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［レコフ M&Aデータベース利用規約］ 
 

レコフＭ＆Ａデータベース利用規約（以下「本利用規約」といいます。）は、第２条第１項に定

める会員（以下「会員」といいます。）と株式会社レコフデータ（以下「弊社」といいます。）との間

の本サービス（以下に定義します。）の利用に関わる一切に適用されるものとします。 

 

第１条(定義) 

「本契約」とは、レコフＭ＆Ａデータベース利用契約をいいます。 

「本サービス」とは、公式サイト（https://madb.recofdata.co.jp/)［会員専用］（以下「本サイト」

といいます。）にて弊社が提供する情報コンテンツおよびそれに付帯するサービスのうち、レコ

フＭ＆Ａデータベース利用契約申込書（以下「本申込書」といいます。）第１項に記載するサー

ビスをいいます。 

「ログイン ID」とは、登録ユーザーが本サービスを利用する際に必要となる識別番号をいい

ます。  

「パスワード」とは、登録ユーザーが本サービスを利用する際に必要となる暗号をいいま

す。  

「登録ユーザー」とは、弊社が定める手続きに従って登録を行い、本サービスの利用資格を

有すると当社が認めた個人のことをいい、本申込書第７項（３）に記載された者または本契約

後に新たに弊社が定める手続きに従って登録された者をいいます。  

「有効ユーザー」とは、登録ユーザーのうち、本サービスにログイン可能なユーザーをいい

ます。 

「管理者」とは、有効ユーザーのうち、弊社が定める手続きに従って、登録ユーザーの変更

および有効・無効化を行うことができるユーザーをいいます。 

「ユーザー番号」とは、本契約時に会員識別のために会員ごとに付された番号をいいます。 

 

第２条（会員） 

会員とは、弊社に本サービスの利用を申し込み、弊社が必要な審査・手続等を経た後にこ

れを承認した者をいいます。弊社は、会員による本サービスの利用が、弊社の社内規程に基

づき不適当と判断した場合、本サービスの利用を承認しないことがあります。 

２ 会員は、本サービスの利用のための会員資格を第三者に譲渡もしくは貸与し、または、

第三者に本サービスを利用させることはできません。 

 

第３条(本利用規約の変更) 

弊社は、会員の事前の承諾を得ることなくいつでも必要に応じて本利用規約の内容を変更

することができるものとします。 

２ 弊社は、本利用規約を変更するときは、本サイト上にて表示することにより、会員に対し

て事前にその内容を通知します。 

３ 変更後の利用規約は、弊社が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示された時点

より直ちに効力を生じるものとします。 

４ 会員が、本利用規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合には、変更

後の本利用規約のすべての記載事項について同意したものとみなされます。 

５ 本利用規約（変更後の本利用規約を含みます。）を承諾しない場合は、直ちに本サービ

スの利用を停止してください。この場合であっても、弊社は会員が本サービスの利用にあたり

既に支払った利用料の全部または一部を返還しません。 

 

第４条(本サービスの利用) 

弊社は、会員に対し、本利用規約に定める条件に従い、本サービスを非独占的に利用する

ことを許諾します。 

２ 会員が本サービスを同時に利用することができる数の上限は、本申込書第１項（３）に記

載されるライセンス数とします。当該ライセンス数の増加を会員が希望する場合には、弊社の

指定する手続きが必要となります。 

３ 会員は、本申込書第７項（２）に記載される所在地の利用部署に所属する登録ユーザー

においてのみ、本サービスを利用できるものとします。ただし、本契約後、弊社が定める手続

きに従って、登録ユーザーは変更することができます。なお、有効ユーザーが６名以上となる

場合には、「有効ユーザー数の増加」のための費用が別途発生いたします。 

４ 登録ユーザー以外の者が本サービスを利用することにより、会員が不利益を被ったとし

ても、弊社は一切その責任を負いません。また登録ユーザー以外の者が本サービスを利用す

ることにより、弊社に損害が生じた場合は、弊社は会員に対しその損害の賠償を請求できるも

のとします。 

５ 会員は、本契約の申込時に管理者を１名以上定めるものとします。ただし、弊社が認め

た場合は、この限りでないものとします。なお、本契約後、弊社が定める手続きに従って、管理

者を追加することはできますが、弊社所定の方法により変更の届出を行わない限り、申込時

の管理者を変更することはできません。 

６ 本サービスを図書館その他特殊な利用形態で利用する場合には、別途弊社が定める利

用方法に従うものとします。 

 

