
個人情報保護方針 

 

株式会社 Liberta（以下、「当社」といいます。）は、当社事業（有料職業紹介事業、労働者派遣事業、セールスプ

ロモーション事業、法人ソリューション事業等）の運営にあたり、保有する個人情報が当社の最重要資産である

との認識に立ち、高い倫理観の下、その保護に万全を尽くし、期待と信頼に応えて参ります。私どもは、お預か

りしました情報の安全な保管、適切な利用・提供等を行う為法令・規範の遵守は元より、個人情報保護マネジメ

ントシステムを策定し、これに基づく社内規程を定めて全ての役員･従業員が守り、行動します。より信頼され安

心して情報をお預けいただけますよう、以下に示す個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めて参ります。 

 

1. 法令等の遵守 

当社は、個人情報を取扱う際に、個人情報の保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守致しま

す。 

2. 個人情報の取得、利用及び提供に関して 

当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、あらかじめご本人の同意を得た場合、および法令によ

り認められた場合を除き、あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取扱います。

また、法令により認められた場合を除き、ご本人の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供しません。 

3. 個人情報保護のための安全管理措置 

当社は、お預かりした個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス、漏え

い、改ざん、減失、き損等を防止するため、現時点での技術水準に合わせた必要かつ適切な安全管理措置を講じ、

必要に応じて是正して参ります。 

4. 委託先の管理 

当社は、業務を円滑に進める為業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲内で個人情報を委託するこ

とがあります。これらの業務委託先は、個人情報の取扱いにつき、十分なセキュリティ水準にあることを確認の

うえ選定し、契約等を通じて必要かつ適切な監督を行います。 

5. 個人情報に関するご意見・ご相談への対応 

当社は、個人情報の開示、訂正、利用（商品やサービスの紹介）の停止、消去その他の個人情報の取扱いに関す

るご意見やお問い合わせに対し、法令の規定に基づき、適切に対応致します。 

当社の案内する窓口までご連絡下さい。 

6. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善 

個人情報保護マネジメントシステムについて、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時・適切に見直して、そ

の改善を継続的に推進して行きます。 
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個人情報受付窓口／個人情報保護方針に関するお問い合わせ先 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-19 ＭＫビル 4 階 

株式会社 Liberta 

Tel：03-6271-7397 

お問い合わせ受付時間：平日 10:00～18:30（土日祝日・その他当社指定休日を除く） 



当社事業運営における、個人情報の取扱いおよび公表事項等に関するご案内 

 

当社では、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）に基づき、取得する個人情報について、所定の事項

を、公表、もしくは本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めています。当社では、これらの公表事項を

以下に掲載させていただきますのでご覧くださいますようお願い申し上げます｡ 

 

 

個人情報の取得 

 

当社では、提携会社及び取引先からの業務提携又は委託により当社事業を行なうことを目的として、個人情報の

提供を受けています。当社 WEB サイトより当社サービスの申し込みをいただいた際、お客様との電話ならびに

対面の際、その他法令に基づく方法によって、以下に記載の個人情報を取得しています。これらの個人情報をも

とにご連絡を行う場合がございます。また、電話帳など一般的に市販されている媒体、資料請求はがき、電子メ

ール、電話、オンライン商談を通じて個人情報を収集・取得することがあります。なお、当社では営業・勧誘方

法の研修及び適切な対応を行うことならびにセキュリティ向上を目的として、お取り引きやお問い合わせ内容、

顧客対応に関する内容の他、当社事業所内の入退履歴等を記録（防犯カメラによる録画・録音を含む）させてい

ただくことがございます。 

 

取得する情報 

当社は、以下の情報を取得します。 

1.ご提供いただく情報 

・氏名、生年月日、性別、家族構成、職業等プロフィールに関する情報 

・メールアドレス、電話番号、住所等連絡先に関する情報 

・クレジットカード情報、銀行口座情報、電子マネー情報等決済手段に関する情報 

・肖像を含む静止画情報 

・入力フォームその他当社が定める方法を通じて入力または送信する情報 

 

 

個人情報の利用目的 

 

当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、個人情報（ご本人のご住所、ご氏名あるいは法人格名、ご連絡先、

