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バクスソヺ採用フラットフォヺム ギルヺバルフライバサヺポヨサヺ

バクスソヺのエンライン採用サスツムである 「バクスソヺ採用フラットフォ ヺム (BaxterRecruitment
Platform)」にアクセスいただきありがとうございます。バクスソヺ採用フラットフォヺムをご利用
になる前に、本フライバサヺポヨサヺをよくお読みください。本フライバサヺポヨサヺに同意さ
れない場合、 バクスソヺ採用フラットフォヺムのご利用や、同フラットフォヺムを通じた個人情
報の送信はご遠慮ください。この場合、バクスソヺ採用フラットフォヺムの全機能を利用するこ
とはできません。
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A.

デヺソ管理者

「バクスソヺ採用フラットフォヺム(Baxter Recruitment Platform)」は、バクスソヺブルスケ
ア社(Baxter Healthcare Corporation)[One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015-4625](以下
「バクスソヺ」または
「当社」といいます)が自社のため、および関連会社に代わって、所有·運営しているサスツムです
。バクスソヺや、該当する場合は応募先である現地組織(職務エファヺに詳細が記載されている「バ
クスソヺ現地組織」)の名称および住所については、https://www.baxter.com/location-selector で確認するこ
とができます。ただし、ギルヺバル対象カャヨアフラットフォヺムについては、当該のデヺソ保護法
に基づきバクスソヺ採用フラットフォヺムにおいて収集、処理、 使用、 開示、転送されるすべての
個人情報(個人デヺソ)につき、バクスソヺがデヺソ管理者となります。
バクスソヺは、本フライバサヺポヨサヺの記載に従って、その関連会社、継承者、譲受人、請負業者と
ともに、バクスソヺ採用フラットフォヺムの使用に関連して、個人情報を収集、保存、処理、利用、 開
示します。

トッフへ戻る
B.

ポヨサヺの目的

応募書類を処理するため、ならびに以下に記載されたその他の目的のために、当社は、個人情報 (法域
により「個人を特定する情報」または「個人デヺソ」とも呼ばれます)を含む一定の情報をあなた
から収集します。

本フライバサヺポヨサヺにおいて、「個人情報」とは、特定されたまたは特定可能な個人についての、
または直接的もしくは間接的に関係する情報を意味します(例:氏名、メヺルアデレス、電話番号、バ
ク
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スソヺ採用フラットフォヺムへアクセスするために使用するデバイスの IPアデレス(パセコン等)、ア
クセスの日時、ならびにアクセス時に発生する技術的な問題の詳細等)。さらに、当社は、匿名の統計的
な情報や集計された情報などの非個人情報も、バクスソヺ採用フラットフォヺムを通して収集します。
当社におけるこのデヺソの使用法については、以下のセクサュン E.2を参照してください。
本フライバサヺポヨサヺは、当社における求人および採用活動に関する、応募者から収集するデ
ヺソ処理の方法についての情報を提供するものです。

トッフへ戻る
C. バクスソヺ採用フラットフォヺムの目的
バクスソヺ採用フラットフォヺムは、あなたのエンラインの求人応募フルセスと当社の募集採用フ
ルセスを支援するために開発されたウェブアフヨケヺサュンです。応募の際、あなたがバクスソヺ採
用フラットフォヺムに入力した情報を基に、当社は書類選考を行います。
当社は、要件を満たす応募者で欠員を補充するという当社の正当な業務活動を実行するため、採用
および雇用を目的として設置されているバクスソヺ採用フラットフォヺムを通じて当社が収集す
るあなたの個人デヺソを、収集、利用、共有、および処理します。
当社は以下の事項につき、あなたの同意を求めます:
•

当社についての詳細情報を入手し、当社の求人案件に関するアラヺト情報/ドュヺスレソヺを
受信するためにバクスソヺ人材ニットロヺクに加入したいという意向を表明した希望者につ
き、同希望者の個人デヺソを収集、使用、共有、および処理すること。

• あなたが設定したアカウントにつき、当初の採用フルセスが終了した後においても、今後に発生しう
る応募した求人と類似の案件について情報を提供する目的で、アカウントを保存すること。
あなたはいつでもその同意を撤回する権利を有します。同意の撤回は、撤回前のあなたの同意に基づい
て当社が実行したあなたの個人情報の取り扱いおよび処理の合法性に対し、何ら影響を与えないもの
とします。
あなたのアカウントを削除したい、および/または同意を撤回したい場合、以下のセクサュン Iにあるヨンク
に従ってください。また、以下のセクサュン K に記載した当社連絡先に連絡することにより、同意を撤回す
ることもできます。
当社は、以下の実行に必要な場合、当社の正当な業務目的のために、および/または適用される法律
を遵守するために、個人デヺソを処理、使用、および開示(転送を含む)する権利を留保します:
i.