第５条(利用料) 

会員は、弊社に対し、本サービス利用の対価として、本申込書第２項に記載される利用料

を弊社の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとします。本申込書第２項

に記載される利用料は、別段の定めがない限り前払いとします。なお、振込手数料は会員の

負担とします。 

２ 会員が利用料を支払う場合には、消費税額分として、当該金額に消費税率を乗じて算

出される金額を加算して支払うものとします。 

３ 利用料の支払期限は、弊社所定の請求書記載のとおりとします。 

４ 弊社は、本契約の期間満了日の６０日前までに通知することで、本契約更新時において

本申込書第２項に記載される基本利用料を変更することができるものとします。会員において

基本利用料の変更に同意しない場合は、本契約を更新しないものとします。基本利用料の変

更がある場合の通知は、本サイト上の掲示または弊社が適切と認める方法で行うものとしま

す。 

５ 弊社は、本契約に別段の定めがある場合を除き、会員から弊社に支払われた利用料の

全部または一部をいかなる理由による場合でも返還しないものとします。 

 

第６条(設備その他) 

会員は、自らが本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェアおよびインタ

ーネット回線等を準備し、また、通信費用、インターネットプロバイダ利用料金等の必要なすべ

ての費用を負担するものとします。 

 

第７条(ログイン ID、パスワードの交付とその管理責任) 

弊社は、会員に対し、会員固有のログイン ID およびパスワードを発行します。  

２ 会員は、ログイン IDおよびパスワードを登録ユーザー以外の第三者（会員と同一法人お

よび組織内部の他者を含むがこれに限りません。本項および次項において以下同じ。）に開

示、貸与、譲渡、名義変更、質入れ等をすることはできません。 

３ 会員は、ログイン ID およびパスワードを善良なる管理者の注意をもって厳重に管理する

ものとし、その管理不十分、使用上の過誤、登録ユーザー以外の第三者の使用等による損害

の責任は会員が負うものとし、会員が被る損害について、会員の故意過失の有無を問わず、

弊社は一切責任を負いません。 

４ 会員のログイン ID およびパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該会員によ

りなされたものとみなし、当該会員は、本サービスの利用料その他の当該利用に係る債務の

一切を負担するものとします。 

５ 会員は、ログイン ID およびパスワードを失念し、または盗まれた場合は、弊社に速やか

に届け出るものとし、弊社の指示に従うものとします。 

 

第８条(会員情報の収集) 

弊社は、本サービスの向上および管理、アカウント管理等のため、会員が使用している IP

アドレス、ログイン ID、ユーザー番号、登録ユーザーの変更情報、検索条件、画面操作アクシ

ョン、ダウンロード行為などの情報を読み出し、記録することができます。 

２ 前項に規定する弊社による情報の収集は、前項に規定する目的に限られるものとし、弊

社は、会員より当該情報の開示要請があった場合においても、当該情報を開示する義務を負

わないものとします。 

 

第９条（会員情報の変更） 

会員は、本申込書に記載した内容のうち、登録ユーザー以外に変更があった場合には、速

やかに弊社所定の方法により、変更の届出をするものとします。 

２ 前項の届出を行わなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、弊社は一切その

責任を負いません。また会員が前項の届出を行わなかったことにより弊社に損害が生じた場

合は、会員に対しその損害の賠償を請求できるものとします。 

 

第１０条(個人情報保護) 

弊社は、本契約により取得した個人情報を本契約の申込時に会員に提供した「申込書等に

ご記入いただく個人情報の取扱いについて」および弊社が別途定めるプライバシーポリシー

（https://www.marr.jp/privacy.html）に従って適切に取扱うものとし、会員はこれを承諾しま

す。 

 

第１１条（反社会的勢力排除に関する誓約） 

会員は、本契約の申込時に取得した「反社会的勢力排除に関する誓約書」の内容に同意し

ます。 

 

第１２条(知的財産権) 

