エリクラ 利用規約 （ユーザー向け）
エリクラ利用規約（以下「本利用規約」といいます。
）は、株式会社リクルート（以下「当
社」といいます。
）が提供するクラウドソーシングサービス「エリクラ」
（以下「本サービス」
といいます。
）の利用に関する条件について定めるものです。当社は、お客様（以下「ユー
ザー」といいます。
）による、会員登録の完了をもって、ユーザーが本利用規約に同意した
ものとみなし、本利用規約はユーザーに適用されます。
また、本サービスはあくまで実験的なサービスであり、当社は、ユーザーに対して何らの予
告を行うことなく、本サービスの全部または一部を変更または廃止することがありますの
で、予めご了承ください。なお、本格的なサービス展開に際しては、サービスの内容が異な
る場合があります。
第１条（本サービスの内容）
１． 本サービスは、ユーザーに実施を委託したい業務（以下、
「依頼案件」といいます）を
有する者（法人、自然人を問いません。以下「依頼者」といいます。
）を業務の委託者、ユ
ーザーを業務の受託者として、当社が依頼者とユーザーの間での業務委託契約（以下「本契
約」といいます）の成立を媒介する場を提供するものです。
２． ユーザーは、本サービスを利用した場合においても、依頼者からの依頼がない、また
は本契約の締結に至らない場合があり得ることを予め了承するものとします。
第２条（本サービスの利用）
１． ユーザーは、本利用規約に定める条件に従って、本サービスを利用するものとします。
ユーザーは、本サービスの内容に関する詳細については、別途当社から提示される注意事項
等も遵守するものとします。
２． 当社は、本サービスの運営等の全部又は一部を第三者に委託できるものとし、ユーザ
ーは、かかる委託を承諾するものとします。
第３条（ユーザー情報の登録）
１. ユーザーとして登録できる者の資格・条件は以下の通りです。
(１) 満１８歳以上であること。
(２) 未成年である場合には法定代理人の包括的な同意を得ていること。
(３) 電子メールアドレスを保有していること。
(４) 本利用規約の全ての条項に同意すること。
２． ユーザーは、申込時に新規会員登録画面において記載された事項に従い、所要の事項
を事実に即して正確に登録するものとし、虚偽の情報を登録してはなりません。
（本サービ
スに登録したユーザーの情報を、以下「ユーザー情報」といいます。）また、ユーザーは、

ユーザー情報に変更が生じた場合には、適時に登録情報を更新しなければなりません。当社
は、登録されたユーザー情報が真実であることを前提に、ユーザーの本人確認、依頼者への
連絡その他の行為を行います。ユーザーは、ユーザー情報の信憑性や正確性について依頼者
を含む第三者との間で紛争等が生じた場合には、ユーザーの費用と責任のもとでこれを解
決し、当社を一切免責するものとします。
３．ユーザーは、ユーザー情報（ユーザーが登録した住所（市区町村）に関する情報を含み
ます）及びユーザーによる本契約の履行の実績（受託した依頼案件の件数、本契約の履行の
ための稼働時間の累計、本契約を履行した場所に関する情報（緯度・経度の 0.0001 度以下
を抽象化した形式による）
）が委託者および委託者以外の依頼者に対して開示されることに
予め同意するものとします。また、ユーザーは、当社が本契約の履行に際して依頼者が被り
うる損害を填補する目的で損害保険に加入し、または保険金の支払いを受ける等の目的で、
当該損害保険の引受人に対してユーザー情報を開示することに予め同意するものとします。
４．当社は、本サービスにおいて、依頼者がユーザーによる業務の実施状況を把握する目的
で、業務の開始時点および終了時点でのユーザーが保有するスマートフォン（以下「ユーザ
ー端末」といいます。
）の GPS 機能により取得される位置情報ならびにユーザー端末のアプ
リにて計測される業務実施中の歩数情報を取得し、依頼者に対して提供します。なお、GPS
機能による位置情報の取得は、周囲の環境（測位場所・天候等）に影響を受けることがあり
ます。当社はかかる位置情報の精度について何らの保証もせず、誤差による情報内容の差異
について一切責任を負わないものとします。
第４条（ID・パスワードの管理）
１. ユーザーは、登録した ID 及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理し、
ID 及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じるものとします。当社は、登録された
ID およびパスワードを利用して行われた本サービス上の一切の行為を、ユーザー自身の行
為とみなすことができます。
２. 登録された ID は、ユーザーに一身専属的に帰属します。ユーザーは、登録した ID 及
びパスワードについて、第三者による利用や第三者への貸与・譲渡・相続等の行為を行って
はならないものとします。
３. ユーザーは、ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により
被った損害について、当社を一切免責するものとします。
４. ユーザーは、ID 及びパスワードの盗用や第三者による使用が判明した場合、直ちにそ
の旨を当社に通知し、当社からの指示に従うものとします。
５. ユーザーは、１つの ID・パスワードのみを保有できるものとします。ユーザーが複数
の ID・パスワードを保有している疑いがあると当社が判断した場合、当社は当該ユーザー
に対して本サービスの利用禁止等の当社が必要と判断する措置を講じることができるもの
とします。

