フレクション利用規約

本規約は、パーソルキャリア株 式会社 が提 供する 「フレ クシ ョン」 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。ご利用の際には、必ずご一 読くだ さい 。

第 1 条(フレクションについて)

1. 「フレクション」(以下「本サー ビス」 といい ます 。)とは 、パ ーソル キャリ ア株 式会社( 以下 「当社 」とい いま す。)が 提供
する以下に定めるサービスの名 称です 。
【フレクション】
ファッション・アパレル業界に おいて 、業 務の委 託を希 望す る法人 （以下 「委 託者」 といい ます 。）と 本規約 の定 めると ころ
に従い本サービスを利用するこ とに同 意し た者（ 以下「 利用 者」と いいま す。 ）間の 業務委 託契 約を円 滑に成 立さ せるた め、
以下の機能を利用できるプラッ トフォ ーム サービ ス、な らび に付随 するメ ール 配信そ の他の 各種 情報の 提供に 関す るサー ビス
の総称。
・委託者が募集している案件を 検索し 、応 募でき る機能
・本サービス上で利用者が登録 したプ ロフ ィール 情報（ 名前 （アカ ウント 名は 除く） 、生年 月日 （年齢 は除く ）、 お住ま い
のエリア、携帯電話番号および メール アド レス欄 以外の 情報 ）およ びポー トフ ォリオ を閲覧 した 委託者 からス カウ トを受
領できる機能
・委託者が募集している案件に 関して 、委 託者と 利用者 との 間で業 務委託 契約 の締結 に向け たや りとり ができ る機 能（以 下
「チャット機能」といいます。 ）
2. 本サービスは、利用者の適性に合 致す ると思 われる 案件 がない 場合や 、サ ービス を提供 する ことが 難しい と当 社が判 断し
た場合等、時期や利用者の適性 によっ ては 、提供 できな い場 合があ ります 。
3. 当社が、本サービスを提供するこ とが 不適切 である と判 断した 場合、 本サ ービス のご利 用を お断り する場 合が ありま す。

第２条（本サービスの利用）

１．本サービスを利用するため には、 利用 者は、 本規約 に同 意の上 、当社 が運 営す る Web サイ ト「フ レクシ ョン 」
（https://flexshion.j p/、以 下「 本サイ ト」と いい ます。 ）上の 登録 フォー ムに必 要事 項を記 載して 、利 用申込 を行う 必要 が
あります。利用申込が完了し会 員とし て登 録され た時点 で、 利用者 と当社 との 間で本 規約に 規定 される 内容が 本サ ービス に関
する契約（以下「本契約」とい います 。） として 合意成 立し たもの としま す。
２．当社は、以下のいずれかに 該当す る場 合は、 本サー ビス 利用の 申込を 取り 消すこ とがあ りま す。
（１）申込フォームの記載内容 に虚偽 の事 実が存 在する 場合
（２）利用者に、本サービスを 提供す るこ とが技 術上著 しく 困難な 場合
（３）利用者が本規約のいずれ かに違 反し ている 、また はそ のおそ れがあ る場 合

（４）その他当社の業務の遂行 上支障 があ る場合

第３条（ＩＤ・パスワード）

1. 当社は、利用者に、ID およびパス ワード を発行 ・付 与する ことが あり ます。
2. 利用者は、発行・付与された ID および パスワ ード の使用 ならび に管 理につ いて、 一切 の責任 を負う もの とし、 利用者 は自
己に付与された ID およびパスワ ードを 第三 者に使 用させ 、ま たは譲 渡して はな りませ ん。

第４条(書類の提出)

利用者は、当社が求めた場合に は、以 下の 書類を 速やか に当 社に対 し提出 する ものと します 。
(1) 氏名・住所等、利用者であること を特 定・確 認する ため の本人 確認書 類
(2) 業務経験やポートフォリオの権利 関係 を確認 するた めの 書類
(3) 在留資格を確認するための在留カ ード または 就労資 格証 明書
(4) 本サービスを通じて委託者との間 で締 結した 契約書
(5) その他当社もしくは委託者が提出 を求 める証 明書類 等

第５条(利用者の責任)

