プライバシーポリシー
Baxter のオンライン採用システムである BaxTalent にアクセスいただきありがとうございま

す。応募前に、本プライバシーポリシーをご覧ください。本プライバシーポリシーに同意さ
れない場合、BaxTalent の利用（BaxTalent を通じた個人情報の送信を含む）はご遠慮下さい。
ご了承をお願いします.
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データ管理者

BaxTalent は、バクスターヘルスケア社（Baxter Healthcare Corporation）[One Baxter Parkway,
Deerfield, IL 60015-4625]（「バクスター」または「当社」）が自身のため、および関連会社
に代わって、所有し、運営しているシステムです。各ポジションを管轄する各国の法人
（ 「 バ ク ス タ ー 現 地 法 人 」 ） の 名 称 お よ び 勤 務 地 は 、
[ http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html ]で調べることができます。 バクスターは、
BaxTalent において、収集、処理、使用、開示または転送されるすべてのデータの唯一の管
理者です。データは、個人情報に適用される情報保護法に基づいて管理されています。
トップへ戻る
B.

ポリシーの目的

採用プロセスを処理するため、ならびに本システム画面上にされた目的のために、当社は、
個人情報を含む、一定の情報をあなたから収集します。本プライバシーポリシーでは、「個
人情報」は、特定されたまたは特定可能な個人についての、直接または間接的に関連する情
報を意味します（例：氏名、電子メールアドレス、電話番号）。これらの個人情報には、特
別なカテゴリーの個人情報（一部の司法管轄では「Sensitive Data」とも呼ばれます）も含ま

れることがあります。さらに、当社は、匿名、統計的または集約された情報などの非個人情
報も、BaxTalent を通して収集します。

本プライバシーポリシーは、当社のデータ取り扱いに関する指針を明らかにするた
めのものです。（例：当社の個人情報の収集方法、収集する個人情報の種類、収集
する理由、収集した個人情報の使用方法、個人情報の共有者、ならびに、当社があ
なたから収集した個人情報にあなたがどのようにアクセスし、それを修正（更新を
含む）、ブロック、異議を唱えるまたは削除できるか、さらに BaxTalent に関連して、
個人情報を保護するために当社がどのようなセキュリティを使用しているか。）
トップへ戻る
C.

BaxTalent の目的

BaxTalent は、オンライン採用システムとして開発されたウェブアプリケーションです。応
募の際、あなたが BaxTalent に入力した情報を基に、当社は書類選考を行います。
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D.

ポリシーの適用範囲

本ポリシーは BaxTalent のみに適用されます。BaxTalent 内で、その他のウェブサイトへのリ
ンクまたは参照が表示されることがありますが、リンク先のウェブサイトには本ポリシーは
適用されず、異なる取り扱いとなる可能性があります。したがって、アクセスする各ウェブ
サイトのプライバシーポリシーをお読みになることをお勧めします。当社は、それらのウェ
ブサイト、コンテンツ、またはプライバシーポリシーを是認しているとは解釈されないもの
とします。また、それらのウェブサイト上でのあなたの行動には、あなた自身が全責任を負
うものとし、当社は一切責任を負いません。当社は、裁判所によってそれらが違法である、
または、または第三者の権利を侵害していることが明らかにされたという事実、または明ら
かに不適切であるという事実を認識した場合にのみ、コンテンツまたはリンクを削除します。
トップへ戻る
E.