第５条（依頼案件への応募）
１． ユーザーは、自らの ID 及びパスワードを使用して本サービスにログインした際に表
示される依頼案件を閲覧し、依頼案件に応募することができます。ユーザーは、依頼案件へ
の応募後は、自らの費用と責任において、別途当社が定める方法によってユーザーと連絡を
取るものとします。本サービスは、依頼者、ユーザー間で本契約を締結することを目的とす
るものであり、当社は、特段の事情のない限り、依頼者、ユーザー間のやりとりには関与せ
ず、本契約の当事者とはなりません。当社は、本契約の成立または解約に関連して生じたト
ラブルやクレーム等に関して、一切の責任を負いません。
２． ユーザー、依頼者間の本契約は、公表された依頼案件について、ユーザーが受託の希
望を示した時点で成立するものとします。ユーザーは、依頼者との間で本契約を締結した場
合または当社の要望があった場合、速やかに状況等を当社に報告するものとします。
３． 当社は、依頼者に対して正確、真正な情報提供を求めています。しかし、当社は、依
頼者から提供された情報（依頼案件に関する情報を含む）について、正確性、最新性、完全
性、有用性等いかなる事項についても確認または保証しません。
４． ユーザーは、本契約が下請代金支払遅延等防止法で定める下請取引に該当する場合に
おいて、依頼者が同法第 3 条第 1 項の書面の交付に代えて電磁的記録の提供を行うことが
あることを異議なく承諾するものとします。
第６条（本契約の遂行）
１. ユーザーは、本契約において定められた業務内容、期限、期間、場所その他の諸条件に
従って業務を誠実に履行し、業務を完了しなければならないものとします。ユーザーは、正
当な理由なく本契約の履行を怠り、履行を遅延し、または本契約の定めに反してはなりませ
ん。
２．ユーザーは、本契約において定められた業務開始時刻および終了時刻（あわせて「作業
時間」といいます。
）を厳守して業務を履行するものとします。ユーザーは、依頼者が作業
時間を逸脱した業務の実施であると認めた場合、本契約の適切な履行があったとは認めら
れないことがある旨を予め承諾するものとします。
３. ユーザーは、受託した業務実施の終了後、直ちに依頼者にその旨を報告するものとしま
す。ユーザーは、依頼者から実施した業務の内容が本契約に適合しない旨の指摘を受けた場
合には、かかる指摘を受けてから 48 時間以内に依頼者の指示に従って本契約の履行を完了
させるものとします。ユーザーは、前記の期限内に本契約の履行を完了させることができな
かった場合、本契約は契約不履行として解除され、ユーザーが本契約で定める報酬を請求す
ることはできない旨を予め承諾するものとします。
４. ユーザーは、自ら本契約を履行するものとし、第三者に対して本契約の全部または一部
の履行を再委託することはできません。

