
エステートテクノロジーズ利⽤規約 

 

このエステートテクノロジーズサービス利⽤規約（以下、「本規約」といいます。）には、エ

ステートテクノロジーズ株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するサービスのご利

⽤にあたり、利⽤者の皆様に遵守していただけなければならない事項及び当社と利⽤者の皆様

との間の権利義務関係が定められています。当社は、当社のサービスをご利⽤になる⽅は、本

規約に同意したものとみなします。 

 

第 1 条 適⽤ 

1. 本規約は、当社サービス(第 2 条で定義します。)の利⽤に関する当社と利⽤者の間の権利義

務関係を定めることを⽬的とし、当社と利⽤者の間のサービスの利⽤に関わる⼀切の取引に適

⽤されます。 

2. 当社は当社サービスに関し、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」といいます。）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。 

3. 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な

き限り、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. 「当社運営サイト」とは、そのドメインが「estate-tech.co.jp」⼜は「recommender.dr-

asset.jp」である当社が運営する各ウェブサイト（理由の如何を問わず当社のウェブサイトのド

メイン⼜は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。また随時当社が

当社運営ウェブサイトとして追加して指定するウェブサイトを含みます。）を意味します。 

2. 「当社サービス」とは、当社が当社運営サイトを通じて提供するサービス（当社運営サイト

の追加等に伴い当社が追加して運営するサービスを含みます。）、これに付随⼜は関連して当

社がウェブサイト、電⼦メールその他の媒体を通じて実施するサービス、及びその他当社が本

規約によることを⽰して実施するあらゆるサービス（理由の如何を問わずサービス内容が変更

された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）を意味します。なお、当社運営ウェブサ

イトにおいて、当社以外の者によるサービスが提供される場合があり、かかるサービスは当該

サービスの提供者が定める利⽤規約等に従って提供されるものとします。 

3. 「利⽤者」とは、当社サービスを閲覧し⼜は利⽤する個⼈、法⼈その他の団体等を意味しま

す。 

 



第 3 条 サービス 

1. 当社サービスは不動産売買を⾏うためのプラットフォームを提供するものであり、名称及び

サービス内容の変更があった場合には変更後のサービスを含むものとします。 

2. 当社サービスを利⽤して、不動産売買契約を締結する際には、別途当社と媒介契約を締結す

るものとします。 

3. 当社サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォンその他の機

器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、利⽤者の費⽤と責任において準備し維持

するものとします。また、各種機器・ソフトウェア・適信環境等の設置や操作についても、利

⽤者の費⽤と責任で⾏って頂く必要があります。当社は、当社サービスがあらゆる機器等に適

合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作について関与せず、利⽤者に

対するサポートも⾏いません。 

 