本サイト上に表示され、または本サービスにかかるすべてのデータ、図表、情報、システム

（インターフェースを含むがこれに限りません。）、ソフトウェアおよびその他の資料等に関する

知的財産権（著作権、商標権等を含むがこれに限りません。）その他一切の権利は、すべて

弊社または正当な権限を有する第三者に帰属します。 

 

第１３条(禁止事項) 

会員は、本サービスの利用において、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものと

します。 

① 本サービスを登録ユーザー以外の第三者（会員と同一法人および組織内部の他者を

含むがこれに限りません。本号および次号において以下同じ。）に利用させること（ログイン ID

およびパスワードを第三者に開示し、当該第三者に本サービスを利用させることを含むがこれ

に限りません。）。 

② 登録ユーザー以外の第三者がネットワークシステムを通じてアクセスして本サービスを

利用することが可能な状態で本サービスを利用すること。 

③ 本サービスについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修

正、翻訳、改造する行為を行うこと。 

④ データの異常ダウンロード行為（本サービスの利用目的に照らして明らかに通常の使

用量を超える分量または頻度のダウンロード行為）を行うこと。 

⑤ 弊社または第三者の商標権、著作権その他の権利を侵害する行為、または侵害する

おそれのある行為を行うこと。  

⑥ 弊社または第三者の財産、名誉を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為を

行うこと。  

⑦ 弊社の承認した以外の方法で本サービスを利用すること。 

⑧ 手段の如何を問わず、本サービスまたは接続しているサーバーもしくはネットワークを

妨げもしくは支障をきたす行為、またはそのおそれのある行為を行うこと。 

⑨ 本契約に違反する行為を行うこと。 

⑩ 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれのある行

為を行うこと。 

⑪ 前各号に定める他、その他弊社が不適当と判断する行為を行うこと。 

 

第１４条（ログイン ID の一時停止等） 

弊社は、会員が第１３条各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、会員に事前の

通知をすることなく、ログイン IDの使用を停止して、本サービスの提供を停止することがありま

す。 

２ 前項の場合には、会員は、直ちに、本サービスの利用を通じて入手したデータ等一切の

情報（提供されたままの状態の情報および会員が当該情報を利用して処理したデータ等の情

報を含みます。以下、「本データ等情報」といいます。）を弊社の指示に従って消去または破棄

するものとし、本データ等情報を利用することはできないものとします。 

３ 弊社が本条第１項の措置をとったことで、会員が本サービスを利用できず、これにより損

害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負いません。また会員が第１３条各号のいずれ
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かに該当する行為を行ったことにより弊社に損害が生じた場合は、会員に対しその損害の賠

償を請求できるものとします。 

 

第１５条(データ等情報の取扱い) 

会員は、本申込書第７項（２）に記載される所在地の利用部署での内部利用目的でのみ、

本データ等情報を利用することができるものとし、本データ等情報の全部または一部について、

複製、公開、出版、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、転載、放送、公衆送信（送信可能化を含

みます。）、ネットワークシステムを通じた送信、他のデータとの結合等、その他有償無償を問

わず、また方法の如何を問わず、内部利用目的の範囲を超えて利用することはできません。 

２ 会員は、前項の規定にかかわらず、本申込書第７項（２）に記載される所在地の利用部

署での内部利用目的といえども、他のコンピュータ、システム、プログラム、ソフトウェア、AI そ

の他これに類するもの（以下「AI 等」といいます。）の素材として利用することや、AI 等により独

自のデータ等を作成することを目的として、本データ等情報の全部または一部をホストコンピ

ュータもしくはサーバー等に移動し、保存し、送信し、またはその他の方法により利用すること

が可能な状態に置いてはならないものとし、かつ、AI 等の利用に供するため本データ等情報

を加工・分析・編集・統合してはならないものとします。 

３ 会員は、第１項の規定にかかわらず、本申込書第７項（２）に記載される所在地の利用

部署での内部利用目的か否かを問わず、本データ等情報を AI 等により利用してはならないも

のとし、かつ、AI 等により本データ等情報を加工、分析、編集、統合させてはならないものとし

ます。 

４ 会員は前三項に違反する行為を第三者にさせることはできません。 

５ 会員は第２項及び第３項により禁止される利用方法による利用を希望する場合には、別

途、弊社との間で協議し、協議の結果、利用条件、利用料等について両当事者が合意した場

合には、別途データ利用許諾契約を締結するものとします。 

６ 会員は、本データ等情報の全部または一部を引用して利用する場合は、事前に弊社に

申し出てください。 

７ 前項の申出がされた場合において、弊社が会員による引用行為が適切であると判断し

たときは、会員は、本データ等情報がすべて弊社のデータとして識別されること、並びに、その

著作権者が弊社である旨および引用する情報が本サービスからの引用である旨を明示する

ことを条件に、当該利用を行うことができるものとします。 

 

