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求人応募者のためのプライバシー通知 

本通知は、ケマーズのグローバル情報プライバシーポリシーおよびプライバシーステートメントとともに、

求人応募者関連の個人情報に関するケマーズの慣行について説明するものです。ケマーズ社および

各関連会社（「ケマーズ」）は、あなたの信頼を重視し、個人情報の責任ある管理、使用、および保護に

努めています。この応募者のためのプライバシー通知（「本通知」）は、ケマーズ・ファミリー内での職務

に対する応募を円滑にするためにケマーズによって収集される全ての情報に適用され、これにはケ 
マーズのキャリアサイトの使用も含まれます。ケマーズのおよびその関連会社ウェブサイト上のその他

の箇所で提出された個人情報は、ケマーズの一般オンラインプライバシーステートメント

（privacy.chemours.com に記載）、または該当ウェブサイトのプライバシー通知に基づいて使用され 
ます。 

このキャリアサイトは、ケマーズでの求人機能をサポートするために、ケマーズ（1007 Market St., 
Wilmington, DE 19898, United States）によって運営されています。 

 

あなたの同意 

本通知を注意して読み、「はい、私は本通知の内容を理解し、諸条件に同意します」ボックスをクリック

することによって、本通知で説明される、ケマーズによる個人情報の収集、保存、使用、転送、および

開示を承諾する意思を表明してください。オンラインでポジションに応募するためのアクセス権を得るに

は、あなたの同意が必要であることにご注意ください。 

あなたが提供する個人情報の範囲には、次の詳細が含まれます： 人種または民族性； 政治的意見

または信念； 宗教的信念；労働組合または政党における会員資格； 身体的または精神的健康状態

または障害； 性的指向； 刑事犯罪の遂行（もしくは遂行容疑）、または関連する訴訟； 職務評価、学

歴、または金融情報もしくは口座番号といった詳細で、求人への応募、または一部の国における法令

順守義務を目的として、かかる詳細の取り扱いをあなたがケマーズに対して明示的に許可したもの。 

本通知に同意することによって、あなたは、居住国のデータ保護管理体制とは異なる体制を持つ可能

性のある国へのあなたの個人情報を転送することに同意します。 

通例、求人への応募を取り下げることにより、この同意を取り下げることができます。一般的に、同意

の取り消しは将来にのみ適用されます。同意が発行される前に行われた処理は、それによって影響さ

れず、合法性を維持します。 
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あなたから提供される情報 

本通知は、ケマーズでのポジションに応募、またはポジションの検索を行うためにあなたが送信するあ

らゆる個人情報を対象としています。求人への応募、または求人検索プロセスの一環として当キャリア

サイト経由で応募する場合は、以下の情報が収集される可能性があります：  

• 名前、連絡先情報、その他の個人情報；  

• ログイン名およびパスワード； 

• CV、履歴書、カバーレター、以前の職歴および学歴情報、およびその他応募に関連する経

歴； 

• 雇用希望、転勤の意思、現在の給与、希望する給与、キャリアサイトについてどのように知っ

たか； 

• 取得した専門的、およびその他仕事関連の免許、許可証、認定証； 

• 言語およびその他関連スキル；  

• 賞および所属する専門組織；  

• 応募した職務の所在国における就労資格、および就業開始可能日；  

• 推薦者に関する情報。 

人種、民族性、障害、および退役軍人ステータスなど、要求される情報の一部は、米国における法的

義務を果たすために収集され、その用途はこれらの順守義務の遂行のみに厳しく限定されています。

法的に必要とされる場合を除き、性的指向、人種、民族性、宗教、信念、障害、配偶者の有無、信条、

国籍、出身国、肌の色、および/または年齢といった機密情報の送信は避けてください。 

キャリアサイトを通して提供される一切の情報は、真実、完全であり、誤解を招かないものでなければ

なりません。提供された情報が不正確、不完全、または誤解を招くものであった場合には、適用法に基

づき、応募プロセス中における応募の拒絶、または雇用されている場合には即時解雇を含む懲戒処分

につながる可能性があります。さらに、あなたが送信する情報が、いかなる第三者の権利も侵害せず、

かかる第三者による法的な提起が別段可能ではないことを確認するのはあなた自身の責任となります。

たとえば、前雇用者によって企業秘密であると見なされる可能性のある一切の情報は、いかなるときで

も送信しないでください。 

CV/ 履歴書の一部として推薦者またはその他第三者の詳細をケマーズに提供する意思がある場合、

あなたは個人情報をケマーズに伝える前に第三者からの同意を得る責任を負います。 

 

