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グローバル個人情報保護方針（以下「当方針」）

Korn Ferryはお客様の情報のプライバシーとセキュリティを真剣に考慮しています。 当方針は、Korn 
Ferry 、関連会社及び子会社（以下、総称して「Korn Ferry」または「当社」）が、お客様の情報を収集、

利用、転送及び開示する方法を説明しています。当社の関連会社および子会社のリストは、以下に

記載されているプライバシー事務所またはhttps://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf  から

入手できます。

当方針は 、当社の人材紹介サービス、コンサルティングサービス、及び製品（以下、総称して「当社サー

ビス」）に関連してKorn Ferryが収集する情報を対象としています。  当方針は、以下を通じて収集される

情報にも適用されます：

• お客様が当方針にアクセスしている、当社が運営するウェブサイト（以下「当社サイト」）

• コンピュータやモバイルデバイス上またはそれらを介して使用できるソフトウェアアプリケーショ

ン（以下「アプリ」）

• 当社サイトがリンクしている、当社のソーシャルメディアのページ及びアプリ（以下、総称して「

当社ソーシャルメディアページ」）、及び

• 当社がお客様に送信する、当方針にリンクしているHTML形式のメール（以下、当社サイト、アプ

リ、及び当社ソーシャルメディアページを含め総称して「オンラインシステム」）。

当方針は、当社が情報を収集するための他の手段も対象としています。 たとえば、直の話し合い、電話に

よる会話、非電子的なコミュニケーション（例：当社のオンラインシステム以外の方法による収集）を通

じて情報を収集する方法についても対象としています。

当社について

Korn Ferryは、グローバル展開する組織コンサルティング会社です。当社は企業の組織作りの設計を支援し

ます。構造、役割、責任範囲はもちろんのこと、従業員の報酬や能力開発、動機づけのあり方も含まれま

す。また、組織が戦略を実行するために、必要な人材の選択及び雇用についても支援します。

Korn Ferryは、企業が新しい人材を募集したり優秀な人材を惹きつけたりするために支援サービス（以下「

人材紹介サービス」）を提供しています。当社は、取締役レベル、最高経営責任者及びその他の上級管理

者のポジションに適した優秀な人材を求めているクライアントに対し、人材紹介サービスを提供していま

す。また、中堅から上級の管理職に適した優秀な人材を求めているクライアントの支援も行っています。

当社のチームはまた、社員採用プロセスのアウトソーシングやプロジェクトの人材採用業務を提供し、ト

ップの人材を惹きつけたいクライアントのお手伝いを行っています。

グローバル展開するマネジメントコンサルティング会社である当社では、優秀な人材の管理やコンサルテ

ィングサービス（以下「コンサルティングサービス」）も提供しています。当社は、戦略実行と組織設計

、人材戦略と仕事の設計、報酬と利益、アセスメントと継承、リーダーシップ開発、及びその他人材ニー

ズについて相談に乗ることで、クライアントの経営戦略の実行を手助けします。

Korn Ferryには、お客様またはクライアントがアセスメントの実施、調査及びキャリア指導への参加、報酬

及び給付の分析（法律で許可されている場合）、社員採用プロセスを容易にする製品（以下「製品」）も

あります。

当社のクライアントには、雇用を求めている雇用主または組織が多数含まれています。

当社が収集する個人情報

https://cdn.kornferry.com/privacy/subsidiariesalliances.pdf
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Korn Ferryは、お客様を個人として特定する、または特定の個人に関連する情報（以下「個人情報」）を収