第 4条 利⽤登録 

1. 当社サービスの利⽤を希望する者（以下「利⽤希望者」といいます。）は、本規約を遵守す

ることに同意し、かつ当社の定める⼀定の情報（以下「登録事項」といいます。）を当社の定

める⽅法で当社に提供することにより、当社に対し、当社サービスの利⽤の登録を申請するこ

とができます。 

2. 登録の申請は当社サービスを利⽤する個⼈⼜は法⼈⾃⾝が⾏わなければならず、原則として

代理⼈による登録申請は認められません。また、利⽤希望者は、登録の申請にあたり、真実、

正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。他⼈のメールアドレス、及び複数の

⼈に共有されるメールアドレスでの登録は禁⽌します。 

3. 当社は、当社の基準に従って、利⽤希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合

にはその旨を利⽤希望者に通知し、この通知により利⽤希望者の利⽤としての登録は完了した

ものとします。 

4. 当社は、審査に必要な書類の提出を求めることがあり、利⽤希望者は、当該書類を速やかに

提出するものとします。利⽤希望者が当該書類を提出しない場合その他当社の定める審査基準

に適合しない場合には、当社は、利⽤希望者の登録申請を拒否することができるものとしま

す。 

5. 当社は、利⽤希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否すること

があります。 

a. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合 

b. 当社に提供された登録事項の全部⼜は⼀部に虚偽、誤記⼜は記載漏れがあった場合 

c. 過去に当社サービスの利⽤の登録を取り消された者である場合 



d. 未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、法定代理⼈、後⾒⼈、

保佐⼈⼜は補助⼈の同意等が確認できない場合 

e. 利⽤希望者が反社会的勢⼒等（暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに

準ずる者を意味し、以下も同様とします。）である、資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等

の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しく

は関与を⾏っている、⼜は過去にこれらに該当していたと当社が判断した場合 

f. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 

6. 登録情報に誤りがあった場合⼜は変更が⽣じた場合、利⽤希望者⼜は利⽤者は、⾃⼰の責任

において、当社の指定する⽅法により、速やかに登録情報を修正⼜は変更するものとします。 

7. 登録を解除する場合は、利⽤者が登録した当社サービスについて登録の解除を希望する場合

は、当社の定める⽅法で届け出るものとします。 

 

第 5条 アカウントの管理 

1. 利⽤者は、⾃⼰の責任において⾃⼰の登録情報（以下「アカウント」といいます。）を管理

及び保管するものとし、これを第三者（利⽤者の親族を含みます。以下本条において同じで

す。）に利⽤させ、⼜は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 

2. アカウントの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害の責任は利⽤者が負う

ものとし、当社は⼀切の責任を負いません。 

3. 利⽤者は、アカウントが盗⽤され⼜は第三者に使⽤されていることが判明した場合には、直

ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指⽰に従うものとします。 

第 6条 当社サービスの利⽤ 

1. 利⽤者は、当社サービスを、利⽤者⾃⾝が不動産を売買する⽬的で利⽤するものとし、第三

者の不動産の売買の⽬的その他商業上の⽬的で当社サービスを利⽤しないものとします。 

2. 利⽤者は、当社サービスを当社から提供された状態で利⽤するものとし、当社サービスの複

製、修正、変更、改変⼜は翻案を⾏うことはできません。また、利⽤にあたっては、当社が別

途指定する条件に従うものとします。 

3. 利⽤者は、当社サービスを、直接的⼜は間接的にかかわらず、第三者に対する業務提供その

他これに類似する⽤途に⽤いてはならないものとします。 

 

第 7条 登録の変更（取り消し、解除、抹消） 

1. 当社は、利⽤者が次の各号に該当した場合⼜は該当したと当社が判断した場合、事前の通知

なしに、登録の取消、当社サービスの全部もしくは⼀部へのアクセスの拒否、利⽤停⽌等、⼜

は、当該利⽤者に関連するコンテンツや情報の全部もしくは⼀部の削除の措置をとることがで



きるものとします。その際、当社はその理由を説明する義務を負わないものとします。 

① 法令⼜は本規約のいずれかの条項に違反した場合 

② 登録事項に虚偽の事実があると当社が判断した場合 

③ 登録した情報が既存の登録と重複している場合 

④ 本規約上必要となる⼿続き⼜は当社への連絡を⾏わなかった場合 

⑤ 当社からの連絡に対し、2週間以上返答がない場合 

⑥ 登録した携帯電話番号⼜はメールアドレスが不通になったことが判明した場合 

⑦ 当社サービスについて、最終の利⽤から⼀定期間利⽤がない場合 

⑧ 他の利⽤者や第三者に不当に迷惑をかけた場合 

⑨ 利⽤者が⾃⼰⼜は第三者をして、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏

為、脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為、⾵評を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて、信⽤

を毀損⼜は業務を妨害する⾏為をした場合 

⑩ その他、当社が当社サービスの利⽤を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条の措置を受けた利⽤者に対し、将来にわたって当社が提供するサービスの利⽤

及びアクセスを禁⽌することができるものとします。 

3. 当社は、本条の措置により利⽤者及び第三者に⽣じる損害について、当該損害の発⽣につい

て当社に故意⼜は重過失がない限り、責任を負わないものとします。 

 

第 8条 料⾦ 

1. 利⽤者は、当社が当社サービスのうち有料部分と指定したサービスの対価として、当社が別

途定め、当社が指定する⽅法で提⽰した利⽤料⾦を当社指定の⽅法により⽀払うものとしま

す。なお、⽀払いに要する費⽤は利⽤者の負担とします。 

2. 当社と利⽤者が不動産売買契約を締結する際には、別途当社と媒介契約を締結し、その際の

料⾦は個別に定めるものとします。 

 