本人の要請に応えるため

ii. 適用される法令を遵守し、法的フルセス、訴訟により求められる法執行上の要
求に応えるため
iii. 損害賠償請求に対する予防措置として、また、バクスソヺ採用フラットフォヺムのセカュ
ヨツァと統合性、ならびにそのヤヺザヺの安全性を保護するため

トッフへ戻る
D. ポヨサヺの適用範囲
本ポヨサヺはバクスソヺ採用フラットフォヺムのみに適用されます。バクスソヺ採用フラットフォヺム
内で、他のウェブサイトへのヨンクや参照·紹介が表示されることがありますが、それらのサイトは本ポ
ヨサヺの対象ではなく、それぞれ独自のポヨサヺが適用されます。したがって、アクセスする各ウェブサ
イトのフライバサヺポヨサヺをお読みになることをお勧めします。当社はこれらの紹介やヨンクを便宜
のために提供しており、ヨンクは、バクスソヺがこれらのウェブサイトを検証したことを意味するもので
はありません。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、第三者の権利を侵害
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している、または不適切であると宣言されたことを確認した場合にのみ、コンツンヂまたはヨンクを削除しま
す。

トッフへ戻る
E. デヺソの収集方法
バクスソヺ採用フラットフォヺムは、能動的方法と受動的方法の 2 つの方法で、ヤヺザヺからデヺ
ソを収集します。能動的デヺソ収集とは、バクスソヺの求人へ応募する際に、あなたが入力し送信
したデヺソを当社が収集する状況を指します。このようなデヺソには、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。受動的デヺソ収集とは、あなたが自発的に提供していない個人情
報と非個人情報を当社があなたから収集する状況を指します(あなたがバクスソヺ採用フラット
フォヺムを訪問する際に、あなたのウェブブラウザが自動的に収集し当社へ送信するデヺソなど)。

1.0 能動的デヺソ収集
応募フルセスを処理するため、あなたに対しては以下に挙げる個人情報の提供が要求されます:連絡
先(メヺルアデレスと電話番号)、パスロヺデ、氏名、住所、学歴情報(例:在籍した学校および大学につ
いての履歴)、職歴および履歴書、資格とスカル、バクスソヺで働きたい地域と部署、バクスソヺについ
て知った方法、希望の移動手段、異動の可否、現在の職務の終了時期、あなたに特定の職務を紹介した
人の氏名。さらに当社は、あなたが当社に提供するその他の個人情報(紹介状、勤務証明書など)や、後
日、個人情報を更新·修正した場合の情報、および将来の求人のためにあなたのデヺソを保存するこ
と対してあなたが同意したか否かの情報についても収集します。
あなたが選択した場合、あなたは LinkedIn などの自分のセヺサャルメデァアのフルファヺルから
あな
た
の
個
人
情
報
を
イ
ン
ポ
ヺト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あなたが当社の欠員に応募し、あなたが適切な候補者であると当社が考える場合、当社は選考フルセスの一部とし