集し、お客様及びクライアントに当社サービスを提供し、当社の事業を行います。当社が収集する個人情

報の種類は、取得する状況によって異なります。

 当社は、お客様の氏名、連絡先、好みのコミュニケーションの方法を収集することがあり

ます。また、調査やアセスメントの質問に対する回答を収集する場合があります。

 人材紹介サービスの過程で、候補者であるお客様に関する次の種類の情報を収集すること

があります：氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、履歴書に関する情報（職歴、学歴

、専門資格、専門組織の会員情報、スキルなど）、市民権、元雇用主及びその他信用照会

先からの情報、並びに当社が取得もしくはお客様が該当する情報を当社に提供した範囲に

おける追加情報。 また、お客様が当社に提供した、もしくはインターネット上で公開され

ている入手可能（LinkedInなど）な写真を利用します。適用法令が許可する場合、当社は

経歴検証の情報を取得します。

 オンラインシステムを利用している場合、ユーザー名、パスワード、パスワードのヒント

など、ログインのユーザー資格情報を収集することがあります。

 法律によって許可される場合、報酬及び給付についてお客様またはクライアントと相談す

るために、お客様の報酬及び給付に関する情報を収集することがあります。

 場合によっては、慎重な取り扱いを有するお客様の個人情報を要求します。当社のサービ

スが機会均等法を含む法的要件に適合していることを確認するために、当該情報を利用す

ることがあります。当社のアセスメントとアンケートには、性別、人種、年齢、出身国に

関する質問など、人口統計学的な調査の質問が含まれることがあります。以上のような限

られた場合を除いて、慎重な取り扱いを要するその他の個人情報（身分証明書番号、決済

カード番号、人種または出身民族に関する情報、政治的見解、宗教その他の信条、健康状

態、生体認証情報、遺伝的特徴、犯罪経歴、労働組合加入状況など）を当社に提供しない

ようお勧めします。

当方針に同意しない場合は、いかなる個人情報も提供しないでください。

個人情報の収集方法

お客様はKorn Ferryとやり取りをするために、一部の個人情報を直接提供するものとします。 

 当社は、お客様が当社のオンラインシステムを使用するために登録し、履歴書の提出また

は作成、雇用機会への応答、オンラインでのアセスメントまたは調査への記入、オンライ

ンコースウェアの参加、コーチへの個人情報の提供、またはEメールやウェブ用返信フォー

ム、電話、郵便による当社への連絡を行う場合に、個人情報を収集することがあります。

 お客様が当社または当社のサービスプロバイダーに対し他者に関する個人情報を提供する

場合、お客様は当方針に従って、当該情報を提出し当社に利用を許可する権限を有する旨

を表明するものとします。

お客様に関する個人情報が、当社のクライアントから当社が当社サービスを提供する関係者に提供される

場合があります。

また、第三者からお客様に関する個人情報を取得することがあります。

 アセスメントやコーチングに参加した人と、お客様に関する個人情報を共有することがあ
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ります。

 人材紹介サービスを提供する際に、紹介やネットワーキング活動、公開データベース、共

同マーケティングパートナー、認定データベース、ソーシャルメディアプラットフォーム

からも、お客様に関する個人情報を取得する場合があります。 当社がこれら第三者から収

集する情報には、候補者の身元を特定できる情報（例：個人の氏名、住所、電話番号、Eメ
ールアドレスなど）や、その経歴や資格に関する情報（雇用履歴、学歴、専門資格、専門

