む
が、これらに限られない。

甲は、本サービスを、乙が予め承諾した利用目
的（甲の採用選考、甲による受検者または回答
者（以下あわせて「受検者等」という）の適性の評
価および受検者等の自己理解の目的等を含み、
以下「利用目的」という）にのみ使用するものと
し、その他の目的で利用してはならない。なお、
その他の目的とは、甲以外の法人（甲の親会
社、子会社、関係会社等を含む）での本サービス
の利用、および甲の従業員・採用応募者・その他
利用目的のために必要な受検者等以外の個人
（以下甲以外の法人および当該個人をあわせて
「第三者」という）に対する本ツールの実施、商業
目的での利用を含むが、これらに限られない。

表現の統一および修正

第１０条 （禁止
行為および甲
の義務）
８項

甲が、本サービスの提供を受けるにあたり、甲が
行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当
該第三者に本約款等における甲と同等の義務を
負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面を
もって速やかに通知しなければならない。なお、
乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、ま
たは履行しないおそれがあると判断した場合、乙
は、当該第三者の作業代行を認めないことがで
きる。

甲が、本サービスの提供を受けるにあたり、甲が
行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当
該第三者に本約款等における甲と同等の義務を
負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面を
もって事前に通知しなければならない。なお、乙
が、当該第三者が当該義務を履行しない、また
は履行しないおそれがあると判断した場合、乙
は、当該第三者の作業代行を認めないことがで
きる。

作業を代行する第三者に関する通
知を、「事前」に変更

第１６条 （採点
データの利用）

甲は、乙が、本ツールの採点後のデータ（以下
「採点データ」という）をもとに個人情報を集計し、
甲および受検者等が識別、特定できないように
加工したデータや統計情報を作成し、・・・

甲は、乙が、本ツールの採点後のデータ（以下
「採点データ」という）をもとに、個人情報を集計
し、または甲および受検者等が識別、特定できな
いように加工したデータや統計情報を作成
し、・・・

表現の統一および修正

第１８条 （本
サービスの提
供の停止）

乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場
合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を
一時的に停止することができる。

乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場
合、甲の事前の承諾なく、いかなる責任も負わず
に本サービスの提供を一時的に停止することが
できる。

免責の範囲について明確化

第２０条 （乙の
損害賠償およ
び免責）
２項（１）

甲または受検者等が日本以外の国または地域
において本サービス（採点結果の利用を含む）を
利用した場合において、本サービスの一部また
は全部が、当該国または地域における法令、慣
習等に抵触したことにより、甲または受検者等そ
の他の第三者に損害が生じた場合

甲または受検者等が日本以外の国または地域
において本サービスを利用（採点結果の利用を
含む）した場合において、本サービスの一部また
は全部が、当該国または地域における法令、慣
習等に抵触したことにより、甲、受検者等または
その他の第三者に損害が生じた場合

表現の統一および修正

第２０条 （乙の
損害賠償およ
び免責）
２項（３）

甲が、乙があらかじめ定めた方法以外の方法に
より・・・

甲が、乙が予め定めた方法以外の方法によ
り・・・

表現の統一および修正

第２１条 （採点
データの保管、
廃棄、削除、消
去）
１項

乙は、本ツールの採点データを、報告日の属す
る年度の翌年度の末日まで、実施後の報告と同
内容の報告ができる状態で保管する。なお、年
度については、別途内規
（http://www.spi.recruit.co.jp/privacy/）により
サービス毎に定義する。

乙は、本ツールの採点データを、報告日の属す
る年度の翌年度の末日まで、実施後の報告と同
内容の報告ができる状態で保管する。なお、年
度については、別途内規（https://www.recruit-
ms.co.jp/information/privacy/backup.html）によ
りサービス毎に定義する。

事業承継に伴いURLを変更

（約款名） ペーパーテスティングサービス利用約款 ペーパーテスティングサービス利用個別約款 個別約款であることを明確化

第１条 （趣旨） ペーパーテスティングサービス利用約款（以下
「個別約款」という）は、・・・

ペーパーテスティングサービス利用個別約款
は、・・・

約款名の変更に伴い変更

第２条 （ペー
パーテスティン
グサービス）

ペーパーテスティングサービスとは、乙が、甲の
申請に基づき、乙が開発したアセスメントツール
（以下「本ツール」という）の問題冊子・回答シート
（以下あわせて「問題冊子等」という）を甲に貸与
し、甲が本ツールの受検者または回答者（以下
あわせて「受検者等」という）に実施した本ツール
の採点処理を乙に依頼し、乙が当該受検者等の
採点結果を甲に報告するサービスの総称をい
う。