第１６条(不保証) 

弊社は、会員に対し、本サービスの利用および本サービスの内容ならびに弊社より提供さ

れる一切の情報に関して、品質、機能、商品性、適法性、正確性、完全性、網羅性、有効性、

信用性、最新性（データの更新頻度、更新速度を含みます。）、永続性、会員の特定の使用目

的に適合すること、本サービスを利用するに際しエラーやバグがないこと、ウィルス等の有害

プログラムに感染していないこと、第三者の権利を侵害していないことにつき、何ら保証するも

のではありません。本サービスにより提供される情報に基づいて、会員が下した判断および起

こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、弊社はその責任を負いません。 

２ 本サービスを通じて会員に提供された情報は、投資に関するアドバイスまたは証券売買

の勧誘を目的としておりません。本サービスを利用した会員による一切の行為は、すべて会

員自身の責任で行ってください。かかる利用および行為の結果についても、会員自身が責任

を負うものとします。 

３ 弊社は、システムダウン、サーバーエラー、本サービスの中断等により会員のデータ等

が失われた場合にも、いかなる保証もしません。 

４ 本サービスはオンラインサービスという特質上、接続しにくいなどの障害が発生する可

能性があります。この場合、会員の自らの責任と費用負担によりこれを解決してください。弊

社は、本サービスが会員の下におけるいかなる環境下でも利用可能であることにつき、何ら

保証するものではありません。会員はあらかじめ自己の利用環境を十分確認の上、利用を申

し込むものとします。なお、会員の利用環境により本サービスを利用できない場合でも、会員

が本サービスの利用にあたり既に支払った利用料の全部または一部を返還しないものとしま

す。 

 

第１７条(免責) 

弊社は、以下の各号に掲げる事象から生ずる会員の損害について、弊社の過失の有無を

問わず、いかなる責任も負いません。 

① 不可抗力等弊社に制御不能な事象 

② 会員の本契約違反 

③ システムダウン、サーバーエラー、障害若しくは遅延 

④ 本サービスに関するデータへの不正アクセス 

２ 本契約が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第３項の消費者契約に該当す

る場合には、本契約のうち、弊社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用しないものと

します。この場合において、本サービスの利用に関し会員に損害が発生し、弊社が損害賠償

責任を負う場合でも、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の賠償責任の範

囲は、会員に生じた現実且つ直接の通常損害に限り、弊社の予見の有無にかかわらず、特

別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、その他の損害については責任を負わないも

のとします。また、弊社の損害賠償責任は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行

為その他請求原因の如何にかかわらず、当該年度における受領済みの利用料相当額を限度

とします。 

 

第１８条(本サービスの停止・中断) 

弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供の全部または一部

を停止・中断することがあります。 

① 地震、津波、洪水、噴火等の天災地変、戦争、動乱、暴動、停電等弊社に制御不能な

事由により、本サービスの運用ができなくなった場合。 

② ネットワークシステムに関し定期的または緊急の保守を行う場合。 

③ 法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合。 

④ 弊社が、運用上または技術上の理由から、本サービスの全部または一部の停止また

は中断が必要と判断した場合。 

２ 前項各号に掲げる事由により本サービスの提供の全部または一部が停止または中断

する場合には、予めその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限り

ではありません。 

３ 本サービスの提供の全部または一部の停止・中断により被った会員の損害について、

弊社は一切責任を負わないものとします。 

 

第１９条(本サービス内容等の変更) 

弊社は、会員に事前に通知することなしに、本サービスの内容、名称、仕様またはこれに付

随して提供されるサービス内容を変更することができるものとします。変更されたサービスは

本サービスに含まれるものとします。 

２ 弊社は、本サービスの内容等を変更する場合は、弊社が適切と認める方法で会員にそ

の旨を通知または本サイト上に掲示します。 

３ 弊社は、本条第１項に基づく変更に関し、一切の責任を負わないものとします。 

 