組織の会員資格、スキルなど）、市民権、元雇用主及びその他信用照会先からの情報など

が含まれています。また、お客様が当社に提供した、もしくはインターネット上で公開さ

れている入手可能（LinkedInなど）な写真を利用します。適用法令が許可する場合、当社

は経歴検証の情報を取得します。

当社はオンラインシステム上で紹介された書籍、アセスメント、その他物理的製品の販売やイベントの登

録を処理するために、第三者の企業を利用しています。物理的製品の購入やイベントへの登録を希望する

と、Korn Ferry以外の第三者（またはそのサービスプロバイダ）が運用するウェブページに誘導されること

があります。

 お客様が当該ページを通じて第三者に提供するいかなる個人情報も、当方針ではなく、第

三者のプライバシーポリシーに従うものとします。Korn Ferryは、第三者が当該ページを通

じて収集した情報を利用しても規制することはなく、責任も負いません。当方針は、第三

者のページを介した情報の収集及び使用、並びにプライバシーまたは情報に関する第三者

の慣例について対応することはありませんので、その旨ご了承ください。

当社が収集した個人情報の利用方法

Korn Ferryは、複数の方法で収集した個人情報を利用しています。当社が収集する個人情報の利用方法につ

いて、追加詳細の要約は以下の通りです。

当社は当社サービスを提供するために、個人情報を利用します。

当社はお客様及び当社のクライアントに当社サービスを提供するために、個人情報を利用します。当社は

お客様及び当社のクライアントとの契約上の関係を果たすため、また当社の事業を行うために個人情報を

利用する際に正当な利益がある場合、個人情報を利用します。

人材紹介サービスの過程で、当社は、お客様のプロフィールを作成するために収集した個人情報を利用す

ることがあります。当該プロファイルは、お客様が関心を持っているかもしれないと当社がみなす、専門

職としての就職の機会を特定するために利用される場合があります。

 当社は随時、当該機会をお客様に連絡することがあります。また随時、紹介のために個人

に連絡する場合もあります。当社は、市場を理解したり、クライアントに他のアドバイザ

リーサービスを提供するために、人材紹介サービスに関連して候補者名または候補者に関

する個人情報を追加で求めることがあります。

当社がお客様のプロフィールを作成するのを、お客様はいつでも拒否することができます。拒否する方法

については、下記にある「選択とアクセス」をご覧ください。

 拒否した場合、プロフィールは当社のデータベースから削除され、将来にわたり専門職紹

介の機会について考慮されないことを意味します。

人材紹介サービスの過程で、当社は個人情報を利用して、適切に信用照会先を確認したり、学歴や経歴の

確認も行います。
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 さらに、収集した個人情報を利用して、候補者及び就職斡旋活動に関する多様性及びその

他の統計データを集計及び開示します。当社は、お客様の同意に基づき、または事業での

正当な利益を得るという理由で、お客様との契約上の関係を管理するために個人情報を利

用します。 
 
当社は、問い合わせへの返答、情報の確認、情報の共有を行うために、お客様の個人情報を利用します。 

 
 当社は、問い合わせに返答したり要望に応えたりするために、お客様の個人情報を利用し

ます。お客様が当社に連絡すると、当社はお客様の連絡先とやり取りの記録を保持し、問

い合わせに返答するために、お客様のメッセージに含まれる情報を利用します。お客様と

の契約関係を管理するために、当該情報を利用します。 
 
当社は、オンラインシステムに関する重要な情報、及び条件や方針、その他の管理情報に関する変更内容

を送付するために、随時、お客様の個人情報を利用します。 
 

 収集した個人情報が正確で最新であるか確認するために、お客様に連絡することもありま

す。お客様との契約上の関係を管理したり、法的義務を遵守するために、個人情報を利用

します。 
 
当社は事業を運営するために、お客様の個人情報を利用します。 
 
当社は監査並びに候補者及びクライアントに関する社内コミュニケーションなど当社の業務目的で、お客

様の個人情報を利用して、営業活動の有効性の測定、当社サービスの管理、インフラストラクチャの維持

及び確保、調達及び金融取引を行います。 
 

 当社は法的義務を遵守し、事業での正当な利益を得るという理由で、お客様及びクライア

ントとの契約関係を管理するために、当該個人情報を利用します。 
 
当社は、分析及びソートリーダーシップの資料を案内するために、個人情報を利用することがあります。

公開している製品は大規模な個人の集合体のみを対象にしており、お客様個人を特定したり、お客様に起

因する結果が含まれたりすることはありません。当社が分析を行うのは、その結果、事業での正当な利益

を確保するためです。 
 

当社は調査、公表、開発、ベンチマーキング及び標準化、妥当性確認、縦断研究、トレンド分析のために

お客様の個人情報を保持及び利用し、当社サービスの改善及び強化、または新サービスの開発及び売り込

みを行うことがあります。当社はサービスが機会均等法など法的要件を満たすように、お客様に関する個

人情報を利用することがあります。当社はまた、あるサービスから収集されたユーザーに関する情報と、

他のサービスを通じて収集された情報とを関連づけて結合するために、お客様の氏名及びその他の個人を

特定する情報を利用します。 
 

 当社では頻繁に、お客様の個人情報の偽名化またはキーコード化を行っています。つまり

、お客様個人を直接的に特定できるような情報をすべて取り去り、希望または意図しない

身元を特定できる情報を最小限にするコードに置き換えられます。このようなキーコード

化されたデータは、キーを使用して解読し、再びお客様を識別できる可能性があります。 
 

 当社はまた、最終製品がお客様または他の個人を特定しないようにするために、個人情報

を匿名化、集約、非特定化することがあります。たとえば、当該情報を利用して、業界や

地理、レベルなどを指標とした標準化、当社サービスが利用されている拠点の把握、継続

的な検証調査の実施、報告書作成、雑誌記事へ発表して組織科学やリーダーシップ学のナ

レッジベースに追加するなどが可能となります。このような集約化、匿名化、または非識
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別化された情報は、当方針の目的から個人情報とはみなされず、いかなる目的のために利

