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Turnpoint Consulting 株式会社は、有料職業紹介事業者として、お預かりした個人情報の重要性を十分に認識す

るとともに、プライバシー保護にかかわる責任を重く受け止め、個人情報の適正な取り扱いに努めることをここ

に宣言いたします。 

 

１．個人情報の管理について 

当社は個人情報の安全性及び正確性の確保を図り、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失またはき

損の予防措置を実施するとともに、万一の問題発生時には速やかな是正措置を実施します。 

 

２．個人情報の利用目的 

個人情報は、有料職業紹介業務において当社の政党な事業遂行上並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に

限定して、収集、利用及び提供し、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱いいたしません。 

 

３．個人情報の第三者への開示 

ご提出いただいた個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供すること

はいたしません。 

（1） あらかじめ、本人に必要事項を明示または通知し、本人の同意を得ているとき 

（2） 法令に基づく場合 

（3） 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情

報についての開示を求められた場合。 

（4） 個人を特定できないように加工した利用状況や統計データを作成する場合 

 

４．外部委託について 

当社は個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合があります。委託を行う場合には、十分な個

人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、個人情報保護に関する契約を結んだうえで行

います。また、当該委託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。 

 

５．開示等の手続について 

当社に対してご本人の個人情報の開示など（利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止また

は消去、第三者への提供の停止）に関して、当社お問い合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当社は

お客さま本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示などの申し出の詳細につ

きましては、下記の窓口へお問い合わせください 

 

【問い合わせ窓口】 

住所 ：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-3-6 ワカ末ビル７階 

Email ：contact@turnpoint-consulting.com 

 

 

 



PRIVACY POLICY 

Last Updated on 1st April 2017 

 

Turnpoint Consulting handles Personal Information supplied by customers as follows: 

1. Protection and Control of  Personal Information 

Turnpoint Consulting will control your Personal Information appropriately and securely by having in place 

protective measures for loss, destruction and leakage of this information. 

 

2. Purpose of collecting Personal Information 

Personal Information will be used by Turnpoint Consulting for the purpose of introducing career 

opportunities and related matters. Turnpoint Consulting will respect unequivocally your wishes for us to 

either keep or delete your Personal Information. However if you chose not to provide us with this 

information, it may effect our ability to introduce suitable opportunities to you.  

 

3. Provision and Entrustment of Personal Information 

Turnpoint Consulting will not provide your Personal Information to any third party except in the following 

cases: 

(1)When Turnpoint Consulting has obtained your explicit consent for a specific purpose such as an  

application to a specific position or specific company.  

(2)When disclosure by law, court order, or government ordinance is required.  

(3)When Turnpoint Consulting discloses statistical data which is presented in a format that does not allow 

Personal identification.  

 

4. Non-disclosure contract of Personal Information 

Turnpoint Consulting carefully controls the Personal Information of our customers and we insist on having a 

non-disclosure agreement in place with our corporate clients and external service providers to ensure your 

Personal Information is protected and secure.  

  

5. Provision, amendment, or deletion of Personal Information 

You will remain in control of your Personal Information at all times so should you desire your own Personal 

Information to be amended or deleted, please call Turnpoint Consulting through your contact counterpart at 

Turnpoint Consulting or through our Customer Support Service: 

 

Email  : contact@turnpoint-consulting.com 

Address  : Wakamatsu Building 7F, Shin-Nihonbashi Honcho 3-3-6, Chuo-ku, Tokyo, 103-0023 