ケマーズがあなたのデータを処理する目的と法的根拠 

キャリアサイトで送信する情報は、米国（その職務が米国外のケマーズ関連組織のひとつに関連する

ものである場合は、関連する管轄区域内）にて保管されます。この情報は、以下に説明される目的の

ために、世界中のケマーズ関連会社の社員、コンサルタント、および/またはサービスプロバイダーに 
よって審査され、処理されます。ケマーズ社は、収集された個人情報に対し、引き続き責任を負います。 
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キャリアサイトを通じて提出された個人情報は、現地法によって許可される場合、以下の目的のために

収集、使用、転送、開示（「処理」）されます。 

契約または契約前の措置の履行に沿った目的  

• 応募フォームの処理；  

• あなたの能力および職務への適格性の評価；  

• 経歴照会の実施； 

• あなたとのコミュニケーション； 

• 採用された場合の身元調査の実施。 

 

法的要件の遵守に関連する目的 

• あらゆる適用法または規制への準拠；  

 

正当な利益の枠内の目的 

契約（および契約前の措置）の実際の履行に加えて、ケマーズおよび第三者の正当な利益を保護する

ために必要な場合に、ケマーズはあなたのデータを処理します。あなたのデータは、あなたの側にこの

ような処理に反する優先すべき利益がない範囲においてのみ、特に下記の目的などで処理されます。 

• キャリアサイト上のあらゆるサービスの随時提供；  

• サービスの監視および記録（ケマーズまたは第三者のどちらによって提供されるかは問わ 
ない）。 

あなたの個人情報はケマーズの国際候補者データベースに追加され、あなたのプロファイルがケマー

ズにおけるその他求人に適しているかどうかを考慮する目的のために使用されます。ケマーズがあな

たの採用を選択した場合、あなたが送信する個人情報はケマーズの人事システムに統合され、新規採

用プロセスの管理のために使用されます。社員となった場合、提供された一切の個人情報は社員ファ

イルの一部となり、社員プライバシー通知の対象である他の雇用/業務関連の目的で使用される可能

性があります。 

キャリアサイトにおける個人情報の提供は、自由意思によるものです。しかしながら、十分な情報提供

を怠ると、ケマーズがあなたの雇用応募を検討できない結果となる可能性があることにご留意ください。 

 

個人情報の開示（国外への転送を含む） 

あなたの個人情報は、かかる個人情報へのアクセスが業務上必要であるケマーズ社員または代理人

によって審査されます。これには、リクルーター、人事担当者、テクニカルサービス担当者、マネー 
ジャーまたはその被指定人、および該当する場合は社員代表が含まれる場合があります。これには、

該当する法律を順守し、個人情報を他国へ転送することも含まれます。個人情報を共同で処理し、使
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用する可能性のあるケマーズ関連会社のリストが含まれるケマーズのグローバル情報プライバシーポ

リシーおよびステートメントは、privacy.chemours.com でご覧いただけます。 

ケマーズでは、あなたについての個人情報を、ケマーズの代理として業務を行う厳選されたサービスプ

ロバイダーまたはコンサルタントと共有する場合があります。これらには、キャリアサイトをホストする

Workday を含む、キャリアサイトの運営においてケマーズを援助する第三者、および Workday システ

ムのためのテクニカル/業務プロセスサポートサービスを提供する OneSource Virtual 社などがありま

す。採用が通知された場合、あなたに関する個人情報を第三者と共有し、この第三者はバックグラウン

ドの確認を実施します。これらの第三者には、個人情報の秘密とセキュリティーを保護するために適切

な措置を講じることが義務付けられています。 

またケマーズでは、あなたの個人情報を以下の目的で開示する場合があります： （１）ケマーズ、もしく

はその社員、代理人、請負業者の法的権利、プライバシー、もしくは安全の保護； （２）ケマーズのウェ

ブサイトもしくは敷地への訪問者の安全とセキュリティー保護； （３）詐欺やその他違法行為からの保

護、もしくはリスクマネージメント目的； （４）行政当局もしくは公共機関からの問い合わせもしくは要求

への対応； （５）利用可能な救済手段の遂行、もしくは被る恐れのある損害の抑制； （６）サービス利

用規約の執行；または、（７）法律もしくは法的手続きへの準拠。 

ケマーズでは、合弁、売却、ジョイントベンチャー、ケマーズの資産または株式の全て、もしくはその一

部の譲渡、移譲、またはその他処分（破産または同様の手続きに関連するものを含む）があった場合

に、あなたについて収集した情報の一部または全てを第三者へ転送する場合もあります。 

 