用することができます。

当社は、お客様に情報またはマーケティング資料を送信するために、個人情報を利用する場合があります

。当社がクライアントとのコンサルティング契約によってお客様の個人情報を取得した場合、もしくはお

客様の雇用主の要請により当社製品を使用している場合、お客様は当該サービスから取得した個人情報の

結果としてマーケティング資料を受け取ることはありません。

Korn Ferryは、情報メール、記事、ホワイトペーパー、提案書、委任契約書、及び当社サービスに関する情

報を送信します。また、アンケートを実施するために、お客様の個人情報を利用します。

 当社はお客様の同意を得て、もしくは事業での正当な利益を確保するために、お客様の個

人情報を利用します。

 プレスリリースやダイレクトマーケティングの素材に、お客様の個人情報の利用を希望す

る場合があります。このような理由でお客様の個人情報を利用する場合は、事前にお客様

の同意を得るものとします。

お客様の個人情報を入手できる人または機関

お客様の個人情報の開示は、状況によって異なります。

当社サービスを利用しているクライアントに対し、当社サービスの提供期間にお客様の個人情報を開示す

る場合があります。

 当社は人材紹介サービスの過程で、採用業務を依頼したり、情報元を参照したりするため

にKorn Ferryを雇用している潜在雇用主に対し、アセスメントの結果及び関連データなど候

補者に関する個人情報を開示します。

 コンサルティングサービスの過程及び当社製品の提供において、当社はクライアントに個

人情報を開示します。当社のクライアントは、お客様が雇用を求めている雇用主または組

織である可能性があります。

 お客様がコンサルティングサービスの一環として、または製品に関連して、クライアント

の依頼によりアセスメントまたはアンケートに記入した場合でも、適切な同意を得ること

なく、お客様のアセスメント結果を他のクライアントと共有することはありません。

当社はグローバル展開する組織として、世界中に関連会社及び子会社を有しています。当社は法律で許可

されている範囲で、お客様及びクライアントのために円滑なサービスを提供するため、当社の関連会社及

び子会社と個人情報を共有することがあります。Korn Ferryは、共同で使用される個人情報の管理に対し責

任を負っています。

当社は、上記の目的のために戦略的提携パートナー及びKorn Ferryの代理でサービスを提供する独立系コン

サルタントのネットワークに対しても、随時、個人情報を開示します。

 当社の戦略的提携パートナーのリストの入手については、下記のプライバシーオフィスに

お問い合わせください。

 SENSA Solutions, Inc. （Korn/Ferry米国政府コンサルティングサービシーズという名称で
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業務を行う）は、米国連邦政府のクライアントのために収集された個人情報を、Korn Ferry 
、その子会社、関連会社または戦略提携パートナーとは共有しません。ただし 、当社サー
ビスを提供する必要性があり、クライアントが承認した場合を除きます。

Korn Ferryは、当社のサービスまたは事業運営を支援する第三者に対し個人情報を開示します。 
 Korn Ferryは、次に挙げるアセスメントサービスを含むサービスを提供する第三者と連携し

