
派遣コネクト利用規約 

派遣コネクト利用規約（以下「本規約」といいます。）には、ビジコネット株式会

社（以下「当社」といいます。）が運営する人材派遣情報サイト（そのドメイン

が、「https://2b-connect.jp/」であるものであり、以下「当サイト」といいます。）
を通じて提供するサービス（当サイト上で提供される全てのサービスを含み、以下

「本サービス」といいます。また、その内容は本規約第２条に定めるとおりで

す。）の利用に関し、当社・当社の委託先と利用者の皆様との間の権利義務関係が

定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただい

たうえで、本規約に同意いただく必要があります。 

第１条（本規約の適用範囲） 

1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社
（当社の委託先を含みます。以下同様とします。）と利用者との間の権

利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービス

の利用に関わる一切の関係に適用されるものとし、利用者は、本規約に

したがって本サービスを利用しなければならないものとします。 
2. 当社が当サイト上に提示する利用条件及び諸注意等は、本規約の一部を
構成するものとします。 

3. 本規約の内容と、前項の利用条件、諸注意等及びその他の本規約外にお
ける本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用

されるものとします。 
4. 利用者が本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなしま
す。 

第２条（本サービスの内容） 

1. 本サービスの内容は以下のとおりです。 
（1）当サイトの利用者の、派遣コネクト提携企業（当社と別途個
別契約を締結している企業等。以下「提携企業」といいま

す。）に対する見積実施依頼等の取次 
（2）人材派遣に関する一般的な情報提供 



（3）上記に付帯するサービス 
2. 当社は、本サービスの内容、機能及び提供条件等を、当社の判断に基づ
き予告なしに追加、変更または廃止できるものとします。 

第３条（本規約の変更） 

1. 当社は、利用者の同意を得ることなく、また、利用者に対して、法律上
事実上問わず、一切の責任を負うことなしに、本規約を随時変更するこ

とができるものとします。 
2. 本規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる利用者に対
し、変更後の本規約の施行時期及び内容を当サイト上への掲載その他適

切な方法により周知し、又は通知します。 
3. 本規約の変更の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用したとき
は、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。 

4. 前各項の規定にかかわらず、当社は法令上利用者の同意が必要となるよ
うな変更を行う場合には、当社所定の方法で利用者の同意を得るものと

します。 

第４条（利用条件） 

1. 利用者は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスを利用すること
はできません。 

（1）本サービス利用時に当社に対し必要な情報が提供されない場
合又は提供された情報に虚偽、誤記又は記入漏れ等があったと

き 
（2）当社又は提携企業との連絡手段として必要となる情報（会社

名、電話番号、メールアドレス等）をご提供いただけないとき 
（3）ご提供いただいたメールアドレスについてドメイン指定受信

等のフィルタが設定されていることにより、当社又は提携企業

から送信される電子メールを受信できないとき 
（4）利用者（法人の場合は、自ら、その親会社、子会社、関連会

社の役員（名称を問わず、経営に実質的に関与しているものを

いう。））が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、



社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団

等の反社会的勢力に該当するとき 
（5）利用者（法人の場合は、自ら、その親会社、子会社、関連会

社の役員（名称を問わず、経営に実質的に関与しているものを

いう。））が、暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等

の違法行為を行ったとき 
（6）その他、当社が利用者として不適当と判断したとき 

2. 当社は、利用者が前項各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して
なんら通知等を行わずに当社の判断にて本サービスの利用停止その他必

要な措置を講じることができ、当社はかかる措置により利用者が被った

損害につき一切責任を負いません。また、当社は、当該措置を講じた理

由を開示する義務を負いません。 

第５条（本サービスの利用等） 

1. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、必要な情報を、当社の定め
る方法により、当社に対し提供することにより、本サービスの申込みを

するものとします。 
2. 前項にかかわらず、当社は、利用者が、第４条１項各号のいずれかに該
当する場合には、本サービスの利用を許諾しないことがあります。 

3. 利用者は、本サービスの利用の申込みをした場合にも、当社が利用者に
対し提携先企業への取次ぎの義務を負うものではないことを確認しま

す。 
4. 利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェ
ア、その他それに付随して必要となる全ての機器を準備設置するものと