第２０条(本サイトの変更) 

弊社は、必要に応じて、会員に事前に通知することなしに、本サイトを変更することができる

ものとします。 

 

第２１条(自己責任の原則) 

会員は、本サービスの利用、データ等情報に関し、行った行為およびその結果について、

自ら一切の責任を負うものとします。会員が本サービスの利用により第三者に対して損害を

与えた場合には、自己の責任と費用においてこれを解決し、弊社に一切の迷惑をかけないも

のとします。 

 

第２２条(差止請求) 

会員は、本契約に違反することが、弊社に対する回復不能な侵害行為を構成し、補償不能

な損害を与えるものであることを認めるものとします。会員は、弊社が有する他の権利と救済

に加え、弊社が会員の本契約に定める義務違反とそのおそれに対し会員の違反行為の差止

の救済措置をとる権利を有することを承諾します。 

 

第２３条(譲渡禁止) 

会員は、本サービスの利用により生じる権利および義務、地位または利益の全部または一

部を第三者に貸与、譲渡または承継することはできません。 

 

第２４条(弊社による解除) 

弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、個別の通知・催告をすることなく、直ち

に本契約の全部または一部を解除し、本サービスの提供を終了することができるものとします。

なお、本条に定める本契約の全部または一部の解除は、弊社の会員に対する賠償請求権の

行使を妨げるものではありません。 

① 本契約時に虚偽の申告をした場合 

② ログイン ID またはパスワードを不正に使用した場合 

③ 会員が本契約の全部または一部に違反した場合 

④ 会員が弊社の提供するサービスと同様のサービスを提供する同業者その他弊社の業

務と競合するおそれのある者と合併し、または、かかる者の親会社もしくは子会社となったと

き 

⑤ その他弊社がその裁量により、会員として不適当と判断した場合 

２ 弊社は会員に対し、前項に基づき本サービスの提供を終了し、かつ弊社が必要と判断

した場合には、本データ等情報の全部または一部の廃棄を求めることができるものとします。

また、これにより被った会員の損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。 

 

第２５条(本サービス終了時の措置) 

その理由の如何を問わず本サービスの提供が終了した場合、弊社は、これに伴う会員から

のいかなる請求からも免責されるものとします。 

２ 本契約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの提供が終了した場合、それがい

かなる理由によるものであっても、会員は、利用料の全部または一部の返金を請求できない

ことに同意するものとします。 

 

第２６条(本サービス利用状況監査) 

弊社は、本契約の遵守状況について確認するため、通常の営業時間内に、本申込書第７

項（２）に記載される所在地の利用部署に立ち入り本サービスの利用状況を監査する場合が

あります。 

２ 会員は、前項に基づく弊社の監査に誠実に協力するものとします。また、当該監査によ

り、本契約を遵守していないことが明らかになった場合、弊社の指示に従い、速やかに当該違

反状態を是正すると共に、当該監査の費用その他監査に関連して発生した一切の費用を弊

社に支払うものとします。 

 

第２７条(秘密保持) 

会員は、本契約、その履行を通じて知り得た弊社の一切の秘密情報について、弊社の事前

の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。 

 

第２８条(準拠法) 

本契約は日本法に準拠し、かつ日本法によって解釈されるものとします。また、本契約から

生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争については、日本国の法令が適用さ

れるものとします。 

 

第２９条(裁判管轄) 

本契約に関する訴訟については、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。 

 

第３０条(有効性) 

本契約のいずれかの条項が、管轄裁判所により無効または執行不能とされた場合であっ

ても、その他の条項の有効性または執行可能性には影響しないものとします。 

 

第３１条(存続条項) 

本契約に定める期間満了、解約その他の事由により本サービスを終了した場合といえども、

本利用規約第４条第４項、第７条第３項、第９条第２項、第１０条、第１１条、第１２条、第１３条、

第１４条第３項、第１５条、第１６条、第１７条、第 1８条第３項、第１９条第３項、第２１条、第２２

条、第２３条、第２４条、第２５条、第２７条、第２８条、第２９条、第３０条ならびに本条の規定は、

なお完全に効力を有するものとします。 

（２０２１年７月２０日改定） 
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 [申込書等にご記入いただく個人情報の取扱いについて] 

