
mikketa 利⽤規約 
 
株式会社 RECCOO（以下「弊社」とする）が運営する mikketa（以下「本サービスと
する）のご利⽤に際しては、以下の利⽤規約（以下「本規約」とする）をお読みいた
だいた上で、本規約に同意いただき、本規約を内容とする本サービス利⽤契約（以下
「本契約」とする）を締結いただく必要があります。なお、mikketa のサービス名称
が今後変更される場合も、本規約が適⽤されます。 
 
第 1 条（適⽤） 
本規約は、ユーザーと弊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
るものとします。弊社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利⽤にあたってのルー
ル等、各種の定め（以下、「個別規定」とする）をすることがあります。これら個別
規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の⼀部を構成するものとします。本規約
の規定が前条の個別規定の規定と⽭盾する場合には、個別規定において特段の定めが
ない限り、個別規定の規定が優先されるものとします。 
 
第 2 条（定義） 
(1) 「本サービス」とは、弊社が運営する Web サイト「mikketa」において弊社が提

供する就職活動⽀援サービスの総称をいいます。 
(2) 「ユーザー」とは、仮登録⼜はユーザー登録が完了した本サービスを利⽤する個

⼈をいいます。 
(3) 「登録希望者」とは、本サービスを利⽤するため、ユーザーとなることを希望す

る者をいいます。 
(4) 「登録企業」とは、弊社との契約に基づき、mikketa でのスカウト活動等を許可さ

れている企業その他の団体等のことをいいます。 
(5) 「仮登録」とは、登録希望者が、本規約に同意の上、新規ユーザー登録を⾏うこ

とで本契約を締結することをいいます。 
(6) 「ユーザー登録」とは、前項の仮登録をした登録希望者（以下「仮登録者」とす

る）が、本⼈認証⼿続き（以下「認証⼿続き」とする）を⾏い、かつ、認証⼿続
き後に、本サービスに登録することをいいます。 

(7) 「スカウト」とは、登録企業がユーザーに対し、本サービスを⽤いて選考や⾯談
等の案内を送付することをいいます。 

(8) 「本適性検査」とは、弊社が本サービス内で提供する適性検査をいいます。 
(9) 「ログイン情報」とは、ユーザーが本サービスの利⽤に際して⽤いる ID 及びパス

ワードをいいます。 
(10) 「ユーザー情報」とは、ユーザーの登録情報、本適性検査の受検結果、その他

本サービス利⽤に関し弊社及び登録企業が取得したユーザーに関する情報をいい
ます。 

 
第 3 条（ログイン情報の管理） 



1. ユーザーは、⾃⼰の責任においてログイン情報 を管理及び保管するものとし、こ
れを第三者に利⽤させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとしま
す。 

2. ログイン情報 の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害の責任は
ユーザーが負うものとし、弊社は⼀切の責任を負いません。 

3. ユーザーは、ログイン情報 が盗まれ、または第三者に使⽤されていることが判明
した場合には、直ちにその旨を弊社に通知するとともに、弊社からの指⽰に従う
ものとします。 

 
第 4 条（ユーザーの責任） 
1. 登録希望者は、仮登録を⾏うものとします。仮登録により、弊社とユーザー間で

本契約が成⽴します。ただし、ユーザーは、本サービスを利⽤したい場合、仮登
録後ユーザー登録を完了する必要があります。 

2. ユーザーは、ユーザー登録が完了したとき、当該ユーザーのプロフィールは登録
企業に対し⾃動的に公開され、スカウトを受けることができる状態となること
に、あらかじめ同意します。また、ユーザーは、スカウトを承認した企業から電
話⼜はメール等による連絡を受け取る場合があることにあらかじめ同意します。 

3. ユーザーは、ユーザー情報の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しな
ければなりません。また、ユーザー情報に誤りがあった場合または変更が⽣じた
場合、ユーザーは、⾃⼰の責任において、速やかにユーザー情報を修正または変
更するものとします。 

4. 登録アドレスに変更があったときは、変更⼿続き完了前に弊社が変更前の登録ア
ドレス宛に送付したメールは、有効にユーザーに送付されたものとみなします。 

5. 弊社は、登録希望者が次のいずれかに該当すると判断した場合には仮登録及びユ
ーザー登録を承諾しないものとし、それにより登録希望者に⽣じた不利益及び損
害について⼀切の責任を負いません。 

(1) 虚偽のユーザー情報を⼊⼒・送信した場合。 
(2) 既卒者（⼤学、⼤学院、短期⼤学、⾼等専⾨学校を卒業し、⼜はその卒業予定
年⽉を経過した者をいいます。）であった場合⼜は登録可能時期ではない場
合。 

(3) 登録希望者が過去に本規約に違反したことがある者の場合。 
(4) 登録希望者が⾼校⽣（⾼等専⾨学⽣は除く）以下の場合。 
(5) 登録希望者が本サービスを悪⽤するおそれがあると弊社が判断した場合。 
(6) その他、弊社が本サービスの利⽤を相当でないと判断した場合。 

