
マーキャリ利⽤規約

このマーキャリ利⽤規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社エムエム総研（以下「当
社」といいます。）が提供するサービスを利⽤する上での合意事項となります。ご利⽤になる前
に、必ずご確認、ご承諾頂きますようお願い申し上げます。 

第1章 総則 
第1条（サービス内容） 

当社が運営し、インターネットサイト及びモバイルアプリケーションにより提供するサー
ビスである「マーキャリ」（以下「本サービス」といいます。）とは、本サービスに関して
当社が運営するサイトを訪問し利⽤する個⼈⼜は法⼈その他の団体（以下「利⽤者」といい
ます。）及び、利⽤者が必要な情報を登録して会員登録の申込みをし、当社がこれを承認し
た者（以下「会員」といいます。会員登録の詳細は本規約第５条に定めるものとします。）
に対し、当社が当社サイトを通じて提供するサービスであり、主な内容は以下のとおりで
す。 
(1) マーキャリMARKETING CAREER

マーキャリMARKETING CAREERは、会員のキャリアの登録、棚卸し、管理、転職履
歴書への活⽤などに利⽤することができるサービスです。

(2) マーキャリMEDIA
マーキャリMEDIAは、営業やマーケティングに関わる全ての⽅へ業務に役⽴つ内容を
発信するメディアです。

(3) マーキャリNEXT CAREER
マーキャリNEXT CAREER（以下「NEXT CAREER」といいます。）は、BtoBやSaaS、
ITベンチャー業界のデジタルセールスを特化した転職エージェントサービスで、利⽤
者のキャリア、スキル、適性および将来の志向性を考慮の上、当社保有の求⼈データ等
の中より、適性に合致すると思われる求⼈案件を選択し紹介するサービスです。

(4) その他転職⽀援サービス
その他転職⽀援サービスは、適正年収や年収推移を査定するサービス、特定の求⼈案
件に対する採⽤可能性を算出するサービス、キャリアに関する診断サービス、履歴書
等の作成サポートサービス等の、営業やマーケティング職種への転職の検討および転
職活動を⽀援するサービスの総称です。

第2条 （定義） 
本規約の中で使⽤される以下の各⽤語は、別に定義される場合を除き、それぞれ以下の意味
を有するものとします。 
「求⼈企業」：本サービスを通して会員との本サービスに関する契約の成⽴を希望する法⼈
その他の団体をさします。 
「登録情報」：会員登録⼿続で⼊⼒・提供された⼀切の情報をさします。 
「個⼈情報」：個⼈情報の保護に関する法律（以下「個⼈情報保護法」という。）第２条に



定義される個⼈情報をいいます。 
「秘密情報」：会員が本サービスを通じて当社⼜は他の会員から得た、技術、開発、製品、
営業、計画、ノウハウなどに関する情報その他⼀切の情報のことをいいます。 
「開⽰者」：本サービスを通じて、他の会員に⾃ら権限を有する秘密情報を提供した当社⼜
は会員をいいます。なお、開⽰者から秘密情報の開⽰を受けた会員については「被開⽰者」
といいます。 
 

第3条（本規約の⽬的及び適⽤） 
1． 本規約は、本サービスを利⽤するすべての利⽤者に適⽤されます。利⽤者は、本規約の内容

を⼗分に理解して、その内容に同意して本サービスを利⽤するものとし、本サービスを利⽤
した場合には、利⽤者は本規約に同意したものとします。 

2． 当社が、当社サイト上に掲載する本サービスの利⽤等に関するルール、お知らせ等は本規約
の⼀部を構成するものとし、利⽤者はこれらを遵守するものとします。 

3． 本規約は、利⽤者間に別段の合意がない限り、本サービスを利⽤した利⽤者間の取引につい
ても、適⽤されるものとします。 

 
第4条（本規約の変更） 
1． 本規約を変更する場合には、当社は、当社サイトに変更後の本規約を掲載、⼜は各会員へ通
知するものとし、変更後の本規約が各会員へ通知された⽇から1週間が経過した時点で、本
規約の変更は効⼒を⽣ずるものとします。 

