
個人向け【doda 利用規約】 

変更の概要： 

doda キャリアライフサポートプログラムを、CareerPocket と名称を改めるとともに、サービス内容の拡大・変更

をしました。 

NO 条項番号 
変更前（2018年 10月

2日版） 

変更後（2019年 8月

１日版） 
変更概要 

1 前文 

本規約は、パーソルキャリア株
式会社が提供する「ｄｏｄ
ａ」のサービスをご利用いただ
くうえでのご同意事項となりま
す。 「ｄｏｄａ」に会員登
録をされる場合には、本規約
の内容に同意した上で、会員
登録を行ってください。また、ご
登録前に「ｄｏｄａ」をご利
用いただく場合には、実際に
ご利用されたことをもって本規
約にご同意いただいたものとみ
なします。 

本規約は、パーソルキャリ
ア株式会社が提供する
「ｄｏｄａ」のサービスを
ご利用いただくうえでのご
同意事項となります。 
「ｄｏｄａ」に会員登録
をされる場合には、本規
約の内容に同意した上
で、会員登録を行ってくだ
さい。また、ご登録前に
「ｄｏｄａ」をご利用いた
だく場合には、実際にご利
用されたことをもって本規
約にご同意いただいたもの
とみなします（本規約にご
同意いただいたことにより
お客様と当社との間で成
立する本サービス利用契
約を「本契約」といいま
す）。 

本規約にご同意いた
だく事で、お客様と当
社との間に本サービス
利用契約が成立する
ことを明記しました。 
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第 2条 4項
（ｄｏｄａエー
ジェントサービスの
提供等） 

アフターフォロー等のサービスに
関しては、同規約第４条
（ｄｏｄａキャリアライフサポ
ートプログラム ）に記載の通
りとなります。 

アフターフォロー等のサービ
スに関しては、同規約第
４条
（CareerPocket）に記
載の通りとなります。 

サービス名称を変更し
ました。 

3 
第 4条 1項
（CareerPock
et） 

ｄｏｄａキャリアライフサポー
トプログラムとは、本サイトに掲
載されている求人に直接応
募され、転職先を決定した利
用者またはｄｏｄａエージェ
ントサービス（「バイリンガルリ
クルートメントソリューションズ」
および「クリーデンス」は除きま
す）を通じて転職先を決定し
た利用者に限り、入社日以
降（当社が定める一部のサ
ービスについては、転職先への
入社決定日より利用可能と
します。なお、現職中の方は
退職交渉完了日から利用可
能とします。） キャリアに関す
る相談にキャリアライフサポータ
ーが電話やメール等で応じる
サポート（以下「アフターフォロ

CareerPocket とは、キ
ャリアに関する相談にキャリ
アライフサポーターが電話
やメール等で応じるサポー
ト、メールマガジンその他の
各種情報の提供、および
イベントの開催、会員優
待情報など、利用者に前
向きに働いていただくことを
目的として提供するサービ
スをいいます。 

4条 2項に
CareerPocket の利
用条件を移設しまし
た。 
また、サービス内容拡
大・変更につき、提供
期間の上限を削除し
ました。 



ー」といいます。）、メールマガ
ジンその他の各種情報の提
供、およびイベントの開催、会
員優待情報など、転職先を
決定した利用者に前向きに
働いていただくことを目的とし
たｄｏｄａキャリアライフサポ
ートプログラム（以下「本プロ
グラム」といいます。）を受ける
ことができます。ただし、アフタ
ーフォローの提供期間は、入
社日から起算して 2年間とし
ます。なお、入社決定日より
利用できる当社が定めるサー
ビスの提供も同時に終了しま
す。 

4 
第 4条 2項
（CareerPock
et） 

新設 

doda エージェントサービス
（「バイリンガルリクルート
メントソリューションズ」およ
び「クリーデンス」は除きま
す）を通じて転職先を決
定した利用者は、入社日
以降（当社が定める一
部のサービスについては、
転職先への入社決定日
より利用可能とします。な
お、現職中の方は退職交
渉完了日から利用可能と
します。）、
CareerPocket の提供を
受けるにあたり、あらかじめ
以下の CareerPocket
の利用規約に同意するも
のとします
（CareerPocket の利
用規約にご同意いただい
たことによりお客様と当社
との間で成立する
CareerPocket の利用
契約を「CareerPocket
利用契約」といいます）。
https://careerpocket
.jp/kiyaku 

doda エージェントサー
ビスを利用して転職先
を決定した利用者は、
入社日以降から
CareerPocket を利
用することができ、
CareerPocket を利
用するにあたっては、
利用規約に同意する
ものとする旨、明記し
ました。 