し、本サービスの利用に関わる一切の通信料（パケット通信料も含

む）・インターネット接続料を負担するものとします。 

第６条（本サービスの提供条件） 



当社は、以下の条件に基づき本サービスを提供します。利用者は、本サービスの利

用にあたっては、利用者自身が、当サイト及び当サイトにおいて提供される情報や

サービスの有用性等を判断し、自らの責任で利用するものとします。 

（1）当社は、当サイト上に第三者の提供する広告を掲載すること
があります。当該広告は広告提供者の責任で掲載されるもので

あって、当社はその正確性、適法性等について保証するもので

はなく、一切責任を負いません。 
（2）前号のほか、当社は、本サービスにおいて提供する情報（提

携企業から利用者に対し提供される一切の情報を含みます。）

の有用性、正確性、適時性、適法性、完全性、最新性、真実性

その他一切の事項について何らの保証もせず、一切の責任を負

いません。 

第７条（提携企業との契約） 

1. 利用者は、本サービスの利用による提携企業との契約締結及び交渉につ
いて、自らの責任と判断により検討した上で、提携企業との間で直接行

うものとします。 
2. 当社は、提携企業が、利用者の求める信頼性を有していること及び提携
企業が利用者に提供する商品やサービスの機能・商品的価値・正確性・

有用性を有すること等の一切の事項につき、何らの保証をするものでは

ありません。 
3. 当社は、提携企業から利用者に対し提供される一切の情報につき、その
有用性、正確性、適時性、適法性、完全性、最新性、真実性等の如何な

る内容についても何らの保証もせず、利用者がかかる情報を参照したこ

とにより発生する損害、トラブル等に関しては一切の責任を負いませ

ん。 
4. 当社は、利用者と提携企業との間で締結される契約等の当事者又は代理
人にはなりません。また、当社は、利用者、提携企業のいずれに対して

も契約の締結の媒介・交渉等は一切行いません。 
5. 当社は、利用者の提携企業への取次ぎの後、利用者と提携企業との契約
の成否、条件内容又は履行等に関し、一切関与しません。 

6. 万一、利用者と提携企業との間で紛争が生じた場合には、当社は一切責
任を負わないものとし、提携企業と利用者との間で解決していただくも

のとします。 



 

第８条（案件の確認） 

当社は、利用者が本サービスを利用した場合、利用者が当社に対し提供した情報の

正確性等を確認することを主な目的として、利用者に対し電話又は電子メールで連

絡をする場合があります。また、当社は、随時、本サービスに関するアンケートを

目的として、利用者に対し、電話又は電子メールで連絡をする場合があります。利

用者は、当社が利用者に対し、これらの行為を行うことを予め承諾するものとしま

す。 

第９条（禁止事項） 

利用者は、以下の各号に該当する行為又は以下の各号に該当するおそれのある行為

を行ってはなりません。 

（1）本サービス利用時に、当社に対し虚偽の情報、実在する第三
者の情報、又は架空の情報を提供する行為 

（2）利用者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為 
（3）本サービスの利用により、第三者に迷惑・不利益を与える行

為 
（4）有害なコンピュータプログラム等を送信、又は書き込む等、

当サイトの運営及び本サービスの提供を妨害し、又は支障をき

たすおそれのある行為 
（5）本サービスを営利目的で利用する行為 
（6）当社、提携企業又は第三者の知的財産権等、肖像権、プライ

バシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為

（誹謗中傷、第三者の製品又はサービスに関する個人的なク

レーム等を含みます。） 
（7）法令、公序良俗に違反し、又はそのおそれのある行為 
（8）当社によるサービスの運営を妨害するおそれのある行為 



（9）その他、当社が不適切と判断した行為 

第１０条（私的使用範囲外の使用禁止） 

1. 利用者は、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供される情
報等について、当該情報にかかる権利者（以下「権利者」といいま

す。）の書面による事前の許諾を得ないで、利用者個人の私的使用の範

囲を超えて使用してはなりません。 
2. 利用者は、前項に違反する行為を第三者にさせてはなりません。 
3. 前二項の規定に違反したことにより利用者と権利者との間で何らかの問
題が発生した場合、利用者は自己の費用と負担によりすみやかにこれを

解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします 
4. 前項の場合において、当社が何等かの費用を負担した場合には、利用者
は、当該費用を当社に対してすみやかに支払わなければなりません。 

第１１条（免責等） 

1. 当社は、次の各号に定める事由により、利用者又は第三者に損害が生じ
た場合であっても、一切責任を負いません。 
（1）利用者設備の不具合又は障害等に起因する通信不良・遅延・

データの誤送等により本サービスを利用できなかった場合 
（2）利用者が本規約に違反した場合 
（3）紛争又は損害の原因が当社の故意による場合を除き、本サービ

スの利用によって利用者と提携企業又はその他の第三者との間

で紛争が生じた場合並びに利用者が提携企業又はその他の第三

者に損害を与えた場合 
（4）その他本サービスを利用することにより、当社の故意によらず

して利用者、提携企業又はその他の第三者に損害が発生した場

合 
2. 当社は、当サイトにおける他のウェブサイトのリンクの利用に関して生
じた事象に関し、一切責任を負いません。 

3. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある関係法
令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づ

いて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、利



用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保

証するものではありません。 
4. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変
更、利用者から提供された情報の削除又は消失、本サービスの利用によ

るデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連

して利用者が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします 
5. 本サービスの利用により、利用者、提携会社又は第三者が損害を被った
場合にも、当社に故意がある場合を除き、当社は一切の賠償責任を負わ