第 9条 禁⽌事項 

利⽤者は、当社サービスの利⽤にあたり、以下の⾏為をしてはなりません。 

① 法令、本規約⼜は公序良俗に違反する⾏為 

② 犯罪⾏為に関連する⾏為 

③ 当社サービスの内容等、当社サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害す

る⾏為 

④ 当社、他の利⽤者、⼜はその他第三者のサーバー⼜はネットワークの機能を破壊したり、

妨害したりする⾏為 



⑤ 当社サービスによって得られた情報を商業⽬的に利⽤する⾏為 

⑥ 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為 

⑦ 不正アクセスをし、⼜はこれを試みる⾏為 

⑧ 他の利⽤者に関する個⼈情報等を収集⼜は蓄積する⾏為 

⑨ 不正な⽬的を持って当社サービスを利⽤する⾏為 

⑩ 当社サービスの他の利⽤者⼜はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える⾏為 

⑪ 他の利⽤者に成りすます⾏為 

⑫ 当社が許諾しない当社サービス上での宣伝、広告、勧誘、⼜は営業⾏為 

⑬ ⾯識のない異性との出会いを⽬的とした⾏為 

⑭ 反社会的勢⼒等となる、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しく

は経営に協⼒若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏う⾏為 

⑮ 当社サービスの利⽤期間中及び利⽤終了後 2年の間、当社サービスと同種⼜は類似の事業

を、直接的に⼜は間接的に営む⾏為 

⑯ その他、当社が不適切と判断する⾏為 

 

第 10条 コンテンツの権利帰属等 

当社サービスを構成するすべてのコンテンツに関する権利は、当社⼜は当該権利を有する第三

者に帰属しています。利⽤者は、当社サービスのすべてのコンテンツに関して、⼀切の権利を

取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権及び商標権を含む⼀切の知

的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する⼀切の⾏為

をしてはならないものとします。本規約に基づく当社サービスの利⽤の許諾は、当社サービス

に関する当社⼜は当該権利を有する第三者の権利の使⽤許諾を意味するものではありません。 

 

第 11 条 保証の否認及び免責 

1. 当社は、当社サービスに事実上⼜は法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効

性、特定の⽬的への適合性、セキュリティなどに関する⽋陥、エラーやバグ、権利侵害などを

含みます。）がないことを明⽰的にも黙⽰的にも保証しておりません。 

2. 当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履⾏⼜は不法⾏為により利⽤者に

⽣じた損害のうち特別な事情から⽣じた損害（当社⼜は利⽤者が損害発⽣につき予⾒し、⼜は

予⾒し得た場合を含みます。）について⼀切の責任を負いません。 

3. 当社は、当社サービスに関して、利⽤者と他の利⽤者⼜は第三者との間において⽣じた取

引、連絡⼜は紛争等について⼀切責任を負わず、利⽤者は⾃らの費⽤と責任でこれを解決する

ものとします。 



4. 当社は、当社サービスに関して提供している情報はあくまで参考情報であり、いかなる情報

に関してもその信憑性についての完全性を保証するものではありません。したがって当社のデ

ータを利⽤した場合のいかなる不動産売買についても⼀切責任を負いません。 

5. 利⽤者は、当社が当社サービスを通じて提供した情報を、⾃らの判断かつ責任で採⽤するも

のとし、当社は、当社サービスを通じて提供した情報に基づいて利⽤者が⾏動したことによっ

て、利⽤者が損害を被っても、当社に故意⼜は重過失がない限り、当該損害を賠償する責任を

負わないものとします。 

 

第 12 条 サービス内容の変更等 

1. 当社は、利⽤者に通知することなく、当社サービスの内容を変更し⼜は当社サービスの提供

を中⽌することができるものとします。 

2. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、利⽤者に事前に通知することなく当

社サービスの全部⼜は⼀部の提供を停⽌⼜は中断することができるものとします。 

① 当社サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検⼜は更新を⾏う場合 

② 地震、落雷、⽕災、停電⼜は天災などの不可抗⼒により、当社サービスの提供が困難とな

った場合 

③ アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合⼜はデプロイやコー

ド変更によってシステムが正常に動作しない場合 

④ 利⽤者のセキュリティを確保する必要が⽣じた場合 

⑤ コンピュータ⼜は通信回線等が事故により停⽌した場合 

⑥ 法令⼜はこれに基づく措置により当社サービスの運営が困難となった場合 

⑦ その他、当社が当社サービスの提供が困難と判断した場合 

3. 当社は、前項各号の事由の存在の如何にかかわらず、当社サービスの変更、提供の停⽌⼜は

中断により、利⽤者⼜は第三者が被ったいかなる不利益⼜は損害についても、当社に故意⼜は

重過失がない限り、⼀切の責任を負わないものとします。 

 