データ保持 

ケマーズは、米国内の職務に応募する候補者に関する情報を要求し、それを保持するように義務付け

られています。全世界その他地域における職務に応募する候補者の個人情報は、現地法に準じて保

持されます。その個人情報に関連するアクティビティが全くない場合、ケマーズはそのデータベースか

ら個人情報を削除する場合がありますが、これは、あなたのスキルが他の雇用機会に適合するかどう

かを考慮する目的で、ケマーズのデータ保持義務およびポリシー、ならびに適用される法的もしくは規

制義務、または現地法によって許可される期間に基づいて行われます。ケマーズでは、あなたの個人

情報（CV/ 履歴書を含む）を、随時理由なく削除する場合があることにご留意ください。このため、ケ 
マーズに提供した個人情報のご自分用のコピーを保持するようにしてください。 

 

受動的情報収集： クッキーおよび類似テクノロジー 

ケマーズ、およびケマーズのサービスプロバイダーは、キャリアサイトにて「クッキー」および類似したテ

クノロジーを使用する場合があります。クッキーとは、記録維持目的のために、ウェブサーバーが個人

のコンピューターに転送するデータです。ケマーズでは、さらに個々の必要性に応じた情報でより良い

サービスを提供するため、およびキャリアサイトへの継続的なアクセスと使用を促進するために、クッ 
キーおよびその他のテクノロジーを使用します。クッキーの使用による情報の収集をご希望でない場合、

ほとんどのブラウザには、自動でクッキーを拒否することができる、または特定のクッキー、もしくは特

定のウェブサイトからのクッキーを拒否、または承認する選択肢が提供される簡単な手順が備わって

います。クッキーに関する詳細については、http://www.allaboutcookies.org/にアクセスしてください。 
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アクセスおよび修正、質問および苦情 

キャリアサイトに登録していただくと、キャリアサイトにログインし、アカウント情報をアップデートするこ

とによって、あなたについて収集され、保存された個人情報の一部へのアクセス、見直し、変更を行うこ

とが可能になります。ケマーズのリクルート・チームは、あなたがご自身のプロファイル内で行う全ての

変更履歴を閲覧することができることにご注意ください。アップデートされたプロファイルは、次回オンラ

インのアカウントを使用して求人に応募するときのデフォルトとして使用されます。特定のポジションに

対する審査のためにすでに送信済みの個人情報を変更するには、そのポジションに対して応募フォー

ムを再度送信し、その応募フォーム内にアップデートされた個人情報を含めてください。個人情報に変

更があった場合、または誤りがある場合は、すみやかに内容をアップデートすることをお勧めします。

要請に応じて、ケマーズはあなたの個人情報をケマーズのアクティブ・データベースから非アクティブ化

または削除しますが、許可されている場合、情報の一部が保持される可能性があります。 

ケマーズによる個人情報のプロセス方法に関するご質問または懸念がおありの場合は、下記の電子 
メールアドレスまたは住所までお問合せください。適用される現地法によって許可される場合、あなた

は個人情報に対するアクセス、変更、または使用についての抗議を行うことができます。かかる要請に

ついては、下記の電子メールアドレスまたは住所までお問い合わせください。現地のデータ保護法に準

じ、かかるアクセス、訂正、または抗議を行う権利から特定の個人情報が免除される場合があることに

ご留意ください。 

また、あなたは居住または勤務している国のデータ保護機関/監督機関に、苦情を申し立てる権利があ

ります。データ保護プライバシー・コミッショナー国際会議（ International Conference of Data 
Protection and Privacy Commissioners ） の リ ス ト は 以 下 か ら 検 索 で き ま す ： 
https: //icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/まずは必ず当

社のプライバシーチーム（privacy-office@chemours.com）に苦情について送信することをお勧めし 
ます。 

 

セキュリティー 

ケマーズでは、キャリアサイトを通じて送信され、ケマーズのサーバーに保存された個人情報を保護す

るために合理的な予防策を講じます。残念ながら、完全にセキュアであると保証できるデータの転送方

法または保存方法は存在しません。機密情報は、電子メールでは送信しないでください。ケマーズとの

コミュニケーションを図るとき、常に適切なレベルの注意を払うことは、あなたご自身の責任となります。 

ケマーズとのやり取りがセキュアではなくなったと信じるに十分な根拠がある場合（たとえば、ケマーズ

とのアカウントのセキュリティーが侵害されていると感じる場合）、下記の電子メールアドレスまたは住

所に連絡することによって、問題をケマーズにただちに通知していただく必要があります。 

ケマーズは、現地法によって許可される範囲において、キャリアサイトに送信されたあなたの情報で、

紛失、不正使用、不法アクセス、開示、改変、もしくは破壊された、またはキャリアサイトに完全もしくは

適宜に伝達されなかった一切の情報について、ケマーズ自体、ケマーズの関連会社、および請負業者

の全責任を否認します。 

mailto:%20privacy-office@chemours.com
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その他ウェブサイトへのリンク 