2． 前項に基づいて本規約の変更の効⼒が発⽣した後に、本サービスの利⽤者が本サービスを利
⽤した場合には、当該変更に同意したものとみなします。 

 
第2章 会員登録に関する規約 
第5条（会員登録） 
1． 本サービスの会員となることを希望する利⽤者は、会員登録画⾯に個⼈情報等必要事項を⼊
⼒し、本規約に同意の上で、会員登録の申込みをするものとします。当社は当該申込みにつ
いて、所定の審査を⾏うものとし、以下のいずれかに該当し、会員として不適当と判断した
場合にはその登録を拒否することができるものとします。 
(1) 過去に本規約に違反したことがあること、⼜は本サービスについて処分を受けたこと

がある場合 
(2) 本規約に違反するおそれがある場合 
(3) 申込みにあたり⼊⼒した情報に虚偽の情報がある場合及び第3項において表明及び保

証した事項に虚偽があることが判明した場合、⼜はそのような場合に該当するおそれ
があると当社が判断した場合 

(4) その他、当社が本サービスの会員となることが適当でないと判断した場合 
2． 会員登録は、会員となる本⼈のみ、その申込みを⾏うことができるものとします。 
3． 会員登録の申込みを⾏う者は、申込みにあたり、以下の事項が全て真実であることを表明し、

保証するものとします。 



(1) 申込みにあたり⼊⼒した登録情報 
(2) 過去、現在⼜は将来にわたり、反社会的勢⼒（本規約第22条に定義します。）に所属せ

ず、これらの者と関係を有しないこと 
(3) 犯罪について有罪判決を受けたことがないこと 
(4) 18歳未満ではないこと 

4． 会員は前項で表明し、保証した内容に変更が⽣じた場合には、当社に対し速やかに当社が指
定する⽅法により当社に通知を⾏わなければならないものとします。当該通知を遅滞⼜は怠
ったことにより、会員に発⽣した不利益に対し、当社は何らの責任も負わないものとします。 

5． 会 員 が 退 会 を 希 望 す る と き は 、 所 定 の 退 会 フ ォ ー ム （ https://mar-
cari.jp/a/cancel/questionair）に必要事項を⼊⼒し、当社に送信することでその申し出を⾏う
ものとします。但し、当該会員がNEXT CAREERを利⽤することにより雇⽤⼜は役務提供を
希望する個⼈の紹介をうけた求⼈企業が当該個⼈の採否を決定していない場合には、退会で
きないものとします。 

 
第6条（ID・パスワード） 

当社は、利⽤者に対し、ID・パスワードを発⾏し付与する場合があります。この場合、利⽤
者は当該ID・パスワードを⾃らの責任において使⽤・管理し、いかなる場合にも当該ID・
パスワードを第三者に使⽤させ、⼜は譲渡してはならないものとします。当該ID・パスワ
ードが第三者に使⽤されたことにより発⽣する⼀切の不利益、損害、および利⽤者⾃⾝もし
くは第三者がID・パスワードを不正に使⽤したことにより発⽣する⼀切の損害につき、当
社は何らの責任も負わないものとします。 
 

第7条（登録情報の変更） 
1． 会員は、登録情報に変更があった場合、遅滞なく、マイページにログインしてご⾃⾝で直接
最新の情報に登録内容を変更するようお願い申し上げます。 

2． 当社は，前項の変更内容を審査した結果，会員の本サービスの利⽤を停⽌することがありま
す。 

3． 会員が、第1項の変更をするまでの間またその変更を怠ったことにより発⽣する⼀切の損害
につき、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 
第3章 本サービスの利⽤に関する規約 
第8条（本サービスの利⽤） 
1． 本サービスは、必ず利⽤者本⼈が利⽤するものとします。 
2． 本サービスの利⽤に際し、会員は必要な情報を本サイトに投稿できるものとします。当該会