データの収集方法

BaxTalent は、能動的および受動的の 2 つの方法で、ユーザーからデータを収集します。能
動的データ収集とは、Baxter のオープンポジションへ応募する際に、あなたが入力し送信し
たデータを当社が収集する場合を指します。このようなデータには、個人情報と非個人情報
の両方が含まれる可能性があります。受動的データ収集とは、あなたが応募時に提供しなか
った個人情報または非個人情報を、当社があなたから収集する場合を指します。
1.0

能動的データ収集

申し込みプロセスを実行するためには、[2]以下の個人情報を提供する必要があります。電子
メールアドレス、パスワード、名前、住所、電話番号、学歴、職歴、資格およびスキル、希
望するポジション（勤務地含む）、およびどのように Baxter のポジションについて知ったか。
さらに、あなたが後日、個人情報を更新・修正した場合の情報も収集します。また、将来、
あなたに適したオープンポジションが発生した場合の参考として、あなたの個人情報を保存
することについてあなたが同意したかどうか、についての情報を収集します。

あなたが応募したポジションに対してあなたが適切な候補者であると当社が考えた場合、当
社は、選考プロセスの一部として（例えば、面接の場で）さらなる情報をあなたに求める場
合があります。あなたが同意した場合、当社は、あなたの職歴、資格およびスキルについて
第三者に照会を行うことがあります。また、適用される法律によって認められる場合、バッ
クグラウンドチェックを行なうことがあります。
当社はあなたが提供した個人情報を、選考のために使用します。このプロセスは、一部はシ
ステムにより自動的に行われます。提供頂く情報に基づき書類選考を行うため、出来る限り
詳細に職歴および学歴を入力頂くようお願いいたします。選考を通過した場合、人事部門の
担当者からご連絡させて頂きます。ご希望された場合に限り、当社は、ご提供頂いた個人情
報を、将来生じる求人の際に利用致します。
ある求人に応募すると、バクスター現地法人の人事部門は、あなたの個人情報へのアクセス
権を取得し、選考のために、その個人情報を使用・処理します。
同意頂いた場合に限り、もしもあなた自身が応募プロセスを完了しなかった場合においても、
当社はプロセス中にあなたが提供し、保存した個人情報（連絡先詳細、経歴、学歴と資格、
添付書類、事前質問の回答）を、将来あなたが応募プロセスを進めることができるように、
収集、処理および使用する場合があります。上述のデータはその他のいかなる目的のために
も使用されません。
2.0

受動的データ収集

当社は、システムの機能を利用して、あなたのアクセスに関する情報を収集することがあり
ます。具体的には、当社は、あなたのインターネット・ドメイン名、インターネット・プロ
トコール・アドレス（IP アドレス）、あなたが使用しているブラウザ、あなたが使用してい
るオペレーティング・システム、あなたが BaxTalent にアクセスした日付と時間、あなたが
アクセスした BaxTalent の特定のページ、あなたが BaxTalent を訪問する前にアクセスした
ウェブサイトのアドレスを含む、特定の種類の情報を収集することがあります。当社は、こ
れらの情報を、あなたが BaxTalent 上で提供した個人情報と結び付けることはありません。
当社は、これらの情報を、当社のビジネスパートナーおよび広告者を含む第三者と共有する
権利を保有します。第三者のリストを受け取ることを希望する場合は、セクション L に示さ
れる方法で当社にご連絡ください。
当社は、BaxTalent にアクセスするためにあなたが使用するすべてのデバイスの IP アドレス
を閲覧・収集する場合があります。IP アドレスは、インターネットにログオンする時に、各
コンピュータまたはデバイスに自動的に割り当てられる識別番号です。IP アドレスによって、
当社は、あなたのインターネット・ドメイン名、ブラウザのタイプ、あなたがアクセスした
ページ、滞在時間を含め、Cookies 通して収集可能な種類の情報を収集することができます。
通常、IP アドレスを把握することにより、当社がサーバの問題を特定し、集合的人口統計情
報その他 BaxTalent の使用に関する情報を作成し、BaxTalent の機能を改善することが出来ま
す。
これらの情報収集ついてもっと知りたい方は、当社の「Cookie Policy」をご参照ください。
トップへ戻る
F.

