サービス利用規約
2017 年 4 月 1 日
Turnpoint Consulting 株式会社（以下、
「当社」とする） が提供するサービス（以下「本サービス」をご利用に
なる方（以下「利用者」という）は、以下の利用規約について必ずご確認、ご承諾のうえでご利用をお願いいた
します。
第 1 条 （職業紹介サービス）
当社が提供する本サービスとは、利用者に対して、そのキャリア、スキルおよび適性、さらに将来への志向性を
に合致すると思われる求人案件を紹介するキャリアコンサルティングサービス、およびこれに付随するその他の
転職支援サービスの総称をいいます。
第２条 （本サービスの申込・利用）
利用者は、サービスの利用にあたって本規約の内容をすべて承諾したものとみなされます。
第３条 （本サービス利用の終了事由）
当社は、利用者が以下に該当すると判断したときは、利用者に対して何らの催告を要することなく、本サービス
の提供を終了させることができるものとします。
(1)利用者が本規約に著しく違反したとき
(2)利用者と当社との信頼関係が維持できなくなったとき
第４条 （利用者の責任）
１．利用者は、自らの意思によって本サービスを利用し、利用にかかわるすべての責任を負うものとします。
２．当社は、利用者が求人企業に入社した場合の仕事内容や処遇など労働条件について確認を行いますが、利用
者は、利用者の責任において、再度求人企業に労働条件を直接確認した後に雇用契約を結ぶものとします。当社
が確認しかつ利用者に通知した労働条件は、当該雇用契約を最終的に保証するものではないことを承諾するもの
とします。
３．利用者が本サービスの利用に起因して、第三者との間で紛争等が生じたときには、当社に責任がある場合を
除き、当社は何らの責任を負わず、利用者は、自身の責任においてこれに対処するものとし、当社に一切の迷惑
をかけないものとします。
４．利用者は、本サービスが、必ずしも利用者を転職の成功に導かない可能性があることを認識し、承諾します。
第５条 （利用者の禁止事項）
利用者は本サービス上、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)虚偽または不正確な情報を登録、告知する行為
(2)第三者または当社を誹謗中傷、脅迫、強要する、もしくはそのおそれのある行為。
(3)第三者または当社の著作権、商標権、その他知的財産権を含む一切の権利を侵害する行為。
(4)第三者または当社の財産、プライバシー、名誉等の権利を侵害する行為。
(5)本サービスを利用した営業活動、営利を目的とする情報提供等の行為。
(6)本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用する行為。
(7)本サービスの運営を妨げ、あるいは第三者または当社の信用を毀損するような行為、またはそのおそれのある
行為。

(8)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)各種法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
第６条 （免責）
利用者は、本サービスの利用によって、転職の実現が保証されるものではないこと、および求人企業と労働条件
その他契約内容について紛争が生じた場合には自己の費用と責任において求人企業と協議の上解決することを
承諾の上、本サービスを利用するものとします。また当社は、本規約の各時効に定めるものの他、本サービスを
利用したことかつ当社の責に帰するべき事由があったことによりご登録者に損害が発生した場合は、それによる
直接の結果として現実に被った通常生じる範囲内の損害に限り責任を負い、その他の損害については責任を負わ
ないものとします。
第７条（提供情報の不保証）
１．本サービスが提供する情報は、求人企業等の責任で提供されるものですので、当社は、提供情報の真実性、
合法性、安全性、適切性、有用性、最新性等その他一切の事項について、保証いたしません。利用者は、自己の
責任において利用するものとします。
２．当社は、利用者による本サービスの利用が、必ず求職、転職もしくはキャリアアップに成功する等の有効性
を有することについて何ら保証するものではありません。
第８条（損害賠償）
利用者は、本規約に違反し、当社に対し損害を与えたときは、当社に対し直接・間接を問わず一切の損害の賠償
義務を負うものとします。
第９条（個人情報の取り扱い）
１．個人情報の取り扱いについては、別途『個人情報保護方針』に定めています。当社は、これらに基づき利用
者の個人情報を適切に収集、利用、管理、および保管し、または第三者への提供を行います。
第１０条（規約の変更）
当社は、本規約を必要に応じて変更することができるものとします。本規約を変更した場合、インターネット上
に掲載するものとし、一ヶ月経過した時点で、すべての利用者が変更を承諾したものとみなします。
第１１条（協議事項）
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって
協議の上これを解決するものとします。
第１２条（準拠法および管轄）
本規約は日本法を準拠法とし、本サービスおよび本規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所
または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