ないものとします 
6. 本規約のいかなる規定にもかかわらず、当社が利用者、提携会社又はそ
の他の第三者に対し損害賠償責任を負う場合であっても、当社が利用

者、提携会社又は第三者に対し賠償する損害の範囲は、現実に生じた直

接かつ通常の損害に限られるものとします。 

第１２条（著作権等の取扱い） 

1. 当サイト、本サービス及び当サイトに掲載されるすべてのコンテンツに
含まれる所有権及び知的財産権等（以下、併せて「知的財産権等」とい

います。）は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属し

ており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当サイト又は本サー

ビスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権

等の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由

によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権等

を侵害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバース

エンジニアリングを含みますが、これに限定されません。）をしてはな

らないものとします。また、利用者は、当社又は権利者の事前の書面に

よる承諾なく、これらを複製、転用等することを禁じます。 
2. 利用者が前項の規定に違反したことにより、利用者が当社にライセンス
を許諾している者の権利を侵害している、もしくは侵害する恐れがある

として、当社が訴訟等の当事者となり、賠償金等の当該訴訟等に関連し

て何等かの費用（弁護士費用を含む。）を負担した場合には、利用者

は、当社に対して当該金員をすみやかに支払うものとします。 



第１３条（第三者への再委託） 

当社は、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができるものと

し、利用者は予めこれを承諾するものとします。 

第１４条（権利義務の譲渡） 

1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用者としての地位又は
本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し譲渡、移転、担

保設定、その他の処分をすることはできません。 
2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業
譲渡に伴い、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者から提供された

一切の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することが出来るものとし、

利用者は、かかる譲渡につき同意したものとします。なお、本項に定め

る事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移

転するあらゆる場合を含みます。 

第１５条（個人情報の取扱い） 

1. 当社は、利用者の個人情報を、当社のプライバシーポリシーに基づき取
り扱うものとします。 

2. 当サイトでは、利用者の個人情報など保護が必要なデータを安全にやり
とりするため、SSL（Secure Socket Layer）を利用した暗号化通信を使
用しています。当サイト内における情報の保護には万全を期しています

が、利用者は、インターネット通信の特性上セキュリティーを完全に保

証するものではないことをあらかじめ確認します。 



第１６条（取得したデータの利用について） 

利用者は、本サービスの運用、改良、障害対応及びメンテナンス等に必要な範囲内

で、当社が、本サーバに保存されている利用者の保存データにアクセスし、使用す

ることをあらかじめ許諾します。 

第１７条（履歴情報の取得等） 

当サイトでは、広告配信事業者が提供する行動ターゲティング広告を行います。こ

の広告では、サイト閲覧情報などをもとに、特定のサイトにおいて、利用者の興

味・関心にあわせて広告を配信します。利用者のサイト閲覧情報を取得するため

Cookieを使用しますが、個人を特定・識別できるような情報は一切含まれていませ
ん。また、当サイトでは、Googleのディスプレイ広告を利用し、ユーザー属性とイ
ンタレストカテゴリに関するGoogle アナリティクスレポートを導入しています。広
告の無効化、カスタマイズを希望される利用者は広告配信事業者のオプトアウト

ページにアクセスして、Cookieの使用の無効化、広告設定の変更ができます。 
 
当社は、本サービスの利用状況把握等のためにCookieを使用します。 
 
利用者はCookieの送受信に関する設定を「すべてのCookieを許可する」、「すべて
のCookieを拒否する」、「Cookieを受信したらユーザーに通知する」などから選択
できます。設定方法は、ブラウザにより異なります。Cookieに関する設定方法は、
お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューでご確認ください。なお、すべてのCookie
を拒否する設定を選択されますと、認証が必要なサービスを受けられなくなる等、

インターネット上の各種サービスの利用上、 制約を受ける場合がありますのでご注
意ください。 

第１８条（本サービスの中断、停止、終了） 



1. 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の告
知又は通知なく本サービスを一時的に中断又は停止できるものとしま

す。 
（1）本サービスにかかるコンピュータ・システムの点検又は保守作

業を行う場合 
（2）コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合 
（3）火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営

ができなくなった場合 
（4）その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、利用者への事前の告知又は通知なく本サービスを終了すること
ができるものとします。 

3. 前二項により利用者又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は
一切責任を負いません。 

第１９条（損害賠償） 

利用者が、本サービスの利用に関して、本規約に違反し又は利用者の責めに帰すべ

き事由により当社、提携企業又はその他の第三者が損害を被った場合、当該利用者

は、かかる損害（合理的範囲の弁護士費用を含む）を賠償するものとします。 

 

第２０条（分離可能性） 

1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断さ
れた場合であっても、本規約の残りの規定（無効または執行不能と判断

された規定以外の条項および部分）は影響を受けず、その後も有効なも

のとして存続します。 
2. 前項の場合、当社および利用者は、当該無効もしくは執行不能の規定の
条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正



し、当該条項または部分の趣旨並びに法律的および経済的効果を確保で

きるように努めるものとします。 

第２１条（準拠法及び管轄裁判所） 

本規約の準拠法は日本法とし、当サイト、本サービス及び本規約に関する一切の紛

争は、東京地方裁判所又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。 

以上 

【2020年8月27日制定】 
 