員の投稿内容が第12条（禁⽌事項）第1項に該当する、⼜は該当するおそれのある内容と判
断した場合には、当社は、修正、削除、掲載場所の変更もしくは当該会員に対して利⽤停⽌
を含む必要な措置を講じることができるものとします。 

3．  
第9条（会員の投稿内容の取扱い） 



1. 会員は、会員の投稿内容が第三者の著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。）、
特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネームおよびその他の知的財産権ならび
にこれらの出願⼜は登録に関する権利等の知的財産権その他⼀切の権利（以下「知的財産権
等」といいます。）を侵害していないことを保証するものとします。 

2. 会員は、会員の投稿内容について、当社に対して、国内外で無償で⾮独占的に使⽤する（複
製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および⼆次的著作物の利⽤を含みます。）
権利を許諾（サブライセンス権を含みます。）したものとみなします。 

3. 会員は会員の投稿内容に関して著作者⼈格権を⾏使しないものとします。 
 
第10条（書類の提出） 

会員は、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、会員であることを特定・確認するための本⼈確認書類 
(2) 在留資格を確認するための在留カード⼜は就労資格証明書 
(3) その他当社もしくは求⼈企業が提出を求める証明書類等 

 
第4章 ⼀般条項等 
第11条（会員の守秘義務等） 
1. 会員は、本サービスを通じて当社⼜は求⼈企業から情報を受領する場合、受領された情報に

ついては、秘密として保持し、事前に開⽰者の書⾯⼜は電磁的記録（以下「書⾯等」といい
ます。）による承諾を得ることなく、第三者への開⽰⼜は漏洩をしてはならないものとしま
す。 

2. 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。 
(1) 開⽰者から開⽰を受ける前に、被開⽰者が正当に保有していたことを証明できる情報。 
(2) 開⽰者から開⽰を受ける前に、公知となっていた情報。 
(3) 開⽰者から開⽰を受けた後に、被開⽰者の責に帰すべからざる事由により公知となっ

た情報。 
(4) 被開⽰者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に⼊⼿

した情報。 
(5) 被開⽰者が、開⽰された情報によらず独⾃に開発した情報。 

3. 会員が第１項の規定に違反したことにより、会員その他の第三者との間で紛争が⽣じたとし
ても、当社は⼀切の責任を負わないものとし、会員の責任と費⽤でこれを解決するものとし
ます。 

 
第12条（禁⽌事項） 

利⽤者は、以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。 
(1) 会員若しくは第三者の権利を侵害する⾏為 
(2) 適切なサービス実施を妨げる⾏為 
(3) 当社の業務に⽀障を与える⾏為 
(4) 本来の⽬的とは異なる利⽤ 



(5) 本サービスの⼀部若しくは全部の複製・改変・編集・消去・他のプログラム等との結
合・リバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイル等⼜はミラーサイト構築
等の⾏為 

(6) スクレイピング、クローリング（クローラ、ロボット及びスパイダー等のプログラム）
並びにその他の類似の⼿段によって本サービスにアクセスし、本サービスに関する情
報を取得する⾏為 

(7) 法令、公序良俗に反する⾏為、そのおそれがある⾏為 
(8) その他当社が不適切であると判断する⾏為 

 
第13条（利⽤停⽌、会員登録の抹消及び剥奪） 

当社は、会員が第12条⼜は以下の各号いずれかの事由に該当する、⼜は該当するおそれが
あると判断した場合、当該会員に対して、何ら通知等することなく、本サービスの利⽤を⼀
時的に停⽌すること、会員登録を抹消すること、若しくは会員資格を剥奪し以降の⼀切の利
⽤を禁⽌することができるものとします。 
(1) 本規約に違反した場合 
(2) 以前登録を抹消された者、若しくは当社に利⽤を拒否された者が登録していた場合 
(3) 当社からの改善等の要請に対応しない場合 
(4) 登録された連絡先に当社が連絡したにもかかわらず、相当な期間応答しない場合 
(5) その他当社が適切でないと判断した場合 