キャリアサイトにはその他ウェブサイトへのリンクが含まれる場合があります。これらのその他ウェブサ

イトの運営者は、クッキーまたはその他テクノロジーを通じて、あなたについての情報を収集する可能

性があります。別のウェブサイトへのリンクをたどる場合、キャリアサイトを退出することになるため、本

通知はこれらのその他ウェブサイトにおける使用とアクティビティには適用されません。 

その他ウェブサイトを通じて個人情報を提供した場合、そのトランザクションはケマーズのキャリアサイ

トではなく、そのウェブサイトで行われ、あなたが提供する個人情報は、そのウェブサイト運営者のプラ

イバシー通知によって収集され、制御されます。キャリアサイト上にあるその他ウェブサイトへのリンク

は、利便性のためのみに提供されており、かかるリンクの包含は、リンクされたサイトの推薦を示唆す

るものではありません。ケマーズでは、これらのウェブサイトに記載されているプライバシー通知を含め

た法的通知をお読みになることをお勧めします。その他ウェブサイトへのアクセス、およびその他ウェブ

サイトのデータ収集と使用慣行に対し、ケマーズは一切の責任または義務を負いません。 

 

ダイバーシティ  

ケマーズは、機会均等雇用者です。これは、ケマーズが全ての応募者に平等な処遇を提供することを

意味します。ケマーズでは、求人のいかなる分野においても、性別、性的指向、性転換、人種、民族性、

宗教、信念、障害、配偶者の有無、信条、国籍、出身国、肌の色、および/または年齢を根拠として、直

接的または間接的にも差別しません。一部の国では、雇用機会均等性を監視する目的のため、応募

者の民族性、性別、および障害についての情報を尋ねる場合があります。あなたが障害を持っており、

応募の一環として、あなたの障害に関連する影響、および応募をサポートするためのプロセスに対して

合理的になされるべきであると思われる調整の表明をご希望の場合は、応募プロセス中、関連フィー

ルドにその旨を記入してください。 

 

求人応募フォームに適用される法律 

このキャリアサイトでは、世界各国における職務に応募すると同時に、ケマーズの一元的なグローバル

求人機能のメリットを活用していただけます。このキャリアサイトは米国から運営されています。そのた

め、あなたがキャリアサイトに提供する一切の個人情報は、米国で収集され、米国法律の対象となりま

す。しかし、ケマーズが、潜在的雇用者という立場である別の国に所在する関連会社とあなたの個人

情報を共有する場合、その関連会社は、本通知および国の適用法に従ってその個人情報を取り扱い

ます。採用、またはその他の雇用関連の判断は、職務が存在するその国の法律に従って、雇用関連

会社によって行われます。 

 

未成年者について 

キャリアサイトは、18 才未満の未成年者向けではありません。 
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現在のケマーズ社員 

あなたが現在ケマーズの事業部門のいずれかに勤務している場合、キャリアサイトを使用するには、

ケマーズ社内の異なる事業部門におけるポジションに応募する資格を持っていなければなりません。

かかるポジションを承諾する場合は、福利厚生プログラムと人事ポリシーが変更される可能性がありま

す。新しいポジションに該当する応募資格、福利厚生プログラム、および HR ポリシーに関しては、そ

のポジションについて HR マネージャーにご相談ください。 

キャリアサイトは、その配布または使用が現地法または規則に反する管轄区域または国に存在する一

切の人物もしくは法人に対する配布、またはそれらによる使用を意図するものではありません。 

 

本通知の変更 

ケマーズは、ケマーズ、キャリアサイトの将来的なの展開、または業界もしくは法的動向における変化

に対処するため、この通知を随時修正する権利を保有します。キャリアサイトには、応募者のための通

知の最新バージョンへのリンクが含まれており、これは applicantnotice.chemours.com に掲載されて

います。本通知がいつ改定されたかを判断するには、本通知最上部にある「最終更新日」キャプション

を参照してください。本通知に対する一切の変更事項は、applicantnotice.chemours.com に改定済み

の本通知が掲載された時点で有効となります。かかる変更後も引き続きキャリアサイトを利用すること

によって、かかる変更の将来的な適用に同意をしたと見なされます。一部または全体に関わらず、本

通知の規定に同意しない場合は、キャリアサイトの利用を中止していただけます。 

 

お問い合わせ先 

本通知、またはケマーズがあなたについて収集、使用、および共有する個人情報に関するご質問等が

ございましたら、ケマーズ・プライバシーオフィスの電子メールアドレス 
Privacy-Office@chemours.com または以下の住所までお問い合わせください。 

Chemours Privacy Office  
1007 Market Street 
Wilmington, DE 19898  
United States 

 

最終更新日：2018 年 4 月 6 日 

mailto:Privacy-Office@chemours.com
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