ますが、これらサービスに限定されません：アセスメント検証サービス、ウェブサイトホ

スティング及びITコンサルティングサービス、データ分析、履歴書の検証、経歴確認、給

与計算サービス、広報サービス、マーケティングサービス、弁護士、会計士、その他事務

、バックアップ、セキュリティサービス。

 サービス提供の一環として、当該の第三者は個人情報へのアクセスが可能となります。加

えて、当社のソフトウェア開発パートナーは、自社の技術及び研究開発を修正、向上、改

良、検証するために、個人情報を利用することがあります。

Korn Ferryは、当社または当社の関連会社のいずれかが売却された場合、お客様の個人情報の全部または一

部を開示または譲渡することがあります。 また、当社または当社の関連会社のいずれかが関与する合併ま

たは整理統合が行われた場合、お客様の個人情報の全部または一部を開示または譲渡することがあります

。 また、資産、当社の事業の一部または当社の関連会社のいずれかの事業が売却または移転された場合も

、同様のことが起こる場合があります。

他の場合でも、お客様の個人情報を開示する場合があります。

 Korn Ferryは次の目的のために、（法的義務を遵守するため、または正当な利益を得るため

）個人情報を利用または開示することがあります：（i）適用法令を遵守するため、（ii）お

客様の居住国以外の国を含む公的機関または政府機関からの照会、依頼または命令に対応

するため、（iii）Korn Ferry、当社の関連会社、お客様などの権利、プライバシー、安全性

または資産を保護するために。

 当社は、Korn Ferryまたは他の独立した情報源から受け取った個人情報を第三者が利用する

方法など、クライアントなどの第三者の行為または不作為について、一切の責任を負うこ

とはできず、そのような状況を想定していません。

当社が収集するその他の情報

Korn Ferryは、以下に挙げる、お客様の身元を特定できる情報を明らかにしない、他の情報（以下「その他

の情報」）を収集します。

• Cookie、ピクセルタグ、その他の技術によって収集された情報

• アプリの利用状況データ

• お客様によって提供されるユーザー層情報及びその他の情報

• 集約された情報

その他の情報は、お客様の身元を特定できる情報を明らかにするものではないため、当社は目的を問わず

に利用することがあります。当社がその他の情報と、お客様を直接特定できる個人情報とを組み合わせる

場合（お客様の氏名と所在地を組み合わせるなど）、組み合わされた情報が組み合わされた状態である限

り、当社は個人情報として取り扱います。

適用法の下でその他の情報を個人情報として取り扱わなければならない場合、当社は、当方針に記載され

ているように、お客様の個人情報を利用及び開示する目的で、その他の情報を利用及び開示することがあ
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ります。

当社及び第三者のサービスプロバイダは、さまざまな方法でその他の情報を収集することがあります。

当社は、アクセスした閲覧者のコンピュータのハードドライブに置かれる小さなテキストファイルである

「Cookie」及びその他技術を利用して、サイトのリンク先のコンテンツの種類やサイトの特定のエリアに

各閲覧者が費やしている時間といった情報を判断するのに役立てています。Cookie及び類似技術は、当社

サイトでのユーザーのエクスペリエンスを向上させます。当社のCookieの利用に関する詳細については、

https://cdn.kornferry.com/privacy/Cookie のKorn FerryのCookieに関する方針をご覧ください。

閲覧者はお使いのブラウザを設定して、Cookieを自動的に拒否するか、あるいは特定のサイトからの特定

のCookieがコンピュータへ転送されるのを拒否または受け入れるかの、いずれかの選択を行うことができ

ます。お使いのコンピュータに保存されているCookieを管理する方法については、

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesをご参照ください 。Cookie及び類似技術を無効にすると、

当社サイトのエクスペリエンスが低下し、一部の機能が意図した通りに機能しない可能性があります。

その他のガイドライン

Korn Ferryは随時、オンラインシステム上でスペシャル特集やプロモーションを開催しており、プライバシ

ーに関する情報が追加で掲載されることがあります。利用されているサービスの性質、お客様の所在地、

またはサービスへの参加を依頼した可能性のある当社クライアントとの契約に応じて、お客様は、個人情

報の収集、使用、移転及び開示への同意を求められることがあります。また、サービスに参加する前にプ

ライバシーに関する通知が表示されることがあります。そのプライバシーに関する通知が当方針と矛盾す

る場合はその範囲内において、その特定のサービス、イベント、プロモーションを支配します。

選択とアクセス

お客様の個人情報の提供は任意ですが、特定の個人情報を提供されない場合、当社のサービスに参加でき

ない場合があります。

以下について希望する場合はprivacy@kornferry.comまでお問い合わせください。 
• 当社が自分の個人情報をどのように取り扱うのか質問したい場合

• 自分の個人情報の利用への同意を取り消したい場合

• 当社の事業における正当な利益のために、自分の個人情報が利用されるのを拒否したい場合

• 自分の個人情報の電子コピーを別の会社に送信する目的で請求したい場合（ただし、このデータ可

搬性の権利は適用法の範囲内で、お客様に提供されます）

• 自分の個人情報の利用の見直し、訂正、更新、差し止めまたは制限を依頼したい場合

o 自分の個人情報の利用の見直し、訂正、更新、差し止めまたは制限を行いたい場合、関連

するすべてのユーザーIDやEメールアドレス、privacy@kornferry.com宛のお客様のやり取

りの中でアクセスした可能性のあるKorn FerryまたはKorn Ferry関連のサイト、製品、サー

ビスの名称も含めてください。

o 当社は正確な個人情報の維持管理に努めていますが、個人情報が正確ではないと判断され

た場合、訂正するために迅速に対応します。

• 自分の個人情報をKorn Ferryのデータベースから削除するのを依頼したい場合

o Korn Ferryのデータベースから自分の個人情報を削除したい場合、関連するすべてのユーザ

ーIDやEメールアドレス、privacy@kornferry.com宛のお客様のやり取りの中でアクセスし

た可能性のあるKorn FerryまたはKorn Ferry関連のサイト、製品、サービスの名称も含めて

ください。

https://cdn.kornferry.com/privacy/ja-jp/Cookie.pdf
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
mailto:privacy@kornferry.com
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o Korn Ferryはお客様の依頼に応じて、当然個人情報を削除しようと試みます。