ペーパーテスティングサービスとは、乙が、甲の
申請に基づき、乙が開発したアセスメントツール
（以下「本ツール」という）の問題冊子・質問冊子・
回答シート（以下あわせて「問題冊子等」という）
を甲に貸与し、甲が指定する本ツールの受検者
または回答者（以下あわせて「受検者等」という）
に実施した本ツールの採点処理を乙に依頼し、
乙が受検者等の採点結果を甲に報告するサー
ビスの総称をいう。

質問冊子も対象となることを明確
化
表現の統一および修正

第４条（問題冊
子等の管理）
４項

甲は、乙の定める手続に従い、本ツールに関す
るユーザー登録の申請を行う。ユーザー登録
は、甲の本社、支社、各部等の名称を問わず、
本ツールを利用する組織毎に行ものとし、甲は、
ユーザー登録をした他の組織（同一法人の異な
る組織も含む）に、問題冊子等を使用させてはな
らない。

甲は、顧客登録をした他の組織（同一法人の異
なる組織も含む）に、問題冊子等を使用させては
ならない。

アセスメントサービス利用基本約款
第６条と重複している箇所を削除

アセスメントサービ
ス利用基本約款

ペーパーテスティン
グサービス利用約
款
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（約款名） インハウスＣＢＴサービス利用約款 インハウスＣＢＴサービス利用個別約款 個別約款であることを明確化

第１条 （趣旨） インハウスＣＢＴサービス利用約款（以下「個別
約款」という）は、・・・

インハウスＣＢＴサービス利用個別約款は、・・・ 約款名の変更に伴い変更

第２条 （インハ
ウスＣＢＴサー
ビス）

インハウスＣＢＴサービスとは、乙が、乙が開発し
た適性検査等（以下「本テスト」という）をインター
ネット回線を用いて実施できる環境を整備し、甲
が指定する本テストの受検者または回答者（以
下あわせて「受検者等」という）が当該環境に接
続可能な甲の用意したコンピュータ等を使用して
本テストを受検し、乙が当該受検者等の採点結
果を甲に報告するサービスの総称をいう。

インハウスＣＢＴサービスとは、乙が、乙が開発し
た適性検査等（以下「本テスト」という）をインター
ネット回線を用いて実施できる環境を整備し、甲
が指定する本テストの受検者または回答者（以
下あわせて「受検者等」という）が当該環境に接
続可能な甲の用意したコンピュータ等を使用して
本テストを受検または回答（以下あわせて「受検
等」という）し、乙が受検者等の採点結果を甲に
報告するサービスの総称をいう。

表現の統一および修正

第３条 （本テス
トの実施）
４項

本テストの実施環境は、甲の負担により甲が責
任をもって整備する。乙の責に帰すべからざる事
由（回線の混雑、回線障害、コンピュータ機器の
障害等）により受検者等が本テストを受検でき
ず、または乙に対して回答結果が送信されない
場合、乙はその責を負わない。

本テストの実施環境は、甲の負担により甲が責
任をもって整備する。乙の責に帰すべからざる事
由（回線の混雑、回線障害、コンピュータ機器の
障害等）により受検者等が本テストを受検等でき
ず、または乙に対して回答結果が送信されない
場合、乙はその責を負わない。

第２条の変更に伴い変更

－ 「本テスト」と表記 「本ツール」と表記 事業承継に伴い、テストに限定しな
い表記に変更

－ 「受検」と表記 「受検・回答」、「受検等」と表記 表現の統一および修正

（約款名） ＷＥＢテスティングサービス利用約款 ＷＥＢテスティングサービス利用個別約款 個別約款であることを明確化

第１条 （趣旨） ＷＥＢテスティングサービス利用約款（以下「個別
約款」という）は、利用者（以下「甲」という）が株
式会社リクルートキャリア（以下「乙」という）の提
供する次条に定めるサービスを利用するにあた
り、甲および乙が遵守するべき事項を定めたも
のである。