当社があなたのデータを使用して行うこと

当社があなたから収集する、またはあなたについて取得するすべての個人情報は、本ポリシ
ーに規定された所定の法の下、かつ、データが収集または提供された時に具体的に定義およ
び開示された通りにのみ、処理、使用、開示（移転を含む）されます。

当社は、あなたの個人情報を、第三者に販売、リース、移転、共有すること、またはその他
の方法でアクセスを許可することはありません。但し、当社が以下に対して、あなたの個人
情報の移転、共有またはその他の方法でのアクセスを許可する場合は除きます:
(i)
(ii)

前述の目的のために、データ管理者の役割を果たすバクスター現地法人、および
バクスターに技術的、管理的、または市場調査のサポートを提供する、バクスタ
ーグループ会社以外のサービス提供者としての役割を果たす、および／または
BaxTalent のメンテナンス・ホスティング、データ保存、苦情処理、有害事象報
告目的に必要な第三者。このようなサービスすべては、適切な契約が交わされて
おり、適用法に準拠した必要とされるプライバシー基準を順守する義務を負いま
す。 バクスターが、（例えば、技術的セキュリティまたは地理的分布に関して）
BaxTalent に関連するサービスの提供のために必要であると考える場合、バクス
ターはサービス提供者を変更することがあります。

このようなデータ受領者のリストを受け取ることを希望する場合、セクション L に示された
方法で当社にご連絡ください。当社は、BaxTalent の使用、販売、トラフィックパターン、
人口統計学的特性、その他の統計情報に関する、集合、非特定化、およびその他の非個人情
報を、第三者に、制限なしに販売、リース、移転またはその他の方法で共有する権利を保有
します。このような第三者のリストを受け取ることを希望する場合は、セクション L に示さ
れる方法で当社にご連絡ください。
当社は、あなたからの請求に応える目的で、また、適用される法律、規制、法的手続きおよ
び法執行機関の問い合わせに従うため、訴訟の定めるところにより、法的責任に対して予防
措置を取る目的で、BaxTalent のセキュリティと完全性およびそのユーザーの安全性を守る
ために必要に応じて、個人情報を処理、使用および開示（移転を含む）する権利を保有しま
す。さらに適用法に従い、当社は、事業または資産のすべてまたは一部を売却または移転す
る場合には、あなたについての個人情報を移転する権利も有します。このような第三者のリ
ストを受け取ることを希望する場合は、セクション L に示された方法で当社にご連絡くださ
い。このような売却または移転が起こった場合は、あなたはこれについて知らされ、被譲渡
人へのあなたの個人情報の移転、および被譲渡人によるあなたの個人情報の処理および使用
に対する同意を撤回すること、または場合に応じては異議を唱えることができます。
一部のデータ受領者は、欧州データ保護指令（95/46/EC）の範囲内で、適切なレベルの保護
を提供しない EU/EEA 外の国をはじめ、あなたが住む国と同じレベルのデータ保護を提供し
ない国に所在する場合があります。このような場合、当社は、移転されたすべての個人情報
が適切なレベルのデータ保護を受けられるよう、適切な措置を取ります。バクスターヘルス
ケア社は、米国／EU のセーフハーバー協定および米国／スイスのセーフハーバー協定の認
証を取得しています。
トップへ戻る
G.

任意データ

当社は、あなたが希望しない個人情報を収集することはありません。そのために、当社は、
請求する個人情報が必須かまたは任意であるかを示します。また当社は、必須または任意デ
ータを提供しないことが招く結果について、収集の時点および／または本プライバシーポリ
シー内でお知らせるよう努めます。あなたが BaxTalent を介して個人情報を提出する際、一
部の場合、当社は、そのようなデータを本ポリシーあるいはその他の同意声明に従って、処
理・使用するためにあなたの同意を求めます。
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H.