その他当社サービスの提供に必要な情報、事業運営に必要な情報）を 次の目的のために、以下に記載する当社事

業内容の遂行に必要な範囲内で、かつ適法で 公正な手段により取得・利用致します。その他の目的で利用するこ

とはありません。 

利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、本ホームページ等に公表致します。 

【1】お客様の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

・当社および当社関連企業が提供する商品・サービス等に関する案内、広告、アンケート、セミナー、キャンペ



ーンの実施 

・当社サービスにお申込みいただいたお客様を当該サービスの提供のために提携企業に取次を行うため 

・広告配信事業者（Google LLC、Meta Platforms, Inc.、LINE 株式会社、ヤフー株式会社等を含むがそれに限ら

れない）による当社および当社提携会社が提供する商品・サービス等に関する広告配信 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・当社の営業活動に関する市場調査その他の調査研究 

・当社の営業活動の参考とするための統計資料の作成 

・その他上記に関連・付随する業務 

【2】採用応募者の方の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・就職活動や就職後に役立つ当社及び当社提携会社の情報提供やアンケートの実施 

・採用選考の手続きおよびその結果に関する連絡 

・広告配信事業者（Google LLC、Meta Platforms, Inc.、LINE 株式会社、ヤフー株式会社等を含むがそれに限ら

れない）による当社および当社提携会社が提供する商品・サービス等に関する広告配信 

・採用選考活動の検証・分析および将来の採用活動の参考 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【3】人材紹介事業におけるご登録者の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・転職支援のためのアドバイス・企業紹介等のサービス提供およびご連絡のため 

・転職候補先企業、提携する人材紹介会社への紹介のため 

・広告配信事業者（Google LLC、Meta Platforms, Inc.、LINE 株式会社、ヤフー株式会社等を含むがそれに限ら

れない）による当社および当社提携会社が提供する商品・サービス等に関する広告配信 

・キャリアアップまたは転職活動に役立つ情報や電子メールまたは DM 等で送付するため 

・その他お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【4】人材派遣事業におけるご登録者の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・派遣登録にあたり派遣業務のご紹介や情報等サービスの提供およびご連絡のため 

・労働者派遣、紹介予定派遣等の契約締結等事業運営のため 

・広告配信事業者（Google LLC、Meta Platforms, Inc.、LINE 株式会社、ヤフー株式会社等を含むがそれに限ら

れない）による当社および当社提携会社が提供する商品・サービス等に関する広告配信 

・その他お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【5】従業員およびそのご家族等の個人情報の利用目的 

・採用管理業務、人事雇用管理業務の為 

・社会保険、雇用保険、住民税に関する業務の為 

・福利厚生に関する業務の為 

・給与計算、成績査定等に関する業務の為 

・名刺印刷を行う為 

・出張、異動に応じて発生する社宅契約、転居、交通手配に関する業務の為 

・確定拠出年金に関する業務の為 



・派遣事業に関連する業務の為 

・従業員のコンディション管理、キャリアコンサルティング及びストレスチェックに関する業務の為 

・従業員の業務管理、業務効率化及びモニタリングに関する業務の為 

・当社事業における営業・勧誘方法の研修及び適正化のための従業員教育 

（この目的に利用する為、顧客対応内容を記録（録画及び録音を含む）させていただいております） 

・経理、労務、総務等当社が利用するシステム等の手続き 

・法令にもとづく官公庁への届出および報告 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【6】株主様の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・法令にもとづく株主としての権利の行使に対する対応 

・事業報告書、決議通知等の送付物および会社法等の規定にもとづく通知の送付ならびに連絡 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【7】お取引先様の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・当社及び当社提携会社の取扱う各種商品やサービスのご案内・提供・維持管理 

・広告配信事業者（Google LLC、Meta Platforms, Inc.、LINE 株式会社、ヤフー株式会社等を含むがそれに限ら

れない）による当社および当社提携会社が提供する商品・サービス等に関する広告配信 

・当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

・取引上の権利の行使または義務の履行 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

【8】お問い合わせ窓口利用者の個人情報の利用目的 

・ご本人かどうかの確認 

・お問い合わせ・依頼等への対応 

・その他上記に関連・付随する業務 

 

個人情報の共同利用 

 