 

弊社は、レコフＭ＆Ａデータベース利用契約のお申込みの際にご記入いただきました個人

情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守するとともに、本書記載のと

おり、お取扱いいたします。 

 

1．個人情報の定義 

本書において、個人情報とは、ご本人のお名前、ご住所、電話番号など当該ご本人を識別

することができる情報（他の情報と組み合わせて照合することによりご本人を識別すること

ができる情報も含まれます。以下「個人情報」といいます。）をさすものとします。 

 

２．個人情報の取得 

弊社は、適法かつ公正な手段により個人情報を取得いたします。 

 

３．個人情報の利用目的 

弊社は、個人情報を以下の目的で利用いたします。法令に定める場合または、別途利用

目的を通知・公表している場合を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて個人

情報を利用いたしません。 

(1) レコフＭ＆Ａデータベースに関する、契約内容の確認、請求、事務手続、その他の運

営・会員管理 

(2) 弊社商品の発送、ＤＭの送付、関連するアフターサービス、新商品・サービスなどの各

種情報の提供、各種挨拶状送付のため 

(3) 各種お問い合わせ・ご連絡への対応のため  

(4) 弊社グループ会社（M&A キャピタルパートナーズ株式会社、株式会社レコフ及び株式

会社マールマッチング。以下同じ。）の商品、サービス、イベント、セミナー等に関する情報

提供のため 

(5) 弊社の開催するセミナー・講演会のご案内のため 

(6) その他上記に付随する業務を適切に運営するため 

 

４．個人情報の第三者提供 

弊社は、取得した個人情報を法令の定めにより認められる場合を除き、ご本人の同意がな

い限り、第三者に提供いたしません。 

 

５．個人情報の共同利用 

弊社は、お客様の個人情報を以下のとおり共同利用させていただきます。 

(1) 個人情報の項目 

お客様の住所、氏名、郵便番号、電話番号、メールアドレス、業種、職種、勤務先法人名

及び部署名など 

(2) 共同利用者の範囲 

弊社グループ会社であるＭ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社レコフ及び

株式会社マールマッチング 

(3) 利用目的 

弊社、または弊社グループ会社が提供する商品、サービス、イベント、セミナー等に関す

る情報提供その他これに付随する諸対応のため 

(4) 個人情報管理責任者 

株式会社レコフデータ 

 

６．個人情報の外部委託 

弊社は、利用目的達成に必要な範囲で個人情報の取扱いに関する業務の全部又は一部

を外部に委託することがあります。この場合には、弊社はかかる委託先に秘密保持義務を

負わせるほか、適切な監督を行います。 

 

７．個人情報の安全管理措置の実施 

弊社は、個人情報の管理者を置き、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、

改ざんおよび漏洩等を防止するために、セキュリティの確保・向上・是正の安全対策の措

置を講じます。 

 

８．個人情報の開示、訂正、第三者への提供の停止等のご請求 

弊社は、弊社が保有する個人情報について、ご本人からの開示、内容の訂正、追加、削除、

利用の停止、消去、第三者への提供の停止等のご請求があった場合は、請求者がご本人

であることを確認させていただいた上で、適切に対応いたします。 

 

９．お問い合わせ窓口 

弊社が保有する個人情報に関するご請求、個人情報の取扱いに関する苦情・相談等は、

下記の弊社窓口までご連絡ください。 

＜個人情報お問い合わせ窓口＞ 

TEL：03-3221-4910  FAX：03-3221-1410  E-Mail：madｂ@recofdata.co.jp  

１０. 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの制定および遵守 

弊社は、個人情報保護コンプライアンス・プログラム（個人情報を保護するための方針、組

織、計画実施、監査および見直しを含むマネジメントシステム）を制定し、役員および従業

員への周知を図り、これらを遵守いたします。 

 

１１. 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの継続的改善 

弊社は、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの見直しおよび改善を継続的に行い

ます。また、必要に応じて本書記載の内容を変更することがあります。 

 
 

[Cookie について] 
 