て(例えば、面接やアセスメントセンソヺで)あなたに追加情報を求める場合があります。
当社があなたを特定の職務に採用した場合、当社はスクヨヺドンギ検査を実施したり、あるいはあなた
の職歴、資格、スカルについて第三者に照会(あなたが提供した情報に基づき元雇用主などから) する場
合があり、さらに、あなたが応募書類を提出した組織に適用される現地法によって認められる場合は、バ
ックギラウンデチェックを行うことがあります(適用法により許可される場合に犯罪記録の確認など)。
当社は、上記のスクヨヺドンギ検査やバックギラウンデチェックを行うにあたり、あなたの居住国に応
じて現地法を遵守する形で、当社における正当な業務目的に基づいて実施し、または、あなたの口頭によ
る同意に基づいて行うものとします。
提供いただ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いただくよう
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。
ある求人に応募すると、バクスソヺ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。かかる現地法人の欠員にあなたが適任であるとされ
た場合は、上記の方法であなたに連絡します。
あなたが応募フルセスを最後まで完了しなかった場合も、後で応募フルセスを再開した時に情報を再
入力しないで済むようにすることを唯一の目的として、当社は、フルセス中断時までにあなたが入力し、
保存した個人情報(連絡先の詳細、職歴、学歴と資格、添付書類、質問票への回答とダイバヺサツァ (後者
は米国のみ))を収集、処理、使用する場合があります。この個人情報はその他の目的には使
用されません。2.0受動的デヺソ収集
バクスソヺ採用フラットフォヺムを訪問する際に、 特定の情報が受動的に収集されることがあり
ます (つまり利用者が自発的に情報提供することなく、情報が収集されます)。社外からの応募者に
ついては、あなたが使用する機器のエペレヺツァンギサスツムから得られる居住地の時間帯情報を
収集すると共に、Google Analytics が有効化されているかについてを検証し、EU クッカヺポヨサヺの関
連情報を表示するために上記のツクノルジヺが利用されます。
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当社は、これらの受動的に収集した情報を、あなたがバクスソヺ採用フラットフォヺム上で自発的に提
供した個人情報と結び付けることはありません。

トッフへ戻る
F. 当社があなたのデヺソ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、本ポヨサヺに規定
された目的のために、またはデヺソが収集もしくは提供された時に具体的に定義かつ開示された目
的のために、処理、使用、開示(移転を含む)するものとします。
当社は、あなたの個人情報を、第三者に販売、ヨヺス、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。ただし、当社が以下に対して、あなたの個人情報の移転、共有、 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) 前述の目的のために、デヺソ管理者の役割を果たすバクスソヺ現地法人、および
(ii) バクスソヺに技術、管理、または市場調査のサポヺトを提供するサヺビス提供者、当社
のために市場調査を行う第三者、および/またはバクスソヺ採用フラットフォヺムの
メンツトンスやホスツァンギ、デヺソ保存、およびバクスソヺ人材ニットロヺクの管
理に必要なサヺビス提供者としての役割を果たす第三者。このようなサヺビス提供者
とはすべて適切な契約が交わされており、サヺビス提供者は適用法に準拠したフライ
バサヺ基準を遵守する義務を負います。バクスソヺが、(例えば、技術的セカュヨツァ
または地理的分布に関して)バクスソヺ採用フラットフォヺムに関連するサヺビスの
提供のために必要であると考える場合、バクスソヺはサヺビス提供者を変更することがあります。
さらに当社は、当社事業または資産のすべてもしく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留保します。このような売却または移転が発生した場合は、あなたはその
通知を受け、譲受人へのあなたの個人情報の移転、および譲受人によるあなたの個人情報の処理·使用に
対する同意を撤回すること、または場合によっては異議を唱えることができます。
一部のサヺビス提供者は、欧州委員会が適切なデヺソ保護水準を確保する国であると判断していな
い EU/EEA 域外にエファスを有しているか、所在しています。適用されるデヺソ保護法に基づき必要
となる場合は、例えば、適切なデヺソ処理契約を締結するなど、このような請負業者のために適切な
安全策を講じます。企業間で個人情報を転送するとき、バクスソヺは、必要とされる個人情報の種類
と関係する国に応じて、異なる法的転送の枠組み(以下に詳しく説明する標準的契約約款またはフラ
イバサヺサヺルデ認証など)を採用します。 ご質問や、個人情報保護のために採用されている方策に
ついての詳細は、バクスソヺまでお問い合わせください。
EU と米国間のフライバサヺサヺルデおよびスイスと米国間のフライバサヺサヺルデ