第 13 条 利⽤規約の変更 

1. 当社は、当社が必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとし

ます。変更後の利⽤規約は、当社が別途定める場合を除いて、当社ウェブサイトに掲⽰された

時点より効⼒を⽣じるものとします。 

2. 利⽤者は、変更後の本規約に同意しない場合には、直ちに当社サービスの利⽤を停⽌するも

のとします。本規約の変更後、当社サービスの利⽤を開始した場合には当該利⽤者は変更後の



規約に同意したものとみなします。利⽤者は、⾃⼰の責任において、随時、本規約の最新の内

容を確認の上、当社サービスの利⽤を⾏うものとします。 

 

第 14条 個⼈情報の取扱い 

1. 当社は、当社サービスの利⽤によって取得する個⼈情報については、当社「個⼈情報保護⽅

針」に従い適切に取り扱うものとします。 

2. 利⽤者の登録情報及び利⽤者のサービスの利⽤状況に関する情報は、当社のデータベースに

蓄積され、当社の所有となり、当社が利⽤（個⼈情報については当社の個⼈情報保護⽅針に定

める利⽤⽬的の範囲内とします。）することを利⽤者は承諾するものとします。 

3. 当社は、利⽤者から取得した個⼈情報を、当社の裁量で、当社サービスの提供及び運⽤、サ

ービス内容の改良及び向上、当社サービスの利⽤状況の把握等の⽬的のために利⽤し、⼜は個

⼈を特定できない統計情報として⾃由に利⽤することができます。 

4. 当社は、利⽤者が当社サービスの利⽤を終了した後も、当該利⽤者が当社に提供した情報を

保有・利⽤することができるものとします。 

 

第 15条 損害賠償 

1. 利⽤者による本規約の違反⾏為その他当社サービスの利⽤に起因⼜は関連して、当社に直接

⼜は間接の損害が⽣じた場合（当該⾏為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請

求を受けた場合を含みます。）、利⽤者は、当社に対し、そのすべての損害（解決⾦や弁護⼠

費⽤、当社において対応に要した⼈件費相当額が含まれますが、これらに限られません。）を

賠償しなければなりません。 

2. 当社は、当社サービスの利⽤に起因⼜は関連して利⽤者が被った損害について、当社に故意

⼜は重過失がある場合にのみ責任を負うものとします。ただし、当社の賠償責任は、利⽤者に

現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限るものとし、特別な事情から⽣じた損害（損害の発⽣

を当社が予⾒し⼜は予⾒し得た場合を含みます。）は含まれないものとします。また、当社の

賠償責任の⾦額の上限は、本契約に基づき当社が当該利⽤者から受領した直近 12ヶ⽉間の報

酬の合計額とします。 

 

第 16条 秘密保持 

1. 利⽤者は、当社の事前の書⾯による承諾がある場合を除き、当社サービス及び当社サービス

に関連して当社が開⽰⼜は提供した情報（以下「秘密情報」といいます。）を秘密に取り扱

い、第三者に開⽰⼜は提供しないものとします。ただし、当社の同意を得た場合、⼜は法令に

より第三者への開⽰⼜は提供を強制され、必要最⼩限度の範囲で開⽰⼜は提供する場合を除き



ます。 

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除く

ものとします。 

① 開⽰もしくは提供の時点で既に公知のもの、⼜は開⽰もしくは提供後秘密情報を受領した

利⽤者の責によらずして公知となったもの 

② 利⽤者が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もの 

③ 開⽰⼜は提供の時点で利⽤者が既に保有しているもの 

3. 利⽤者は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指⽰に従い、遅滞なく、前項の秘密

情報及び当該情報を記載⼜は記録した書⾯その他の記録媒体物並びにそのすべての複製物等を

返却⼜は廃棄しなければなりません。 

 