o しかし当社はサービス及び業務の一貫性を維持するために、バックアップシステムを保持

していますので、その旨をご了承ください。 お客様がKorn Ferryのデータベースからご自

分の情報を削除したいと依頼された場合であっても、当社は、システムまたはバックアッ

プシステムから残っているコピーを削除できないことがありますが、当該情報は当方針に

従って必要に応じ、継続して保護されます。

当社からのマーケティングに関するお知らせの受信をオプトアウトしたい場合は、privacy@kornferry.com 
までご連絡ください。お客様の連絡先情報を当社のマーケティングデータベースから削除することができ

ます。

 電子メールでのリクエストを通じて当社のマーケティングデータベースからご自分の情報

の削除を依頼する場合は、Eメールの件名に「Remove User」と記載し、本文に氏名、ユ

ーザーID、電話番号を記載してください。

 また、オプトアウトしたい電子メールまたはマーケティングに関するお知らせのコピーを

転送することもできます。

 当社は適用法に従い、お客様のご依頼に対応します。当社は合理的な見解に基づき、他者

のプライバシーを危うくしたり、当社の知的財産を危険にさらしたりする依頼への対応を

拒否することがあります。

 当社がクライアントの特定の依頼によりサービスを実施する場合、お客様の要望を当該ク

ライアントに送信しなければならない場合があります。 このような報告書には、開示が許

可されていないクライアントの機密・個人情報が含まれているため、アセスメントの最終

報告の非機密性の概要のみをお客様に提供することがあります。

 お客様を保護するため、当社にお客様のリクエストを送信するために使用する電子メール

アドレスに関連付けられた個人情報に関する依頼のみに対応します。そして、その依頼に

対応する前に、お客様の身元を確認する必要があります。当社は実行可能な限り速やかに

お客様の依頼に応じます。そしてお客様の依頼を理解するために、連絡させていただく場

合があります。

 また、オプトアウトまたは同様の依頼を履行するために、電子メールアドレスなどお客様

の特定の個人情報を保持しなければならない場合があります。このように残存する個人情

報は、Korn Ferryのデータベース、アクセスログ、その他の記録に残るので、その旨ご留意

ください。ちなみに、当該記録はお客様を特定できるような個人情報が含まれている場合

とそうでない場合とに分かれます。残存する個人情報は、商業目的で使用されることはあ

りません。ただしKorn Ferryは随時、サービスの元ユーザーに対し適切に再び連絡する権利

を有しています。

収集及び維持管理されている個人情報の場所

当社がお客様に提供している製品またはサービスによっては、お客様の個人情報は、当社が施設を有する

、またはサービスプロバイダーを雇用する、米国内または米国外の国で、収集、利用、処理、開示及び転

送されることがあります。 当社のオンラインシステム及びサービスの利用により、お客様の個人情報は、

お客様の居住国とは異なるデータ保護のルールに基づく国に転送される可能性がありますので、その旨ご

理解ください。

 非EEA諸国の中には、EEA基準に従い適切なレベルでデータ保護を行っていると欧州委員

会が認めている国があります（該当する国の全リストはこちらから入手できます：

mailto:privacy@kornferry.com
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-
protection-personal-data-non-eu-countries_en 