バクスソヺインソヺトサュトルインク(Baxter International Inc.)とその子会社のバクスソヺブルスケ
ア社 (Baxter Healthcare Corporation)はそれぞれ、EU と米国間のフライバサヺサヺルデフレヺムロヺク
およびスイスと米国間のフライバサヺサヺルデフレヺムロヺク(以下「フレヺムロヺク」といい
ます)に加盟し、 そのコンフライアンスを証明しています。当社は、それぞれフレヺムロヺクに依
拠して EU 加盟国およびスイスから受け取ったすべての個人情報をそれぞれのフレヺムロヺク
において適用される原則の対象とすることを約束しています。フライバサヺサヺルデフレヺムロ
ヺクの詳細や、当社の認証を確認するには、米国商務省のフライバサヺサヺルデヨストを参照し
てください。
バクスソヺインソヺトサュトルインク(Baxter International Inc.)およびバクスソヺブルスケア社
(Baxter Healthcare Corporation)はそれぞれ、フレヺムロヺクに基づき受け取った個人情報の処理と、そ
の後それぞれの代理人として行動する第三者への転送に責任を負います。バクスソヺインソヺ
トサュトルインク(Baxter International Inc.)およびバクスソヺブルスケア社(Baxter Healthcare Corporation)

はそれぞれ、EU およびスイスから得られた個人情報の転送について、第三者移転に伴う責任の規
定を含め、 フライバサヺサヺルデの原則を遵守します。
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フレヺムロヺクに従って受領または転送する個人情報に関して、バクスソヺインソヺトサュトル
インク (Baxter International Inc.)およびバクスソヺブルスケア社(Baxter Healthcare Corporation)はそれぞれ
、 米国の連邦取引委員会の規制取り締まりの対象となります。特定の状況下では、バクスソヺイン
ソヺトサュトルインク (Baxter International Inc.) およびバクスソヺブルスケア社 (Baxter Healthcare
Corporation)は、国家の安全または法執行義務の遂行を含む、公的機関からの法的要請に対応するた
めに個人情報の開示を求められることがあります。
バクスソヺまたは Baxter Healthcare Corporation によるフライバサヺまたはデヺソ使用に関する問題に
つき、当社に よる 解決 に対して満足できない方は、https:/feedback-form.truste.com/watchdog/request から、
当社が業務を委託する米国に拠点を置く第三者の紛争解決事業者に相談してください(無料)。
フライバサヺサヺルデのウェブサイトにさらに詳しく記載されているとおり、特定の状況下では、他の紛
争解決法を尽くした後に、拘束力のある仲裁を求める権利が与えられる場合があります。
フライバサヺサヺルデフレヺムロヺクの原則に従い 、 バクスソヺおよび Baxter Healthcare
Corporation は、フライバサヺサヺルデフレヺムロヺクに基づく個人情報の収集または使用に関
する苦情を解決するよう尽力します。バクスソヺおよび Baxter Healthcare Corporation のフライバ
サヺサヺルデフレヺムロヺクの遵守に関する質問または苦情がある EU およびスイス居住者の
方は、まずは本フライバサヺスツヺトメントの末尾に提示されている連絡先情報を使用して、
お問い合わせください。

トッフへ戻る
G.

デヺソセカュヨツァ

バクスソヺは、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、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
び管理上の措置を講じます。
個人情報を保護する一つの方法は、ヤヺザヺ名とパスロヺデの使用です。この安全対策は、ヤヺザ
ヺ名とパスロヺデの両方の秘密を守る場合にのみ有効です。ヤヺザヺ名またはパスロヺデが盗ま
れたり、不正に使用されている疑いがある場合や、その他の不正があった場合は直ちにバクスソ
ヺまでご連絡ください。連絡先はセクサュン K を参照してください。
バクスソヺ採用フラットフォヺムを管理するバクスソヺの請負業者は、バクスソヺに対するサヺビ
スに関連してあなたの個人情報にアクセスできますが、彼らはあなたのフライバサヺを尊重し、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、前述のサヺ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。

トッフへ戻る
H.

デヺソフライバサヺ権

一定の状況では、あなたの国のデヺソ保護法規およびその他の法令(EU 一般デヺソ保護規則を含み
ます)により、ご自身の個人情報に関係するあなたの権利が認められています。こうした権利は国
または地域により異なります。EU に居住される場合、かかる権利には以下が含まれます。(1)バクス
ソヺがあなたについて収集し、処理する個人デヺソについて情報提供を要求する権利、(2)かかるデ
ヺソにつき、携帯できる形式のコヒヺにアクセスし、そのコヒヺの入手を依頼する権利、(3)当社が
すでに収集した個人デヺソの修正を要求する権利、(4)あなたの個人デヺソの消去を要求する権利、
および(5)特定の処理業務を拒否する権利。
権利を行使するには、メヺル、電話、郵便でご連絡ください。詳しい連絡先は以下のセクサュン K の 「お
問い合わせ」を参照してください。これらの要請には、不当な遅延なく対応します。当社が法律に従わな
い形で個人情報を利用、開示または処理していると考える場合は、あなたは自分の国のデヺソ保護機関
に苦情を申し立てることができます。

当社は、あなたがこれらの権利の行使を許可された人物であることを確認するため、追跡調査または連絡
先情報を必要とする場合があります。
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I.