データセキュリティ

バクスターは、あなたの個人情報を安全に保つことを約束します。不正、不適切または偶発
的なアクセス、使用、改ざん、開示、破棄および偶発的紛失からあなたの個人情報を保護す
るため、適切な技術的、組織的および管理的措置を取ります。あなたが提供するすべての個
人情報、ならびにデバイスとバクスター・サーバの間でやりとりされ、ウェブブラウザーで
アクセス可能なその他すべての個人情報は、暗号化を使用した安全なリンクによって送信さ
れます。暗号化とは、個人情報のシークレットコードへの変換を意味します。仮に誰かが暗
号化された個人情報を取得できたとしても、それを解読するためのキーが無ければ読むこと
はできません。
BaxTalent を管理するバクスターの代理人又は委託業者は、バクスターに対するサービスの
一環としてあなたの個人情報にアクセスできますが、彼らはあなたのプライバシーを尊重す
る義務を負い、あなたの個人情報を秘密に保つよう義務付けられており、前述のサービス以
外の目的でそれを使用することを許可されていません。
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I.

データ・プライバシー権利

あなたは、あなたの個人情報に関し、適用法の範囲ですべての権利を持ちます。これらの権
利は、適用される法律によって異なる場合がありますが、一般的に、あなたの個人情報への
アクセス、および／または訂正（更新を含む）、ブロック、異議の申立、または削除を請求
する権利を含みます。あなたのその他のプライバシー権およびオプトイン同意要件（該当す
る場合）にかかわらず、あなたは、マーケティング目的、市場調査および世論調査のための、
あなたの個人情報のさらなる処理および使用に反対する権利を有しています。
これらの権利の行使を希望する場合は、[ http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html ]に示さ
れている方法で当社にご連絡ください。
トップへ戻る
J.

データ保持、削除および破棄

あなたが、あなたのアカウントを無効化して削除しない限り、当社は、収集された目的が達
成されるまで、次の通りあなたの個人情報を保持します:
適用法に基づき、および／またはあなたの同意を条件として、当社は、システムでデータを
有効にした日付から 365 日間、あなたの情報を保持します。 この期間、あなたの情報を保持
することにより、当社は関連する新規オープンポジションの情報をあなたに提供することが
できます。 この期間の後、当社は、適用法の下義務付けられるかまたは許可される期間、
あなたの個人情報を保持します。
個人情報を破棄する際、当社は、以下のように、個人情報を回復不能または再生不可能にす
るため、技術的に適切な手段を講じます:
(i) 個人情報を含む電子ファイルは、適切な手段で回復不能な状態で削除されます。
(ii) その他の記録、プリントアウト、文書またはその他の記録媒体は、細断または焼却され
ます。

トップへ戻る
K.

本プライバシーポリシーの変更

当社は、随時、当社の自己裁量で、本プライバシーポリシーを変更する権利を有します。当
社がポリシーの変更を行なった場合、新しいプライバシーポリシーは、その改訂日と共にこ
こに掲載され、このような変更の掲示後に収集されたすべての個人情報は、新しいプライバ
シーポリシーに従うものとします。当社は、データ取り扱いに関して大きな変更点が生じた
場合、あなたに同意を求めます 1。同意がない場合、当社は、あなたの過去の同意に従って、
引き続き個人情報を取り扱います。本プライバシーポリシーの変更にあなたが同意しない場
合、電子メールで当社に連絡いただければ、当社はあなたのアカウントの無効化の方法をご
連絡いたします。本プライバシーポリシーを、定期的に、そしてあなたが BaxTalent を介し
て個人情報を提供する際、事前に確認することをお勧めします。
1

なお、スペインでは、当社は、重要でない場合にも、追加データの処理または新しい処理を要する変更に対してもあなたの同
意を求めます。

トップへ戻る
L.

連絡先

本ポリシー、または BaxTalent に関する情報の取り扱いについてのご質問、コメント、懸念
または苦情がある場合は、[ http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html ]までご連絡ください。
当社は、お問い合わせに応えるため、また提起された問題を是正するため、適切な措置を取
ります。
バクスターのプライバシーに関する概要をご覧になりたい場合は、ここをクリックしてくだ
さい。
トップへ戻る
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