1. 利用者は、本規約に同意し、自ら の責 任にも とづき 本サ ービス を利用 する ものと します 。
2. 利用者は、当社および委託者に対 し、 ポート フォリ オ、 個人情 報を不 備・ 齟齬の ないよ う正 確に提 供する もの としま す。利
用者が提供したポートフォリオ 、個人 情報 が正確 でなか った 場合等 、利用 者が 委託者 に対し て提 供した 情報内 容に 起因し て、
委託者、その他の第三者との間 で紛争 等が 生じた 場合に は、 利用者 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
の迷惑をかけないことを保証し ます。
3. 利用者は、本サービスの利用に際 し知 り得た 当社お よび 委託者 の企業 情報 、技術 情報、 事業 情報、 業務内 容、 発注予 定業務
内容等および個人情報について 厳に秘 密を 保持し 第三者 に開 示、提 供、漏 洩し ないも のとし 、ま た、自 らが受 託す る業務 の遂
行以外の目的のための利用も一 切しな いも のとし ます。 なお 、委託 者の情 報の 取扱い につき 利用 者と委 託者と の間 で別途 合意
がなされた場合は、当該合意の 内容が 優先 するも のとし ます 。
4. 利用者は、利用者の責任において 、委 託者に 委託内 容、 対価そ の他契 約内 容を直 接確認 した 後に契 約を結 ぶも のとし ます。
５. 利用者は、本サービスを通じ て連絡 を取り 合っ た案件 に関し 、そ の後本 サービ スの 利用に よらず 独自 に契約 が成立 した 場
合、当社に通知するものとしま す。

第６条(禁止事項)

利用者は、本サービスの利用に 際し、 以下 各号の 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提供す る行 為
(2) 個人や団体を誹謗、中傷、脅迫し 、ま たはそ のおそ れの ある行 為
(3) 著作権、商標権、その他の知的財 産権 を含む 他人の 権利 を侵害 し、ま たは そのお それの ある 行為
(4) 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 方法の 如何 を問わ ず、私 的利 用の範 囲を超 えて 利用し 、ま
たは第三者に開示、提供する行 為
(5) 本サービスを通じて入手した情報 を利 用して 、当社 もし くは第 三者に 対し て金銭 等を要 求し 、また は不利 益も しくは 損害
を与える行為
(6) 本サービスの円滑な運営を妨げる 行為 、また は当社 およ び委託 者の信 用ま たは名 誉を毀 損す る行為 、もし くは それら のお
それのある行為
(7) 犯罪行為、または法令に反する行 為等 公序良 俗に反 する 行為、 もしく はそ れらの おそれ のあ る行為
(8) 反社会的勢力等に関連する組織に 属す る行為 、反社 会的 勢力に 利益を 与え 、また は利用 する 等不適 切な関 係を 持つ行 為、
もしくはそれらのおそれのある 行為

第７条(サービスの停止・終了等)

1. 当社は、以下各号のいずれかに該 当す る事由 が発生 した と判断 した場 合、 利用者 への事 前の 通知な くして 、本 サービ スの内
容を変更し、または本サービス の正常 な提 供を行 うに必 要な 期間、 本サー ビス の提供 を停止 する ことが できま す。
(1) 本サービスを提供するためのイン フラ 、シス テム等( 以下 総じて 、「シ ステ ム」と いいま す。) につい て、 定期保 守、ま た
は点検、更新、もしくは緊急の 必要性 があ る場合
(2) 突発的なシステムの故障等が発生 した 場合
(3) その他、不測の事態により、本サ ービ スの提 供をす るこ とが困 難であ る場 合
2. 当社は、利用者において以下各号 のい ずれか に該当 する 事由が 発生し たと 判断し た場合 、当 該利用 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 了する ことが でき るもの としま す。
(1) 利用者が本規約に定める事項に違 反し た場合
(2) 当社において、当社と利用者との 信頼 関係を 維持で きな いと判 断した 場合
3. 当社は、前各項に掲げる場合の他 、当 社が必 要と判 断す る場合 には、 利用 者へ２ 週間前 に通 知（本 サイト 上へ の掲載 による
方法を含み、以下、本項におい て同様 とし ます。 ）する こと により 、本サ ービ スの全 部また は一 部の提 供を停 止し 、また は終
了することができます。ただし 、当社 が事 前の通 知なく 本サ ービス の全部 また は一部 の提供 を停 止また は終了 する ことが 適当
であると判断したときは、当社 は、利 用者 への事 前の通 知な く本サ ービス の提 供を停 止し、 また は終了 するこ とが できま す。
この場合、本サービスの停止ま たは終 了後 、利用 者に通 知す るもの としま す。