５. ユーザーは、本契約を履行すべき場所に向かう際に車両を用いる場合には、その車両を
清潔に維持することに努めなければなりません。また、作業場所に駐車スペースが無い場合
は、近隣の時間貸し駐車場に駐車する等、迷惑駐車とならないよう配慮するものとします。
６. ユーザーは、本契約の履行中、当社の発行した「巡回証」をダウンロードして携行する
ものとし、依頼者から求めがあった場合には直ちに提示できる状態としておくものとしま
す。
７. ユーザーは、本契約の履行にあたっては、自らの生命および身体の安全の確保並びに私
物の管理等を自らの責任において行うとともに、本契約の履行に際して第三者に対して損
害を与えないよう十分な注意を払うものとします。ユーザーは、ユーザーによる本サービス
の利用に関連して第三者に対して損害を発生させ、または第三者との間で紛争を発させた
場合には、当該損害または紛争について、自らの費用と責任においてこれを解決し、依頼者
または当社を一切免責するものとします。
８. ユーザーは、本条９項で定める場合を除き、本契約に基づき依頼者から報酬を受領する
権限を当社に授権するものとします。当社は、かかる授権に基づき、依頼者がユーザーに対
して支払うべき報酬を代理で受領し、ユーザーにより本契約に定める役務が提供された日
から、その翌月末日までの間において当社が別途定める日までに、ユーザーに報酬を引き渡
します。ただし、当社は、依頼者からの報酬の受領についてユーザーを代理するものであり、
依頼者によるユーザーへの報酬支払債務を引き受けるものではありません。
９. 前８項の定めにかかわらず、ユーザーは、依頼者が本契約の履行の完了後に報酬及びサ
ービス利用料を支払う場合は、ユーザーが本契約の履行により取得する依頼者への報酬請
求権を当社に譲渡するものとします。当社は、かかる債権譲渡の対価として、ユーザーが依
頼者に対して有する報酬請求権と同一の金額を、本契約で定める支払期日までにユーザー
に支払うものとします。
１０. ユーザーは、報酬を適時に遺漏なくなく受領できるよう、報酬の振込先となる金融機
関の口座に関する情報を正確に登録し、変更が生じた場合には直ちにこれを更新するもの
とします。
１１. 本条第８項及び９項の定めにかかわらず、ユーザーは、本契約に基づく役務を提供し
た後、本契約の不履行または本利用規約への違反が発覚し、またはその疑いが生じた場合に
は、これらの問題が解消されるまでの間、当社がユーザーへの報酬の支払を留保することが
ある旨を予め異議なく承諾するものとします。
第７条（ユーザーの秘密保持義務・管理義務）
１. ユーザーは、本契約の履行にあたって知り得た情報（個人情報を含む。以下「個人情報
等」という。
）を秘密として保持し、依頼者および当社の事前の書面による承諾なしに第三
者に開示又は提供してはならないものとします。
２. ユーザーは、個人情報等を本契約の履行以外のいかなる目的にも使用してはならない

ものとします。
３. ユーザーは、依頼者および当社の承諾を得ること無しに個人情報等を複写、複製しては
ならないものとします。
４. ユーザーは、個人情報等を取り扱うにあたり、情報の紛失、破損、漏洩等のリスクに対
して合理的な安全対策を講じなければなりません。
５. ユーザーは、本サービスの停止もしく廃止または退会後も、引き続き本条で定める秘密
保持義務を順守するものとします。
第８条（個人情報の取扱い）
当社は、本サービスにおいて当社が別途定めるプライバシーポリシー
https://erikura.net/app/pdf/privacy_policy.pdf に基づき、適切にユーザーの個人情報
を取り扱うものとします。
第９条（知的財産権の帰属）
１． 本サービスを通じてユーザーが依頼者に対して納品した成果物に関する著作権等の知
的財産権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。
）は、ユーザーによる成果物の
納品が完了するまでの間はユーザーに帰属するものとし、ユーザーによる成果物の納品が
完了した段階で依頼者に移転・帰属するものとします。また、ユーザーは依頼者に対して、
当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
２． 当社は、ユーザーが本サービス上で作成・登録・提供・掲載した一切の画像、テキス
ト、プログラム等について、本サービスの円滑な提供、当社システムの構築、改良、メンテ
ナンス等に必要な範囲で、変更、切除その他の改変を行うことができるものとします。また、
かかる改変に際して、ユーザーは、当社に対して、著作者人格権を行使しないもの としま
す。
３． 当社は、ユーザーが本サービス上で作成・登録・提供・掲載した一切の画像、テキス
ト、プログラム等について、本サービスの広告宣伝等のために必要な範囲において、無償で
永続的に利用できるものとします。また、かかる利用に際して、ユーザーは、当社に対して、
著作者人格権を行使しないものとします。
第１０条（禁止事項）
ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、以下の各行為またはそのおそれのある行為を
してはならないものとします。
（１） 法令または本利用規約の規定に違反する行為（第３条第１項で定める資格、条件を
満たさない、または満たさなくなった場合を含みます）
（２） 本サービスを介さない業務の受託、報酬の受領もしくは依頼者との直接の業務委託
契約の締結またはそれらを試みる行為。