第 17条 通知⼜は連絡 

利⽤者と当社との間の通知⼜は連絡は、当社の定める⽅法によって⾏うものとします。当社

は、利⽤者から当社が別途定める⽅式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連

絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知⼜は連絡を⾏い、これらは発信時に利⽤者へ到

達したものとみなします。 

 

第 18条 権利義務の譲渡の禁⽌ 

利⽤者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、当社との契約上の地位⼜は本規約その他当社と

の契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、⼜は担保に供することはできません。 

 

第 19条 事業譲渡等の場合の取扱い 

当社が当社サービスにかかる事業の全部⼜は⼀部を他社に譲渡等する場合、当社は、当該事業

譲渡等に伴い本契約上の地位、権利及び義務並びに利⽤者の情報等を当該事業譲渡等の譲受⼈

に譲渡できるものとし、利⽤者は、かかる譲渡等につき本条において予め同意したものとみな

します。本条にいう事業譲渡等には、当社が消滅会社⼜は分割会社となる合併⼜は会社分割等

による包括承継を含むものとします。 

 

第 20条 当社サービス利⽤終了時の処理 

1. 利⽤者による当社サービスの利⽤が終了した場合（当社が利⽤者のサービス利⽤を停⽌した

場合を含みます。以下同じです。）、利⽤者は当社サービスを⼀切利⽤できないものとし、当

社から提供された⼀切の物品（当社サービスの仕様書、操作マニュアル等を含みます。）を直

ちに当社に返還するか⼜は当社の指⽰に従って廃棄してその旨の証明書を当社に交付するもの



とします。 

2. 利⽤者による当社サービスの利⽤が終了した場合、利⽤者はその⽇以降は、ダウンロード、

コピーしたデータ、抽出した資料（媒体は問いません。）を、法令で定められた保存のために

保持する情報及び利⽤契約の終了、解除⼜は解約の時点で利⽤者において保存することにつき

合理的根拠が認められるものを除き全て廃棄⼜は削除するものとします。 

3. 利⽤者による当社サービスの利⽤が終了した場合であっても、第 5条第 2 項、第 7条第 3

項、第 8条、第 10条、第 11 条、第 12 条第 3 項、第 14条乃⾄第 19条、本条、並びに第 21

条乃⾄第 23 条は、有効に存続するものとします。 

 

第 21 条 分離可能性 

1. 消費者契約法等の法令に違反する等、理由の如何を問わず、本規約のいずれかの条項⼜はそ

の⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさ

ず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執⾏⼒を有するものとします。当社及び利⽤者

は、当該無効若しくは執⾏不能とされた条項⼜は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保

できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。 

2. 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、ある利⽤者との関係で無効⼜は執⾏不能と判断さ

れた場合であっても、他の利⽤者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとしま

す。 

 

第 22 条 準拠法・裁判管轄 

1. 本規約の解釈にあたっては、⽇本法を準拠法とします。 

2. 当社サービスに関して紛争が⽣じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的

合意管轄とします。 

 

第 23 条 協議解決 

当社及び利⽤者は、本規約に定めのない事項⼜は本規約の解釈に疑義が⽣じた場合には、互い

に信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。 

 

以上 

2019 年 12⽉ 20 ⽇ 制定 

 

 



【個⼈情報保護⽅針】 

1. ⽬的に応じた適切な個⼈情報の取得、利⽤及び提供を定めた規則を遵守します。 

2. 個⼈情報の漏えい、滅失⼜はき損の防⽌措置を講ずると共に、万⼀の発⽣時には速やかな是

正対策を実施します。 

3. 個⼈情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守します。 

4. 皆様からの個⼈情報に関するお問合せに、誠実かつ迅速に対応します。 

5. 個⼈情報管理の仕組みを継続的に改善します。 

 