第８条（利用者の申出による本契約の終了）

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 。

第９条(当社の責任)

1. 当社は、利用者が本サービスへ申 込み 、また は本サ ービ スを利 用した こと により 利用者 に生 じた一 切の精 神的 、財産 的損害
につき、何らの責任も負わない ものと しま す。
2. 当社は、情報取扱業務において通 常講 ずべき 合理的 なウ ィルス 対策で は防 止でき ないウ ィル ス被害 、その 他当 社の責 に帰す
べき事由によらない火災、停電 、天災 地変 等の不 可抗力 によ り、本 サービ スの 提供に 支障が 生じ 、また は本サ ービ スの提 供が
困難となった場合、これによっ て利用 者に 生じた 損害に つき 何らの 責任も 負わ ないも のとし ます 。
3. 当社は、利用者に提供する情報の うち 、企業 情報等 の第 三者に 関する 情報 、企業 広告、 求人 広告そ の他第 三者 より提 供され
る情報内容の正確性につき保証 するも ので はあり ません 。
4. 当社は、本サイトにエラーその他 の不 具合が ないこ と、 サーバ 等にウ ィル スその 他の有 害な 要素が 含まれ てい ないこ と、そ
の他本サービス提供のためのイ ンフラ 、シ ステム 等に瑕 疵が ないこ と等に つき 保証す るもの では ありま せん。
5. 当社は、当社の機密に属する事項 につ いて、 質問等 への 回答、 その他 対応 等を行 う義務 を一 切負い ません 。
6. 当社は、利用者による本サービス の利 用によ って、 委託 者との 各種契 約関 係の成 立を保 証す るもの ではあ りま せん。
7. 当社は、委託者と利用者との間に 委託 等契約 が成立 した 場合に おいて 、委 託者の 利用者 に対 する委 託等報 酬の 支払等 につき
利用者に対し何ら責任を負うも のでは なく 、また 、委託 者の 支払を 保証す るも のでは ありま せん 。
8．当社は、利用者が本サービスの 利用 に際し 取得ま たは 作成し た情報 ・デ ータ等 の保管 、保 存等に 関して 、一 切責任 を負わ な
いものとします。

第 10 条（著作権）

１．本サイトを構成する、また は本サ イト に掲載 される テキ スト、 グラフ ィッ クス、 ユーザ イン ターフ ェイス 、画 像、動 画、
ソースコード、商標、ロゴ等（ 以下、 「著 作物等 」とい いま す。） は、当 社ま たは当 社に著 作物 等を提 供した 第三 者に帰 属し
ます。当社または著作物等提供 者の許 諾が ない限 り、著 作物 等の全 部また は一 部の利 用、複 製、 転載等 を行う こと はでき ない
ものとします。
２．利用者が本サービスの利用 にあた って 、本サ ービス に投 稿した ポート フォ リオが 著作物 に該 当する 場合、 その 著作権 は、
利用者または当該ポートフォリ オの著 作者 に留保 される もの としま す。た だし 、当社 は、当 該ポ ートフ ォリオ につ いて、 本サ
ービスの提供・維持・改善、本 サービ スの 宣伝・ プロモ ーシ ョン、 または メン テナン スその 他の 本サー ビスの 円滑 な運営 のた
めに必要な範囲で利用できるも のとし ます 。利用 者は、 当該 利用に 関して 、著 作者人 格権を 行使 しない ものと しま す。
３．利用者は、本サービスに自 らが投 稿し たポー トフォ リオ につい て、委 託者 、その 他の利 用者 を含む 閲覧者 に公 開され るこ
とをあらかじめ了承するものと します 。
４．利用者は、本サービスに自 らが投 稿し たポー トフォ リオ につい て、第 三者 との間 で著作 権侵 害等の 紛争が 生じ た場合 、自
己で解決を図るものとし、当社 に一切 の迷 惑をか けない もの とし、 当社は 、一 切の法 的責任 を負 わない ものと しま す。