当社は、下記のとおり、ご提供いただいたご本人の個人情報を、共同利用する場合があります。 

1.共同して利用する個人情報の項目 

当社が当社事業目的を遂行するにあたり、口頭、帳票類、インターネット、お電話等によりお客様から提供いた

だきました、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、家族状況、職業等利用目的の達成のために必要な項目 

2.共同して利用する者の範囲 

当社提携会社 

3.共同利用する者の利用目的 

当社および当社提携会社が行う各種商品やサービスの広告配信、ご案内、提供、維持管理のため 

4.管理責任を有する者 

株式会社 Liberta 



個人情報の第三者提供 

 

当社は以下の場合を除き、個人情報をご本人の同意なく第三者に提供致しません。 

 

ご本人の同意がある場合 

統計的なデータなど、ご本人を識別することが出来ない状態で開示・提供する場合 

法令にもとづき開示・提供を求められた場合のほか、個人情報の保護に関する法律 23 条 1 項により、ご本人の

同意を得ないで個人情報を第三者に提供することが認められている場合 

 

提供される情報の種類等 

当社は、ご本人の住所、氏名、生年月日、メールアドレス、性別、電話番号、希望商品、家族状況、職業等その

他当社に提供・送信していただいた情報を、郵送、電子的手段（サーバー・システムへのアクセス・電子メール

の送付等）の方法で提供致します。 

 

 

第三者提供先企業等からの個人情報の受領 

当社は、当社サービスを通じて提供したご本人の情報を、その提供先の利用目的に基づいた、利用状況・利用結

果等を適切に受領します。受領する個人情報の目的は以下の通りです。 

 

当社の受領目的 

・求人企業に対して提供したご本人の情報の利用状況・利用結果等の確認 

・当社サービスの改善のため 

 

匿名加工情報の作成 

当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて、特定の個人を識別することができないように個人情報を加

工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを）を作成

する場合には、以下の対応を行います。 

・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 

・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置

を講じること 

・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 

・作成の元となった個人情報の本人を識別するための照合等をしないこと 

・匿名加工情報の提供 

・当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する

情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であ

ることを明示します。 

 

 

 

 



個人データの安全管理措置 

 

当社は、取扱う個人データの漏えい、滅失または、き損の防止その他の個人データの安全管理のため、プライバ

シーマークおよび情報セキュリティマネジメントシステムの要求事項に準拠した管理を実施しております。 

 

 

センシティブ情報の取扱い 

 

当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活（これらのうち要配慮個

人情報に該当するものを除くきます。）に関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、法第 76 条第 1 項各号若

しくは施行規則第 6 条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影すること

により取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微（センシティブ）情報」といいます。）を、次に掲げ

る場合を除くほか、取得、利用又は 第三者提供を行いません。 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 

・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して事業者が

協力する必要がある場合 

・源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に

関する従業員等の機微（センシティブ）情報を取得、利用又は第三者提供する場合 

・相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微（センシティブ）情報を取得、利用又は

第三者提供する場合 

・金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（セ

ンシティブ）情報を取得、利用又は第三者提供する場合 

・機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報の開示等のご請求について 

 

当社にて保有する個人情報について、開示等のご請求を行う場合には、専用窓口にて電話及び封書にて受付致し

ます。 いずれの場合にも、ご本人様確認を封書にて行います。以下の開示等請求申請書に必要事項を記入いただ

き、ご本人様確認書類を同封の上、窓口までご郵送頂けます様、お願い致します。また、代理人様の場合は、上

記の他に、代理権を証明する書類の提出もお願い致します。 

 

開示等受付報告書兼開示等請求書 [PDF:135KB] 

※PDF ファイルをご覧いただくためには Acrobat Reader のインストールが必要となります。 

 

ご本人確認書類、代理権確認書類等開示等請求の申請にあたり当社に提出していただいた個人情報を含む書類等

（電磁的書面であるか否かを問いません）に関しては、開示等請求事由の対応にのみ利用後、当社規定に従い、

適切に処分し、返却いたしません。 

また、開示等請求申請書でお申し出を頂いておりましても、当社で保有していない情報に関しては、お答え出来

ませんので、あわせてご了承願います。 以下に該当する場合には、開示等の請求事項に応じかねる場合もござい

ますので、予めご認識頂けます様、重ねてお願い致します。 

1.ご本人あるいは第三者の生命、身体、財産等の権利利益を害するおそれがある場合 

2.当社事業運営上、サービス提供に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

3.法令違反となる、またはそのおそれがある場合 

 