（３） 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為
（４） 当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等
の権利を侵害する行為
（５） 当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
（６） 本サービスを営利または商業目的で利用する行為（但し、当社が認める場合を除き
ます。
）
（７） 本サービスの運営を妨げる行為
（８） 当社または第三者の信用を損なう行為
（９） 他人になりすまして、本サービスを利用する行為
（１０） 法令、公序良俗若しくは本利用規約に違反する行為
（１１） 当社の承認した以外の方法により、本サービスを利用する行為
（１２） 当社または第三者に対する迷惑行為
（１３） その他当社が不適切と判断する行為
２．ユーザーは、本サービスを通じて本契約上の業務を行う場合、各種法律等を遵守し、資
格が必要となる業務の提供等は行わないことを保証するものとします。
３．当社は、当該ユーザーに対する通知、催告または理由の開示なく、本条の定めに違反し
たユーザーの会員登録の抹消、本サービスの利用の停止、当該ユーザーの違反行為の防止に
必要な措置（法的措置を含みます）の実施、会員登録が抹消された会員の再登録の拒絶また
は損害等の措置を講じることができるものとします。
４．ユーザーは、退会を希望する場合には、当社所定の手続を行うことにより退会すること
ができます。ただし、ユーザーは、以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
（仮：ユーザーが以下の以下に定める状況にある間に退会の申請を行った場合、以下に定め
る状況が解消された時点で退会が成立するものとします。
）
(1) 自らが引き受けた依頼案件の履行またはキャンセルが完了していない場合
(2) 自らが履行した依頼案件の報酬の受領が完了していない場合。
５．当社は、本サービスの停止もしくは廃止またはユーザーの会員登録の抹消もしくは退会
後は、依頼者、ユーザー間の連絡または取引に関する履歴を保存する義務を負わないものと
します。
第１１条（当社の免責等）
１． 当社は、ユーザーが本契約の履行にあたって依頼者等の第三者に対して発生させた損
害について、その損害を賠償する責任を負いません。ユーザーは、本契約の履行に関連して、
ユーザーと第三者間にて紛争が発生した場合でも、自らの費用と責任においてこれを解決
するものとし、当社は、当該紛争に対応する義務を負いません。
２． 当社は、ユーザーが本サービスの利用に際して被った損害について、その損害を賠償
する責任を負いません。

３． ユーザーによる本サービスの利用が消費者契約法上の消費者契約に該当し、かつ、当
社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合には、本利用規約上の当社の責任を免責す
る
規定にかかわらず、当社は、ユーザーに対して当社の行為を直接の原因としてユーザーが現
実に被った損害に限定して損害賠償責任を負うものとします。ただし、ユーザーが被った損
害が当社の故意または重過失により生じた場合には、本項の当社の損害賠償責任を限定す
る旨の定めは適用されないものとします。
第１２条（本サービスの変更、停止または廃止）
１． 当社は、以下の各号に掲げる場合、本サービスの全部または一部をユーザーへの予告
なく停止することができ、これに起因してユーザーまたは第三者に損害が発生した場合に
おいても、当社は、かかる損害を賠償する責任を負わないものとします。
（１） 火災、停電、天災地変等の非常事態により、本サービスの提供が困難または不能と
なった場合
（２） 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの提供が困難または不能
となった場合
（３） 法令等に基づく措置により、本サービスの提供が困難または不能となった場合
（４） その他当社が止むを得ないと判断した場合
２． 当社は、本サービスの全部または一部を、ユーザーへの予告なく改訂、追加、変更ま
たは廃止することができ、これに起因してユーザーまたは第三者に損害が発生した場合で
あっても、当社は、賠償責任を負わないものとします。
第１３条（反社会的勢力）
１． ユーザーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。
）に該当
しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても
該当しないことを確約するものとします。
（１） 暴力団員等が経営を支配または実質的に関与していると認められる団体その他これ
らに準ずる者と関係を有すること
（２） 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
（３） 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること
２． ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな
いことを確約するものとします。

（１） 暴力的な要求行為
（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為
（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（４） 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手
方の業務を妨害する行為
（５） その他前各号に準ずる行為
第１４条（本利用規約の変更）
１． 当社は、当社の判断により、本利用規約をいつでも任意の理由で変更することができ
るものとします。
２． ユーザーは、変更後の本利用規約に同意できない場合、本サービスの利用を終了する
ものとし、変更後の本利用規約の効力が生じた後に、ユーザーが、本サービスを継続して利
用した場合には、変更後の本利用規約の内容に同意したものとみなされます。
第１５条（本利用規約およびその他の利用規約等の有効性）
１． 本利用規約の一部の規定が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約のその他
の規定は有効とします。
２． 本利用規約の全部または一部の規定が、あるユーザーとの関係で無効とされ、または
取り消された場合でも、本利用規約はその他のユーザーとの関係では有効とします。
第１６条（権利義務の譲渡禁止）
ユーザーは、本利用規約に別段の定めがある場合を除いて、当社の事前の書面による承諾な
しに、本利用規約により生じた権利義務を、第三者に譲渡し、貸与し、または担保に供する
ことはできないものとします。
第１７条（準拠法および管轄裁判所）
１． 本利用規約の準拠法は、日本法とします。
２． ユーザーと当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。
以上
附則
2020 年 1 月 16 日 作成・施行
2020 年 6 月 12 日 改定