 EEA諸国から、欧州委員会が適切ではないとみなす国への転送を想定して、当社はお客様

の個人情報を保護するために、欧州委員会が採択した標準契約条項など適切な対策を講じ

ます。当該対策のコピーは、プライバシーオフィス（privacy@kornferry.com）に連絡し、

入手できます。

セキュリティ

Korn Ferryは、当社が管理するオンラインシステムのユーザーに関する個人情報の紛失、誤用、改ざんを防

ぐために、合理的で組織上、技術上及び管理上の対策を講じています。しかし残念ですが、インターネッ

トを介して情報を転送する場合、100％安全であると保証できるセキュリティシステムまたはシステムは存

在しません。

 当社とのやり取りが安全ではないと信じる理由がある場合（たとえば、お客様が当社で開

設した可能性があるアカウントのセキュリティが侵害されていたり、ユーザー資格情報が

安全ではないと思われる場合）下記の「お問い合わせ」の項目に記載されている通り当社

に連絡して、早急に問題をお知らせください。

情報保持期間

当社は、お客様の情報を取得した目的を考慮して、必要または許可されている限り、個人情報を保持しま

す。

 保持期間の判断に使用される基準は次の通りです。

 お客様または当社クライアントとの関係が継続している期間（たとえば、お客様が

当社でアカウントを保有し、サービス利用を継続している限り）

 分析及び記録保存の目的のため、並びにデータ保持スケジュールに沿って当該情報

を保持する必要があるなど、正当な内部運用のニーズが存在する場合、継続中の関

係の存続期間を超えた期間

 当社が従うべき法的義務の有無（たとえば、削除する前に特定の期間の取引記録を

保管するように当社に要求する法律がある場合）

 （制限、訴訟、規制調査の適用法の関連など）当社の法的地位を考慮した、情報保

持の推奨の有無。

他のウェブサイトへのリンク

当方針は、他の第三者のプライバシー、情報、またはその他の慣行には対処せず、責任も負いません。

 オンラインシステム上で、Korn Ferryの関連会社または他の第三者が維持管理する他のウェ

ブサイト間のリンクをたどる機会があるかもしれません。オンラインシステム上にリンク

が掲載されていても、当社がリンクされたサイトを推奨するものではありません。このよ

うな他のウェブサイトをKorn Ferryがホストまたは管理していない場合があるため、当方針

は、当該ウェブサイトのプライバシーの慣行には対処しません。当該ウェブサイトの各個

人情報保護方針を確認することをお勧めします。

 当社は、他の組織（Facebook、Apple、Google、Microsoft、その他のアプリ開発者、アプ

リ・プロバイダー、ソーシャルメディアプラットフォーム・プロバイダー、オペレーティ

ングシステム・プロバイダー、通信事業者またはデバイスメーカーなど）の情報収集、利

用、開示方針及び慣行（データセキュリティ運用を含む）については、お客様がアプリま

https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
https://protect-us.mimecast.com/s/oCgSCkROBgiN8vL8H84n-A
mailto:privacy@kornferry.com
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たはソーシャルメディアページを通じて、またはそれに関連して他の組織に開示する個人

情報を含め、責任を負いませんので、その旨ご了承ください。

当方針の更新

Korn Ferryは定期的にプライバシー慣行を見直し、当該慣行は変更内容に従います。当方針の最後にある凡

例「改訂日」を確認して、当方針が最後に改訂された時期を判断することができます。当方針の変更は、

改訂された方針がインターネット上に掲載され、当社サイトを通じてアクセス可能となった時点で効力が

生じます。

子供による当社オンラインシステムの利用

当社オンラインシステムは、16歳未満の個人を対象としておらず、当該個人はオンラインシステムを通じ

て個人情報を提供しないようお願いします。

当方針の概要

当方針は、当社オンラインシステムを介した個人情報の収集及び個人情報の使用に関するKorn Ferryの慣行

を記した、唯一の公認文書です。第三者のソフトウェアまたはその他の方法（たとえば、「Platform for 
Privacy Preferences（P3P）」との関連で）で作成された当方針の要約は、法的効力はなく、Korn Ferryを
一切拘束するものではなく、当方針を代替するものではなく、当方針に優先したり修正を加えたりするも

のでもありません。

お問い合わせ

Korn Ferryは、当方針に基づいてお客様の個人情報の収集、利用、開示する責任を負っています。

当方針に関するご質問はKorn FerryのEメールアドレス（privacy@kornferry.com）宛てに、または次の住所

宛てに郵便でお寄せください：Korn Ferry, 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles, CA 90067, 
Attn: Privacy Office 

EEAに関する追加情報 

本方針に関するお問い合わせは、PrivacyEEA@kornferry.com宛てにご連絡ください。 

お客様はまた、適用されるデータ保護法の侵害の疑いが発生した場合、お客様の国または地域のデータ保

護機関に、その疑いについて苦情の申し立てまたは報告を行うことができます。

改訂日：2018年5月21日 

mailto:privacy@kornferry.com
mailto:PrivacyEEA@kornferry.com