 
第14条（サービスの変更、中断、停⽌⼜は終了等） 

当社は、利⽤者に事前に通知することなく、本サービスの提供内容変更、中断、停⽌⼜
は終了を⾏うことができるものとします。 

第15条（当社の不保証） 
1. 本サービスにて、会員が登録⼜は投稿する情報は、会員の責任及び判断に基づくものであ

り、正確性、適法性、及び妥当性について、当社は何ら保証をするものではありません。本
サービスの利⽤は、全て会員⾃らの責任において⾏うものとします。 

2. 当社サイト上において提供される情報のうち、企業情報等の第三者の情報、企業広告その他
第三者より提供される情報（以下「第三者情報」といいます。）については、その真実性、
完全性、網羅性、正確性、合法性、安全性、有⽤性、有効性、適切性等について、何ら保証
するものではなく、第三者情報から発⽣する⼀切の損害について、何ら責任を負わないもの
とします。 

3. 当社は、利⽤者の能⼒及び資格、並びに利⽤者が求める情報を有するか否かについて、当社
サイト利⽤者に対して何ら保証をするものではありません。 

4. 会員は、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ありません。 
5. 利⽤者による本サービスの利⽤が、第三者の権利を⼀切侵害するものではないことについ

て何ら保証するものではありません。 
6. 当社は、本サービスの運⽤に適切に取り組みますが、本サービス及び本サイトにコンピュー

ターウイルス等有害なものが含まれていないことを保証するものではありません。 



7. 利⽤者は、前各項に掲げる内容を⼗分に理解したうえで本サービスの利⽤に同意している
ものとし、本サービスの利⽤に際し、これらの保証がないことによる費⽤や損害の発⽣を防
⽌するために必要な処置（資料等のバックアップの保管、他の求職・転職⼿段の併⽤など）
を、あらかじめ、⾃⼰の責任と費⽤において⾏うものとします。 

 
第16条（免責事項及び損害賠償） 
1. 当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は、以下の各号の事項に伴い発⽣した不

利益、損害等について、理由の如何を問わず、⼀切の責任を負わないものとします。 
(1) 本サービスを通じた会員間、会員若しくは利⽤者と第三者の間でトラブルが発⽣した場

合 
(2) 本サービスを通じて⼊⼿した情報が利⽤者の期待を満たさなかった場合 
(3) 本サービスからリンクされた当社以外のサイト利⽤に伴うトラブルが発⽣した場合 
(4) 本サービスの登録・投稿等のデータが消失した場合 
(5) 当社サイトに不正アクセス、コンピューターウイルスの混⼊等が発⽣した場合 
(6) 当社から送付されるメール、当社サイトにコンピューターウイルス等有害なものが含ま

れていた場合 
(7) 本サービスが変更、中断、停⽌、終了した場合 
(8) 本規約に基づく利⽤停⽌等の対応により、当該利⽤者が損害を被った場合 

2. 当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、当社の責任に基づく損害賠償額は⾦１万円を
上限とします。なお、利⽤者はこの上限額の定めに同意しない限り本サービスを提供しない
ことを⼗分に理解して、あらかじめ同意し承諾するものとします。 

 
第17条（権利帰属） 
1． 本サービス⼜は広告等に掲載される、もしくは本サービスにより配信される、コンテンツ、

情報・データ、データベース等の情報・データの集合体（以下「コンテンツ等」といいます。）
の知的財産権等は、当社⼜は本サービスに当該コンテンツ等を提供している提携先を含む
正当な権利を有する第三者に帰属します。 

2． 利⽤者は、当社、提携先⼜は広告主から事前の⽂書による承諾を受けた場合を除いては、本
サービスもしくはソフトウェア⼜はそれらに包含される内容（全部⼜は⼀部を問わず）を複
製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使⽤許諾、転載⼜は再利⽤しないことに
同意するものとします。 