本サービス（「本サービス」の定義はレコフM&Aデータベース利用規約第 1条記載の定義と

同様とします）では、お客様により便利にご利用いただくため、また、お客様のアクセス傾向を

分析してより良いサービスを提供するために、Cookie を使用しております。Cookie とは、Web

サイトを訪問されたお客様のブラウザへWebサーバから送信される情報で、お客様のコンピュ

ータに記録されます。Cookie には、お客様のブラウザを識別する情報のみが保存され、お客

様個人を特定できる情報（氏名、ご住所、電話番号など）は一切保存されません。 本サービ

スでは、Cookie を利用したアクセス解析サービス／タグマネジメントサービスの使用していま

す。 

お客様が本サービスにアクセスすると、お使いの Web ブラウザの環境や、閲覧したページ

に関する情報が自動的に収集され、各種サービスを提供する事業者へ送信・保管されます。

当社は、これらの情報を本サービスの利用状況に関する統計分析及びWebコンテンツの最適

化にのみ利用し、それ以外の目的で利用することはありません。 お客様はWebブラウザの設

定を変更することにより、Cookie を拒否したり、削除したりすることができます。ただし、Cookie

が無効な場合、本サービスをご利用いただく上で、 一部機能に制約が生じることがあります。 
本サービスにおける Cookie 利用の詳細については下記をご覧ください。 

 

利用する Cookie について 

 

必須 Cookie 

この Cookie は本サービスが正常に機能するために必要なもので、本サービスの設定から

オフにすることはできません。これらは通常、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力

など、サービスのリクエストに相当するユーザーのアクションに応じてのみ設定されます。この 

Cookie をブロック/警告するようにブラウザを設定することは可能ですが、本サービスの一部

が機能しなくなります。この Cookie が個人を特定できる情報を保存することはありません。 

 

機能性 Cookie 

この Cookie はお客様から提供された地域や言語などのデータをもとにお客様の閲覧体験

を向上するために使われます。この Cookie は弊社により設定される場合と、本サービスに

追加したサービスを提供するサードパーティが設定する場合があります。この Cookie を受け

入れなければ、本サービスの一部またはすべてが正常に機能しない可能性があります。 

 

パフォーマンス Cookie 

この Cookie により訪問者数と通信トラフィックソースがカウントできるようになり、本サービ

スのパフォーマンスを判断し改善する際に役立ちます。最も人気があるページ、人気が低いペ

ージを確認したり、訪問者が本サービス内をどのように移動するかを理解するのに役立ちま

す。これらの Cookie が収集するすべての情報はひとつにまとめられるので、匿名性が保た

れています。この Cookie を受け入れなければ、利用者が本サービスを訪問しても、弊社に

はわかりません。 

 

Cookie の無効化について 

 

多くのブラウザでは、自動的にクッキーを受信するよう初期設定されていますが、ブラウザ

の設定を変更することによりクッキーを無効にすることができます。ただし、クッキーを無効とし

た場合、本サービスの一部の機能がご利用いただけない可能性があります。クッキーの設定

変更方法につきましては、使用されているブラウザの公式サポートサイトをご参照ください。主

なブラウザのサポートサイト URL は以下のとおりです。 

 

・Google Chrome 

・Microsoft Edge 

・Mozilla Firefox 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:madｂ@recofdata.co.jp
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/cookie-%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/ja/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
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[反社会的勢力排除に関する誓約書] 
 

レコフＭ＆Ａデータベース利用契約（以下、「本契約」という）を申し込むにあたり、以下の事

項を遵守することを誓約いたします。 

なお、本誓約書における用語は、別段の定めがない限り、本契約に従うものとします。 

 

第１条  

会員は、弊社に対し、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。  

1.  暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、又は

その他これらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」という）であること。 

2.  会員が法人である場合は、役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であ

ること、または反社会的勢力であったこと。 

3.  反社会的勢力を利用、関係していること。 

 

第２条 

会員は自ら又は第三者を利用して下記の各号いずれの行為も行わないことを表明し、確約

する。 

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、又は暴力を用いる行為。 

4.  風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為。 

5.  その他前各号に準ずる行為。 

 

第３条  

弊社は、会員が前二条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、会員に対 

して何らの通知、催告をすることなく、本契約を解除することができる。 

  

第４条 

前条に基づき弊社が本契約を解除した場合、弊社は当該解除を理由とする一切の損害賠

償義務を負担しない。また、当該解除によって弊社に損害が生じた場合は、会員に対しその

損害の賠償を請求できるものとする。 

 

 

 