デヺソ保持、削除および破棄

あなたが、あなたのアカウントを非アクツァブ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、次のとおり、あなたの個人情報を保持します。
適用法により許可される場合、その範囲において、当社はあなたがサスツムを最後に利用した日付から
最長 365日間、あなたの情報を保持します*。当社は、かかる期間においてあなたのデヺソを保持すること
により、あなたが興味を持つ可能性がある求人案件をあなたに提供することが可能になります。 この期
間の後、当社は、当該のデヺソ保持義務を遵守する等の目的のために、適用法において義務付けられる期
間、または許可される期間、あなたの個人情報を保持します。
*あなたがデイヂ国内に所在する場合、当社はあなたの情報を最長 6カ月間保持します。

バクスソヺ採用フラットフォヺムのアカウントを削除ししたい場合、また求人に応募する目的で提供し
たあなたのデヺソを削除を申請したい場合は、以下の手順に従ってください。
バク
ス
ソヺ採
用
フラ
ッ
トフ
ォ
ヺムアカウント削除:

htps:/baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/loginにアクセスし、あなたのアカウントにルギインす

ることにより、自分のアカウントを削除し、 同時に、すべての個人情報を恒久的に削除するよう依頼でき
ます。
.
バクスソヺ採用フラットフォヺムアカウントデヺソ削除のフルセス:
アカウントを削除 すると、 すべての個人情 報および 応募関連デヺソは直ち に表示されなくなり、検
索対象に含まれなくなります。この後、あなたのデヺソは復元の可能性がない形でデヺソプヺスから永
久に
削
除
さ
れ
ます
。

あなたが(1)バクスソヺについてもっと知り、バクスソヺ人材ニットロヺクに参加するため、あ
るいは(2)今後の求人への応募のために初回の募集フルセスの終了後も自分のアカウントを維
持するために当社に提 供 し た 情 報 に つ い て も さ ら に 削 除 を 求 め る 場 合
は 、 https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6g-MNmC5u97A2 にアクセスし
てください。
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J.
本フライバサヺポヨサヺの変更
当社は、バクスソヺ採用フラットフォヺムに追加される新機能や、当社が提供する製品·サヺビス、
およびそれらがあなたの関連情報を当社が利用する方法にどのような影響を与えるかについてお知
らせするため、定期的に本フライバサヺポヨサヺを更新する可能性があります。本フライバサヺポヨ
サヺを大きく変更する場合、変更を実施する事前にかかる内容をこのサイトでお知らせします。この
ペヺジは、最新のフライバサヺ取扱い情報を入手するためできるだけ定期的に確認してください。当
社は、あなたに通知し異議申し立ての機会を提供することなく、あなたの個人情報を、 これまでとは
大きく異なる方法で利用したり、その組織固有の目的のためにあなたの個人情報を使用する別の組
織に新たに開示したりすることはありません。

トッフへ戻る
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K.

お問い合わせ

本ポヨサヺ、またはバクスソヺ採用フラットフォヺムにおける情報の取り扱いについてのご質
問、ご意見、ご懸念事項や苦情については、バクスソヺ現地法人(https://www.baxter.com/locationselector) までご連絡ください。
以下まで書面でご連絡いただくことも可能です。
Baxter International Inc.
ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015
Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015、バクスソヺ倫理·コンフライアンス
ホットライン(1-844-294-5418)、privacy@baxter.com までご連絡いただくことも可能です。

当社は、お問い合わせに答えるため、またご指摘頂いた問題を是正するため、適切な措置を講じま
す。

当社が十分に対応していない未解決のフライバサヺまたはデヺソ利用問題が存在する場合は、
米国にある第三者紛争解決事業者(無料、https://feedback-form.truste.com/watchdog/request)までご連絡くだ
さい。

る
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