 

ご請求手順 

 

・必要書類に記入いただき、ご本人確認書類、代理権等確認書類を同封頂いた上、【個人情報受付窓口】宛に郵送

願います。 

・当社にて折り返しご連絡させていただき、ご本人様確認を行います。 

・当社にて必要書類の記入内容および提出書類に基づき、開示等の手続き処理を行います。 

・当社より開示等の手続き結果をご案内致します。 

・必要書類の不足、記入不備等がある場合には、開示等の請求事項に応じかねる場合がございます。送付前に今

一度ご確認下さい。 

 

 

ご本人確認書類 

 

ご本人確認を行う為、以下書類（1 種類以上）を開示等請求申請書と一緒に提出頂けます様、お願い致します。 

・運転免許証（両面コピー） 

・健康保険証（両面コピー） 

・住基カード（両面コピー） 

・マイナンバーカード（表面のコピー） 

https://www.honesty-g.com/wp/wp-content/themes/honesty/pdf/HO-PMS-12-F-001.pdf
https://www.honesty-g.com/wp/wp-content/themes/honesty/pdf/HO-PMS-12-F-001.pdf
https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html


・パスポート（写真掲載ページのコピー） 

・外国人登録証（両面コピー） 

・住民票写し（3 ヶ月以内に発行されたものに限る） 

・その他（ご本人と確認できる書類のコピー） 

 

 

代理権等確認書類 

 

代理人様が開示等のご請求を行う、委任状の他、開示等請求申請書・ご本人確認書類と一緒に以下書類（2 種類

以上）も提出頂けます様、お願い致します。 

・戸籍謄本（写し） 

・後見開始審判書または成年後見登記事項証明書 

・資格者の種類及び登録番号 

・職印に係る印鑑登録証明書 

・その他（代理人様であることを証明できる書類） 

 

 

開示等請求時における機微情報の取得に関して 

ご本人確認等を行う為上記書類を頂戴する際、弊社では【氏名（フリガナ含）】・【住所】・【電話番号】等のご本人

を特定する為必要とします。【本籍地】【マイナンバー】等の機微情報は必要と致しませんので、ご送付いただく

際は機微情報に対して、マジック等で黒塗りして頂けます様お願い致します。弊社へ当該書類到着後黒塗りされ

ていない機微情報の記載箇所を確認した場合には、弊社において速やかに黒塗りを実施し、当該機微情報の取得

を致しません。 

機微情報（JISQ15001 による） 

1.思想・信条及び宗教に関する事項 

2.人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報除く。） 

3.身体、精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項 

4.勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動に関する事項 

5.集団的示威行為への参加、請願権の行使、及びその他の政治的権利の行使に関する事項 

6.保健医療又は性生活に関する事項 

 

 

手数料 

開示等のご請求のうち開示対象個人情報の開示または利用目的の通知を行う場合、1 回の請求を行う場合、500

円の手数料をいただきます。 

500 円分の郵便切手を上記書類と一緒にご同封ください。当社への郵送料に関しては、 ご請求者様がご負担頂

けます様、お願い致します。 

手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、開示等のご請求事項には お答えでき

ませんので、ご注意下さい。 



 

 

個人情報の取扱いに関するすべての受付窓口 

 

当社が取扱う、個人情報に関するお問い合わせ、苦情等につきましては下記【個人情報受付窓口】にて承ります。 

当社からの E メール、ダイレクトメール等による商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下

記のお問い合わせ先までお申し出下さい。 

 個人情報受付窓口／個人情報保護方針に関するお問い合わせ先 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-2-19 ＭＫビル 4 階 

株式会社 Liberta 

Tel：03-6271-7397 

お問い合わせ受付時間：平日 10:00～18:30（土日祝日・その他当社指定休日を除く） 

 

個人データ管理責任者 

株式会社 Liberta 代表取締役 川﨑裕貴 