 
第 5 条（本サービスの利⽤） 
1. 弊社は、ユーザーに対し、本規約に従い本サービスを⽇本国内において⾮独占的

に利⽤することを許諾します。 
2. ユーザーは本サービスを無料で利⽤することができます。 



3. 本サービスの利⽤に要する機器、通信費⽤等は、すべてユーザーの負担としま
す。弊社はユーザーの使⽤する機器等が本サービスに適合するものであることを
保証するものではありません。 

 
第６条（個⼈情報） 
本サービスにおけるユーザーの個⼈情報の取り扱いについては、弊社の「個⼈情報保
護⽅針」をご確認ください。ユーザーは、弊社が別途定める「個⼈情報保護⽅針」及
び個⼈情報取得に係る明⽰事項に従いユーザーの個⼈情報を取り扱うことに同意しま
す。 
 
第７条（禁⽌事項） 
ユーザーは、次の各号の⾏為をしてはなりません。 

(1) 虚偽の情報を登録し、⼜は提供すること 
(2) 弊社、登録企業、他のユーザー⼜は第三者の著作権等知的財産権を侵害する⾏
為 

(3) 弊社、登録企業、他のユーザー⼜は第三者の財産権、名誉、プライバシーに関
する権利、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為 

(4) 本サービスで得た情報を、本サービスの利⽤⽬的の範囲を超えて第三者に譲渡
し、⼜は営利を⽬的とした情報提供活動に⽤いること 

(5) スカウトを承諾し選考が継続している場合に、当該スカウト承諾を取り消す⾏
為 

(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む
情報を送信する⾏為 

(7) 本サービスの運営の妨げとなる⼀切の⾏為 
(8) 弊社、登録企業、他のユーザー⼜は第三者を誹謗中傷する⾏為 
(9) 公序良俗に反する⾏為 

(10) 法令に反する⼀切の⾏為 
(11) その他、弊社が不適切と判断する⼀切の⾏為 

 
第８条（登録削除・再登録の拒否等） 
1. 弊社は、ユーザーが本規約に違反し、⼜は本サービスの利⽤が適当でないと判断

した場合、何らの通知なく、直ちに本サービスの利⽤を停⽌若しくは終了、ユー
ザー情報の削除、ユーザー登録及び仮登録の抹消⼜は再登録の拒否ができます。 

2. 弊社は、ユーザーが本サービスに重複登録していることを発⾒した場合、重複す
るユーザー情報のうち、いずれかを、ユーザーに何らの通知なく削除することが
できます。 

3. 弊社は、選考その他⾯談等の参加状況等に関する弊社からの問い合わせに対して
ユーザーが 30⽇間以上応答しない場合、何らの通知なく、本サービスの利⽤を停
⽌若しくは終了させるできます。 

4. 弊社は、前各項の規定によりユーザーに⽣じた不利益及び損害について⼀切の責
任を負いません。 



 
第９条（活動終了による退会等） 
1. ユーザーは、就職活動を終了した場合⼜は既卒者となった場合には、弊社が別途

定める⽅法により、本サービスを退会する必要があります。 
2. 弊社は、前項にかかわらず、ユーザーが卒業予定年⽉を経過したにもかかわらず

ログイン情報⼜はユーザー情報を利⽤しているとき、⼜はユーザーの卒業予定年
度の 3⽉ 31⽇から半年以上経過したときは、何らの通知を要せず、ログイン情報
及びユーザー情報を削除でき、また、本サービスの利⽤を停⽌若しくは終了させ
ることができるものとします。 

3. ユーザーの仮登録時から 3年以上経過したときは、何らの通知を要せず、ログイ
ン情報、ユーザー情報、仮登録及びユーザー登録を抹消でき、本サービスの利⽤
を停⽌若しくは終了させることができるものとします。 

4. 弊社は前各項の措置により⽣じたユーザーの不利益及び損害について⼀切の責任
を負いません。 

5. ユーザーは、卒業予定年度に変更があった場合は、本サービスの再登録ができる
ものとします。卒業年度の変更については、登録済の卒業予定年度の 3⽉ 31⽇ま
でに変更を⾏うものとします。 

6. 前各項の規定により退会⼜は登録抹消された場合、再度本サービスの利⽤を希望
する場合であっても、退会⼜は登録抹消前のユーザー情報、ユーザー情報及びロ
グイン情報は利⽤できません。 

 
第 10 条（就職お祝い⾦） 
1. ユーザーは、本サービスを利⽤して就職先を決定した場合、内定承諾から 30⽇以

内に、申請画⾯の指⽰に従ってお祝い⾦を申請し、企業に確認が取れた後、40⽇
以内これを受け取ることができます。 

2. ユーザーは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、お祝い⾦相当額をご返⾦
いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、返⾦に伴う⼿数料はユー
ザーが負担することとします。 