3． 利⽤者が前項に違反した場合には、コンテンツ等およびそれらを複製、公開、送信、頒布、
譲渡、貸与、翻訳、翻案、使⽤許諾、転載⼜は再利⽤した物の利⽤（使⽤）を当社が差し⽌
める権利ならびに当該⾏為によって利⽤者が得た利益相当額を当社が請求することができ
る権利を有することを、利⽤者はあらかじめ承諾するものとします。 

 
第18条（表⽰） 

会員は、広告、名刺、郵便物等その他⼀切の媒体にて、当社・本サービスの名称、本サイト
との関係について表⽰する場合、当社が事前に定めた⽅法及び表⽰内容による場合を除き、



当社の書⾯による事前の同意を得なければならないものとします。 
 

第19条（本サービスの譲渡） 
1． 当社は、本サービスの事業を第三者に移転した場合、本サービスの運営者たる地位、本規約

上の地位、本規約に基づく権利、義務並びに登録情報及びその他情報を、当該第三者に移転
することができるものとします。 

2． 利⽤者は、本規約への同意により当該移転についてあらかじめ同意するものとします。な
お、本条に定める移転には、事業譲渡その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。 

 
第20条 （分離可能性） 
1． 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された場

合であっても、その残部は有効とします。また、無効⼜は執⾏不能と判断された条項若しく
は部分についても、当該条項若しくは部分の趣旨に最も近い有効な条項を無効⼜は執⾏不
能な条項若しくは部分と置き換えて適⽤し、⼜は当該条項若しくは部分の趣旨に最も近い
有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適⽤するものとします。 

2． 本規約の規定の⼀部がある利⽤者との関係で無効とされ、⼜は取り消された場合でも、本規
約はその他の利⽤者との関係では有効とします。 

 
第21条（個⼈情報の取扱い） 
1． 当社は、利⽤者の個⼈情報を、別途定める「個⼈情報保護⽅針」に従い、適切に取得・利⽤・

提供・管理をいたします。また、当社が本サービスに関して取得した利⽤者の個⼈情報は、
当社の「個⼈情報保護⽅針」のほか、本条に定めるところにより取り扱います。本条に記載
がない事項については、当社の「個⼈情報保護⽅針」が適⽤されます。 

2． 当社は、利⽤者の個⼈情報を、当社の「個⼈情報保護⽅針」に定める利⽤⽬的のほか、本サ
ービスの提供、維持及び改善のために必要な範囲で利⽤します。 

3． 当社は、当社の「個⼈情報保護⽅針」に定める場合のほか、利⽤⽬的を達成するために必要
な範囲で、利⽤者の個⼈情報を求⼈企業に提供します。 

4． 当社は、求⼈企業に対して、本サービスを通じて取得した利⽤者の個⼈情報を、個⼈情報保
護法その他関連法令に従って適切に取り扱うように求めていますが、求⼈企業による利⽤
者の個⼈情報の取扱いについて当社が責任を負うものではありません。 

 
第22条（反社会的勢⼒の排除） 
1． 当社及び会員は、現在かつ将来にわたり、反社会的勢⼒（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成

員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これ
らに準ずる者をいいます。）に該当しないこと、また暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超え
た不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動をし暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し偽計を
⽤い⼜は威⼒を⽤いて信⽤を毀損し⼜は業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為
を⾏わないことを、将来にわたって表明するものとします。 

2． 会員が前項の定めに違反した場合、⼜は違反しているおそれがあると当社が判断した場合、



当社は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。 
 
第23条（誠実協議条項） 

本規約に定めのない事項は、法令の定めに従い、当社と当社サイト利⽤者との間において、
互いに誠意をもって協議し解決することとします。 
 

第24条（管轄裁判所） 
本規約は⽇本国法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。尚、本規約に関する紛
争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 
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