【利⽤⽬的について】 

予め本⼈の同意を得た場合及び個⼈情報の保護に関する法律、その他法令により例外として取

り扱うことが認められている場合を除き、以下の利⽤⽬的の範囲内で取得した個⼈情報を利⽤

します。 

(1) 当社運営サイト（以下「当社サイト」といい、当社サイトで運営するサービスを「当社サ

ービス」といいます。）の利⽤者に関する個⼈情報 

1. 購⼊希望物件情報の提供、融資情報の提供 

2. 当社サービスの提供、紹介、並びに本⼈確認及び不正利⽤防⽌のため 

3. 当社サイトの運営、維持、管理、品質向上、更新情報等の連絡のため 

4. 利⽤者が当社サービスを利⽤するにあたり必要な連絡を⾏うため 

5. 当社サイト及び当社サービスの改善、新サービス開発、問い合わせ対応のため 

6. 個⼈情報が特定されない統計データを収集、作成するため 

7. 市場動向の分析の基礎となるデータの収集のため 

8. キャンペーン、新サービス等について連絡するため 

9. 本サービスに関する利⽤規約、本ポリシー、当社サービスの停⽌、中⽌、契約解除その他当

社サービスに関する重要なお知らせの通知のため 

10. その他上記に付随して、必要な範囲で当社によるサービス提供のため 

(2) 当社取引先、メディア関係者、提携企業等の役職員に関する個⼈情報 

1. 当社サイトの運営、維持、管理、品質向上、更新情報等の連絡のため 

2. 当社サイト及び当社サービスの改善、新サービス開発、問い合わせ対応のため 

3. 個⼈情報が特定されない統計データを収集、作成するため 

4. キャンペーン、新サービス等についてご案内するため 

5. その他上記に付随して、必要な範囲で当社によるサービス提供のため 

(3) 当社へ問合せ相談、連絡等をされた⽅々に関する個⼈情報 

1. ご相談、ご連絡の内容の検討、調査、対応を⾏うため 



2. 連絡に付随する情報及び履歴の管理のため 

3. 法令その他規則に基づく届出、報告等のため 

(4) 当社の従業員に関する個⼈情報 

1. ⼈事管理、給与⽀払い、その他の雇⽤管理のため 

2. 教育・研修・福利厚⽣、安全衛⽣管理のため 

3. 法令その他規則に基づく届出、報告等のため 

(5) 採⽤候補者・応募者の⽅々に関する個⼈情報 

1. 採⽤選考、決定、連絡のため 

2. 法令その他規則に基づく届出、報告等のため 

 

【第三者への提供について】 

取得した個⼈情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供⼜は開

⽰しません。 

1. ご本⼈の同意がある場合 

2. ⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要な場合で、ご本⼈のご同意を頂くことが困難な

場合 

3. その他法令にもとづき開⽰・提供を求められた場合 

 

【委託について】 

各業務の⼀部を委託先に委託し、当該委託先に対して必要な範囲で個⼈情報の取り扱いを委託

する場合があります。この場合には、法令及び当社で定めた基準に従って適切な管理を⾏って

いる委託先を選定し、委託します。 

 

【ご登録内容の開⽰、修正及び利⽤中⽌について】 

業務の適正な遂⾏を妨げない限りにおいて、ご本⼈のお申し出により、個⼈情報をご本⼈に開

⽰します。その場合、所定の⽅法によって本⼈確認を⾏わせて頂きます。ご本⼈に開⽰した個

⼈情報に事実と異なる内容があった場合、これを直ちに修正します。またご本⼈から個⼈情報

の利⽤停⽌の申し出があった場合には、直ちにその利⽤を停⽌します。 

 

【個⼈情報提供の任意性】 

前項に掲げる収集⽬的に基づく個⼈情報の提供はご本⼈の任意ですが、ご提供いただけない場

合には、ご本⼈に対し実施する対内的⼜は対外的な業務処理を遂⾏出来ない場合や、弊社がお

客様に提供するサービスをご利⽤になれない場合があります。 



 

【改定について】 

本⽅針は、関連する法令等の改正や運営者の⽅針の変更等により予告なく変更する場合があり

ます。 

 

【この件に関するお問い合わせ先】 

エステートテクノロジーズ株式会社 

〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕ 4-11-9-302 

TEL：03-3402-3400 E-mail：contact@estate-tech.co.jp 

以上 

 

2019 年 12⽉ 20 ⽇ 制定 

2020年 2⽉ 25⽇ 住所変更 