(1) 本サービス以外の就活⽀援サービスから同⼀求⼈案件にエントリーし内定承諾
先企業を決定した場合 

(2) 内定承諾後、学⽣が⾃らの意思表⽰による内定辞退があった場合 
(3) 内定承諾後、学⽣の責めに帰すべき事由によって内定が取り消された場合 

 
第 11 条（本サービスの停⽌・終了等） 
弊社は、以下のいずれかに該当する事由が発⽣した場合、ユーザーへの事前の通知及
び承諾を要することなく、本サービスを停⽌または終了することができます。なお、
弊社はこれにより⽣じたユーザーの不利益及び損害について⼀切の責任を負いませ
ん。 

(1) 本サービス運営のためのシステム（以下「システム」という。）の保守、更新
等を定期的⼜は緊急に⾏う場合 



(2) 通常講ずるべきウィルス対策では防⽌できないウィルス被害、⽕災、停電、天
災地変などの不可抗⼒により、本サービスの提供が困難な場合 

(3) 突発的なシステムの故障等が発⽣した場合 
(4) その他弊社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

 
第 12 条（免責） 
1. 弊社は、企業情報等の第三者の情報、広告その他第三者により提供される情報、

ユーザーが本サービスに登録し掲載する情報等に関し、内容の正確性、有⽤性等
について何らの保証もしません。 

2. ユーザーの本サービスへの登録及び本サービスの利⽤(第三者の情報提供⾏為等を
含む)から⽣じる⼀切の損害に関して、弊社は責任を負わないものとします。 

3. 弊社は、弊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、ユーザ
ーの情報の削除⼜は消失､ユーザーの登録の抹消、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ユーザーが被
った損害につき、⼀切責任を負わないものとします。 

4. 本サービスから他のウェブサイトへのリンク⼜は他のウェブサイトから本ウェブ
サイトへのリンクが提供されている場合でも、弊社は、本サービス以外のウェブ
サイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても⼀切の責任
を負わないものとします。 

5. 弊社は、ユーザーによる本サービスの利⽤によって、就職が成功することを保証
するものではありません。 

6. 弊社の責任を免責する本規約の条項が消費者契約法等の法令に反することによっ
て無効となる場合など、何らかの理由によって弊社が本サービスに関してユーザ
ーに対して損害賠償責任を負うべき場合でも、弊社の賠償責任は、故意または重
過失による場合を除き、ユーザーに⽣じた直接かつ通常の損害の範囲に限るもの
とし、弊社の損害賠償責任の上限額はユーザー⼀⼈当たり 1,000円までとしま
す。 

 
第 13 条（知的財産の使⽤） 
1. 弊社は、本サービスを通じてユーザーから提供を受けた著作物その他の知的財産

について、本サービスの利⽤のためにのみ使⽤、複製⼜は頒布することを許諾さ
れるものとし、ユーザーの事前の許諾を得ることなく他の⽬的で使⽤、複製、転
写、⼜は頒布することはしません。 

2. 本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て弊社⼜は弊社にライセンスを許
諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利⽤許
諾は、本規約において明⽰されているものを除き、本サービスに関する弊社⼜は
弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡⼜は使⽤許諾を意味する
ものではありません。ユーザーは、いかなる理由によっても弊社⼜は弊社にライ
センスを許諾している者の知的財産権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。）をしないものとします。 



 
第 14 条（本規約の改定） 
1. 弊社は、本規約（当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規

定等を含みます。以下本項において同じ。）を変更できるものとします。 
2. 弊社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効⼒発⽣時期を、当
該効⼒発⽣時期までに当社所定の⽅法で告知するものとします。告知された効⼒
発⽣時期以降にユーザーが本サービスを利⽤した場合には、ユーザーは、本規約
の変更に同意したものとみなします。 

 
第 15 条（本規約の譲渡等） 
1. ユーザーは、弊社の書⾯による事前の承諾なく、本規約に基づく権利⼜は義務に

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. 弊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ユーザーの登録事項その他の顧客情報を当該
事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡に
つき本項において予め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
含むもの とします 

 
第 16 条（ユーザーの損害賠償義務等） 
1. ユーザーが本規約に違反し、弊社に対し損害を与えた場合、ユーザーは弊社に対

し、損害賠償義務を負担します。 
2. ユーザーは、登録企業⼜は他のユーザーとのトラブル若しくは紛争について、⾃

らの費⽤及び責任で解決するものとし、当社は登録企業⼜は他のユーザーとのや
り取り、トラブル若しくは紛争について⼀切の責任を負わないものとします。ユ
ーザーは、これらのトラブル⼜は紛争により、弊社⼜は登録企業に損害を与えた
場合は、当該損害（弊社⼜は登録企業が負担した弁護⼠費⽤等を含む。）を賠償
する義務を負います。 

 
第 17 条（準拠法及び管轄裁判所） 
本規約の準拠法は⽇本法とし、本サービスに関する紛争については、東京地⽅裁判所
または東京簡易裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 18 条（協議事項） 
本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が⽣じたときは、両当事者間で誠実
に協議の上、これを解決します。 
 
附則 
 
この規約は 2020 年 12⽉ 1⽇に施⾏します 



2021年 1⽉ 19⽇ 改訂および適⽤ 

2022年 10⽉ 25⽇ 改定および適⽤ 