第 11 条(個人情報の取扱)

1．別途「個人情報の取り扱いにつ いて 」に定 めるも のと し、当 社は、 これ 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。
2．当社は、原則として、以下各号 に定 める機 微な情 報（ 以下「 機微情 報」 といい ます。 ）を 収集し ません 。た だし、 利用者 自
ら、当社に対して機微情報を提 供した 場合 は、当 社が当 該機 微情報 を取得 する ことお よび、 当社 が利用 者に対 する 本サー ビス
提供のために必要な範囲内にお いて当 該機 微情報 を第三 者に 提供す ること につ き、利 用者の 同意 があっ たもの とみ なしま す。
（１）思想、信条または宗教に 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 報を除 く。） 、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
（３）勤労者の団結権、団体交 渉およ びそ の他団 体行動 に関 する事 項
（４）集団示威行為への参加、 請願権 の行 使その 他の政 治的 権利の 行使に 関す る事項
（５）保健・医療または性生活 に関す る事 項

第 12 条（チャット機能について）

１．利用者は、委託者が案件の 募集を 停止 した場 合、当 該委 託者に 対して チャ ットの 送信が でき なくな ること があ ること につ
いて、あらかじめ了承するもの としま す。
２．当社は、チャット機能を利 用した 委託 者と利 用者間 のや りとり につい て、 本サー ビスの 提供 、保守 、点検 また は管理 の目
的以外の目的で閲覧、利用いた しませ ん。

第 1３条（第三者提供に関する免責事項）

１. 当社は、以下各号に定める場 合にお いて、 第三 者によ る個人 情報 の取得 に関し 、何 ら責任 を負い ませ ん。
（１）利用者自らが、本サービ スを利 用し て特定 の委託 者等 に個人 情報を 開示 、提供 する場 合
（２）本サービスからリンクさ れる外 部サ イトに おいて 、利 用者が 個人情 報を 提供し 、これ が利 用され た場合
２. 当社は、利用者と委託者との 間の提 供情報 に関 するト ラブル 等に つき一 切責任 を負 いませ ん。

第 1４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 委託 者との 間のメ ッセ ージの 送受信 、本 サービ スを通 じた 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 。

第 1５条(サービス利用規約の変更)
１．当社は、以下の各号に掲げ る場合 には 、本規 約の内 容を 変更す ること がで きるも のとし ます 。
（１）法令等の改正に伴う変更 が必要 な場 合
（２）本サービスの仕様変更に 伴う変 更の 必要が ある場 合
（３）その他本サービスを提供 するう えで 変更が 合理的 に必 要な場 合

２．本規約を変更する場合、変 更後の 規約 内容を 本サイ ト上 に２週 間掲載 する ことと し、

２週間が経過した時点において、 当

社に提供済みの情報につき削除 を請求 した 利用者 を除く 全て の利用 者が、 変更 後の規 約に同 意し たもの とみな しま す。

第 16 条(損害賠償)

利用者が、本規約に違反ないし 自己の 責に 帰すべ き事由 によ り、本 サービ スの 利用に 際し、 当社 、委託 者もし くは 第三者 に対
して損害を与えた場合、利用者 は直接 ・間 接を問 わず、 一切 の損害 を賠償 する ものと します 。

第 17 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 議のう えこ
れを解決するものとします。

第 18 条(管轄裁判所)

本サービスおよび本契約に関す る一切 の紛 争、請 求等に 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。

第 19 条(お問い合わせ連絡先)

本サービスに関するお問い合わ せにつ いて は、下 記まで ご連 絡くだ さい。
本サービスに関するお問い合わ せ

パーソルキャリア株式会社

クリーデンス事業部 FLEXSHION カスタ マー 担当

TEL：03-5412-2766（営業時間 9:30～20:00※土日祝除く）
E-mail： FLEXSHION-customer@persol.co.j p

附則：この規約は 2019 年 12 月 20 日よ り実施 します 。