ＷＥＢテスティングサービス利用個別約款は、利
用者（以下「甲」という）が株式会社リクルートマ
ネジメントソリューションズ（以下「乙」という）の提
供する次条に定めるＷＥＢテスティングサービス
を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき
事項を定めたものである。

約款名の変更に伴い変更
ＷＥＢアセスメントサービスが対象
であることを明確化

第２条 （ＷＥＢ
テスティング
サービス）

ＷＥＢテスティングサービスとは、乙が、乙が開
発した適性検査等（以下「本テスト」という）をイン
ターネット回線を用いて実施できる環境を整備
し、甲が指定する受検者または回答者（以下あ
わせて「受検者等」という）が当該環境に接続可
能なコンピュータ等を使用して本テストを受検し、
乙が当該受検者等の採点結果を甲に報告する
サービスの総称をいう。

ＷＥＢテスティングサービスとは、乙が、乙が開
発した適性検査・サーベイ等（以下「本ツール」と
いう）をインターネット回線を用いて実施できる環
境を整備し、甲が指定する本ツールの甲の受検
者または回答者（以下あわせて「受検者等」とい
う）が当該環境に接続可能なコンピュータ等を使
用して本ツールを受検・回答（以下「受検等」とい
う）し、乙が受検者等の採点結果を甲に報告する
サービスの総称をいう。

事業承継に伴い、テストに限定しな
い表記に変更
表現の統一および修正

第３条 （本テス
トの実施）
３項

受検者等は、前項の甲の指示により、甲と乙が
所定の手続によって発番する企業別受検ＩＤ・パ
スワード（以下あわせて「企業別受検ＩＤ等」とい
う）を使用して、本テストが受検できるものとす
る。

受検者等は、前項の甲の指示により、甲および
乙が所定の手続によって発番する企業別受検Ｉ
Ｄ・パスワード等（以下あわせて「企業別受検ＩＤ
等」という）を使用して、本ツールを受検等する。

表現の統一および修正

（約款名） テストセンターサービス利用約款 テストセンターサービス利用個別約款 個別約款であることを明確化

第１条 （趣旨） テストセンターサービス利用約款（以下「個別約
款」という）は、・・・

テストセンターサービス利用個別約款は、・・・ 約款名の変更に伴い変更

第２条 （テスト
センターサービ
ス）

テストセンターサービスとは、甲が指定する受検
者または回答者（以下あわせて「受検者等」とい
う）が、乙が開発した適性検査等（以下「本テス
ト」という）のすべてまたは一部を乙のテストセン
ターで受検し、乙がその採点結果を受検者等の
指示した企業に報告するサービスの総称をいう。

テストセンターサービスとは、甲が指定する受検
者または回答者（以下あわせて「受検者等」とい
う）が、乙が開発した適性検査等（以下「本テス
ト」という）のすべてまたは一部を乙のテストセン
ターで受検または回答（以下あわせて「受検等」
という）し、乙が受検者等の採点結果を受検者等
の指示した企業に報告するサービスの総称をい
う。

表現の統一および修正

第３条 （本テス
トの利用）

（「受検」と表記） （「受検等」と表記） 第２条の変更に伴い変更

第６条 （個人情
報の保護）
１項

甲は、乙より報告された受検者等の採点結果を
含む個人情報（以下「受検者情報」という）を乙が
予め承諾した目的（甲の採用選考および甲の受
検者等の適性の評価ならびに受検者等の自己
理解の目的等を含み、以下「利用目的」という。）
にのみ利用するものとし、その他の目的で利用し
ない。

甲は、乙より報告された受検者等の採点結果を
含む個人情報（以下「受検者情報」という）を乙が
予め承諾した目的（甲の採用選考、甲による受
検者等の適性の評価および受検者等の自己理
解の目的等を含む）にのみ利用するものとし、そ
の他の目的で利用してはならない。

表現の統一および修正

ＷＥＢテスティング
サービス利用約款

テストセンターサー
ビス利用約款

インハウスＣＢＴ
サービス利用約款
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