Terms of Conditions
1st April 2017
The following Terms and Conditions apply to your use of both the website and consulting services (henceforth
called "Turnpoint Consulting Services") of Turnpoint Consulting Co.,Ltd. and any of its current / future
subsidiaries. Such terms should be read in conjunction with our PRIVACY POLICY. By using this website or
consulting services, you agree to comply with these Terms and Conditions. If you do not agree with these terms
then please refrain from using our services.
1. Use of Turnpoint Consulting Services
The purpose of our Turnpoint Consulting Services is to provide you with our services and general information. You
must not breach any terms of our Acceptable Use Policy set out below.
2. Acceptable Use Policy
You agree to use Turnpoint Consulting Services only for lawful purposes in accordance with these terms and
conditions and in a way that does not infringe the rights of restrict or inhibit anyone else’s use and enjoyment of
Turnpoint Consulting Services. Prohibited behavior includes harassing or causing distress or inconvenience to any
person, transmitting obscene or offensive content or disrupting the normal flow of dialogue within Turnpoint
Consulting Services.
You must not;
(1) Send, upload, display, disseminate or otherwise make available any unlawful, discriminatory, harassing,
libelous, defamatory, abusive, threatening, harmful, offensive, obscene, tortious or otherwise objectionable
material or otherwise breach any laws.
(2) Display, upload or transmit material that encourages conduct that may constitute a criminal offence, result in
civil liability or otherwise may breach any applicable laws, regulations or code of practice.
(3) Interfere with any other person’s privacy or use or enjoyment of Turnpoint Consulting Services.
(4) Fraudulently or otherwise misrepresent yourself to be another person or a representative of another entity or
fraudulently or otherwise misrepresent that you have an affiliation with a person, entity or group.
(5) Mislead or deceive Turnpoint Consulting Co.,Ltd., its representatives and any third parties who may rely on
the information provided by you, by providing inaccurate or false information, which includes omissions of
information.
(6) Disguise the origin of any material transmitted through the services provided by Turnpoint Consulting
Services(whether by forging messages/packet headers or otherwise manipulating normal identification
information).
(7) Send, upload or otherwise make available material which infringes any intellectual or industrial property right
of any person (such as copyright, trademarks, patents, or trade secrets, or other proprietary rights of any party).
(8) Send, upload, display or disseminate or otherwise make available material containing or associated with spam,
junk mail, advertising for pyramid schemes, chain letters, virus warnings (without first confirming the
authenticity of the warning), or any other form of unauthorized advertising or promotional material.
(9) Send, upload or otherwise make available material containing viruses, Trojans or any other material deigned
to impair, destroy or interrupt the performance of any hardware or software.
(10)

Obtain unauthorized access to or interfere with the performance of the servers which provide the services

or any servers on any associated networks or otherwise fail to comply with any policies or procedures relating
to the use of those servers
(11)

Collect, whether aggregated or otherwise, data about other users of the services.

3. Disclaimer
Turnpoint Consulting Services' content, including the information and material, names, images, pictures, logos and
icons regarding or relating to Turnpoint Consulting Co.,Ltd., its subsidiaries and any of its trading names its
products and services (or to third party products and services), is provided as a general guide only on an “as is” and
on an “is available” basis. We make no representations or any kind of warranty whatsoever (whether express or
implied by law) to the extent permitted by law, including the implied warranties of satisfactory quality, fitness for
particular purpose, non-infringement, compatibility, security, currency, completeness, adequacy, suitability and
accuracy.
Turnpoint Consulting Co.,Ltd. and/or its subsidiaries does not warrant that functions contained in Turnpoint
Consulting Service’s content will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that this website
or the server that makes it available is free of bugs, viruses, worms, Trojans or any other computer code that may
adversely affect any communications.
The use of Turnpoint Consulting Services do not guarantee an obligation of result.
4. Submitting Data to Turnpoint Consulting
If you upload your CV or apply for a job through Turnpoint Consulting Services, you must ensure that the details
provided by you at that or at any other time are accurate, up to date and complete.
We may suspend or cancel your account immediately at our reasonable discretion or if you breach any of your
obligations under these Terms and Conditions or the Privacy Policy.
The suspension or cancellation of your account and your right to use Turnpoint Consulting Services shall not affect
either party’s statutory rights or liabilities.
Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan. It is irrevocably
agreed that the Tokyo Summary Court or the Tokyo District Court in Japan shall have the first exclusive jurisdiction
to settle any disputes which arise between them in connection with this Terms and Conditions.
In the event that any problem arises between you and us, we agree to resolve such problem through good faith
discussions.
We may change these Terms and Conditions at our discretion and without notice. Any updates and changes will be
posted to this page.