5 
第 4条 3項
（CareerPock
et） 

本サイトに掲載されている求
人に直接応募され、転職先
を決定され入社された利用
者が本プログラムを利用する
場合は、当社が指定する必
要事項を当社指定の方法に
て提供いただきます。なお、当
該利用者が提供した情報内
容に虚偽等が認められた場
合、当社は本プログラムの全

前項以外の方法で、転
職先を決定され入社され
た利用者が
CareerPocket の利用を
希望する場合は、別途、
当社が指定する方法にて
利用申込みを行うものとし
ます。 

doda の求人に応募
した方以外も利用でき
るようにしました。 
また、なお書き部分は
「CareerPocket利
用規約」に反映してい
るため、削除しました。 



部または一部の提供を停止
する場合があります。 
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第 4条旧 3項
から 8項
（CareerPock
et） 

3．利用者は、時間、回数な
ど当社が指定した範囲に限
り、アフターフォローを受けられ
るものとします。 

4．当社は、本プログラムにお
いて、利用者に対し、転職支
援を行わないものとします。利
用者は、当社より転職に関す
るアドバイス、求人案件の紹
介などの転職支援を希望する
場合は、あらためてｄｏｄａ
エージェントサービスに申込む
ものとします。 

5．利用者は、本プログラム
において、当社に対し、利用
者に代わって第三者へ働き掛
けること（転職先への職場環
境改善などの交渉を含みます
が、これに限りません）を依頼
しないものとします。 

6．本プログラムは、利用者
が抱える問題の解決を目的と
するものではありません。当社
は、本プログラムが利用者の
目的に適合すること、および
効果が得られることを保証し
ないものとします。また、当社
は、本プログラムにおいて、相
談内容が、キャリアに関する
相談であっても、法令の解釈
や利用者の健康に関する場
合、その他本プログラムの目
的に合致しないと当社が判断
する場合には、本プログラムの
全部または一部を提供しない
ことがあります。 

7．利用者は、当社から第三
者が提供する商品またはサー
ビスについての情報を提供す
る場合がありますが、あらかじ
めその内容を確認し、自らの
判断で申し込むものとします。
当社は、第三者が提供する

削除 
「CareerPocket利
用規約」に反映してい
るため、削除しました。 



商品またはサービスを利用し
て利用者が被った損害につい
て、責任を負いません。 

8．当社は、利用者が本規
約に定める事項に違反した場
合、その他当社が本プログラ
ムの提供が困難であると判断
した場合には、本プログラムの
全部または一部の提供を停
止または終了することができま
す。 
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第 11条（利用
者のお申出によ
る本契約の終
了） 

新設 

利用者は、当社所定の
手続きを行うことにより、い
つでも本契約を終了する
ことができます。ただし、第
4条 2項に基づき当社が
利用者に
CareerPocket の提供を
開始した場合、利用者は
CareerPocket 利用契
約に定める方法により契
約を終了させるまで
CareerPocket 利用契
約の効力は続くものとしま
す。 

CareerPocket の提
供開始後は、doda
退会後、別途、
CareerPocket 利用
契約を終了させる必
要があることを明記し
ました。 
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第 17条（統計
データ、属性情
報等の取り扱
い） 

当社は、利用者の登録・抹
消の前後を問わず、本サービ
ス上で利用者が登録した利
用者の個人情報、本サービス
の利用履歴（ページビュー、
応募履歴、利用者と求人者
との間のメッセージの送受信、
本サービスを通じた転職活動
の過程、態様、成否のステー
タス等を含みますが、これらに
限られません。）を、個人を
識別・特定できないように加
工した後、集計および分析し
た統計データ、属性情報等を
作成し、これらを何らの制限
なく利用することができるものと
し、利用者はこれをあらかじめ
承諾します。 

当社は、利用者の登録・
抹消の前後を問わず、本
サービス上で利用者が登
録した利用者の個人情
報、本サービスの利用履
歴（ページビュー、応募
履歴、利用者と求人者と
の間のメッセージの送受
信、本サービスを通じた転
職活動の過程、態様、成
否のステータス等を含みま
すが、これらに限られませ
ん。）を、個人を特定また
は特定しないで解析した
後、識別・特定できないよ
うに加工、集計および分
析した統計データ、属性
情報等を作成し、これらを
何らの制限なく利用するこ
とができるものとし、利用
者はこれをあらかじめ承諾
します。 

個人を「特定または特
定しないで解析した
後、」を追加し、表現
を自然にするため、加
工「した後」の部分を
削除しました。 

 


