
エランコの応募者向けプライバシー通知 

最終更新：2021年 1月 

Elanco Animal Health Inc.とのその関連会社（以下、「エランコ」）は、この応募者向けプライバシー通

知（以下、「本通知」）に準拠して応募者が提出した個人データを使用します。応募書類の提出や個人

データの提供を行うことをもって、私は、雇用の検討を目的として、私が提供する情報が米国に移転さ

れること、および自身の居住国以外のその他の国に移転される可能性があることについて了解しま

す。私はまた、本通知に記載されているように個人の権利をいつでも行使できることについて了解しま

す。 

Elanco Animal Health Inc.とその関連会社（以下、「エランコ」）は、応募者の信頼に重きを置いてお

り、個人データの責任ある管理、使用、および保護に取り組んでいます。応募書類の作成と記入にあ

たり、エランコは、応募者、応募者とエランコとの想定される関係、応募者のこれまでの職歴に関するデ

ータの収集を行うことがあり、また今後そのような収集を行います。エランコでは、こうしたデータを「個

人データ」といいます。 

本通知では、このウェブサイトを通じて、またはエランコでの雇用のための応募に関連したその他の方

法で収集された個人データに関するエランコの慣行について説明しています。 

データの収集 

応募者が提供するデータ 

エランコは、応募に関連して応募者から以下のようなデータを収集することがあります。 

• 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の連絡先情報 

• 応募を容易にするためのユーザー名とパスワード 

• 就労許可の状況 

• CV、履歴書、カバーレター、職歴や学歴に関するデータ 

• スキルと能力 

• 保有している職業やその他の業務に関する免許、許可、資格 

• 照会に関するデータ 

• 応募者がエランコに提供することを選択したその他のデータ（希望職種、転勤の意向、現在の

給与や希望する給与、報奨、職能団体への所属状況など） 

エランコは、応募者に対し、法的に要求または容認される場合を除き、適用法に基づいて機微データに

該当するデータを提出しないよう求めています。機微データには、生体認証情報、医学的状態や健康

状態、遺伝、人種、民族、性別認識、性的慣行、性的指向、宗教上、哲学上、またはイデオロギー上の

信念、政治的意見、労働組合への所属状況（見解や活動を含む）、社会保障政策に関する情報、行政

上または刑事上の手続や制裁などが該当します。機微な個人データには、特別な保護水準や高度な

注意義務が求められる可能性があります。機微な個人データには、一般データ保護規則（GDPR）で定

義されている特別な種類のデータが含まれます。 



学歴など、応募者がエランコに提供する個人データには、上述のデータが含まれる場合があります。そ

の場合、応募者は、エランコに対し、応募者の就職申し込みを目的としてそのデータを取り扱うことを明

示的に許可するものとします。 

応募者がこのウェブサイトを通じて提出したデータは、真実かつ完全でなければならず、誤解を招くも

のであってはなりません。不正確、不完全、または誤解を招くデータが提出された場合、求職プロセス

中であれば応募者の就職申し込みが拒否されたり、応募者が現行のエランコ職員であれば即時解雇

を含む懲戒処分の対象となったりする可能性があります。さらに、応募者は、自身が提出したデータが

第三者の権利を侵害しないことを確認する責任を負います。 

就職申し込みの一環として照会者やその他の者の個人データをエランコに提供した場合、応募者は、

自らがそのデータをエランコに提供する権利を有していることを確認する責任を負います。 

 他の情報源から取得したデータ 

エランコは、適用法によって容認されている場合、応募者の就職申し込みに関連して照会状や身元調

査報告書から応募者に関するデータを取得することがあります。エランコはまた、一般的に応募者の具

体的な身元を明らかにせず、または個人に直接関係のない「その他のデータ」を収集することがありま

す。その他のデータが応募者の具体的な身元を明らかにしたり、個人に関係したりする場合、当社は

該当するその他のデータを個人データとして扱います。その他のデータには、以下のものが含まれま

す。 

• ブラウザやデバイスのデータ 

• アプリの利用状況に関するデータ 

• クッキー、ピクセルタグ、その他の技術を通じて収集されたデータ 

• 人口統計学的データや応募者が提供したその他のデータ 

• 集約データ 

 データの使用と開示 

エランコは、以下のような理由に基づき、応募者に関するデータの収集と処理を行います。 

• 応募者が任意にそのデータを提供した場合 

• 応募者の要請に応じた措置や雇用契約の締結前の措置を講じるためにそのデータが必要な

場合 

• エランコにとって特に重要なデータであり、その処理を行うための法律に基づく具体的で正当な

利益をエランコが有している場合 

• 法的義務を遵守するために必要な場合 

• いずれかの者の重大利益を保護するために必要な場合 

応募者がエランコに対して任意に提供したデータに関する処理、または応募者の同意に基づいた処理

の場合、応募者は自身の同意をいつでも撤回することができます。同意の撤回を希望する場合は、

Privacy@ElancoAH.comまでお問い合わせください。 
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応募者がこのウェブサイトを通じて送信したデータは、適用法に従い、以下のようなエランコによるグロ

ーバルな人材募集、管理、および計画を目的として使用されます。 

• 応募の処理 

• 職務に関する能力や適性の評価 

• 照会チェックの実施 

• 応募に関する応募者からの問い合わせへの対応ややり取り、およびこのウェブサイトに関する

情報やエランコの規約や方針の変更に関する情報の送付 

• 適用法や規制の遵守やその遵守状況の監視 

• エランコが職位のオファーを行う場合に、必要に応じて身元調査を実施すること 

• エランコのその他の正当な利益の保護（エランコの管理目的、総合的な管理報告、内部トレー

ニング、エランコ内の業務遂行のために一般に必要な場合など） 

応募者に関するデータは、エランコの職員候補者データベースに追加され、応募者が応募した職種以

外のエランコにおける職種の検討に使用される場合があります。エランコによるこのような使用を希望

しない場合は、エランコまで、elanco_talent_acquisition@elancoah.com宛てにご連絡ください。応募

者がエランコによって雇用される場合、応募に関連して収集された個人データがエランコの人事システ

ムに登録されることがあり、また雇用ファイルの一部に含めたり、適用法に準拠するその他の雇用に関

する目的で使用したりするなど、新入社員プロセスを管理するために使用される可能性があります。 

なお、応募者が応募の補足に必要なデータを提供しなかった場合、エランコは応募者の就職申し込み

を検討できない可能性があります。 

エランコは、該当する職位に関する候補者の評価に関与する関係者との間で、個人データを共有する

ことがあります。関係者と共同で個人データを使用する場合でも、その個人データに関する責任はエラ

ンコに帰属します。エランコは、当社方針に基づき、業務上の知る必要がある担当者がデータを利用で

きるようにします。これには、採用活動を行う担当者、人事や情報技術部門の担当者、応募者が応募

している職位について責任を負う部門の担当者などが該当します。要請を行うことにより、応募者の個

人データを処理する可能性がある関係者のリストを入手することができます（本通知の最後の「お問い

合わせ」セクションを確認してください）。 

エランコは、このウェブサイトのホスティングや運営、採用活動の支援、身元調査の処理、これらと同種

のサービスなどを提供する外部のサービス業者との間で個人データを共有することがあります。 

エランコはまた、エランコの事業、資産、または株式の全部または一部について再編成、合併、売却、

合弁事業、譲渡、移転、その他の処分（破産や同種の手続を含む）を行う場合、第三者にデータの移

転を行う可能性があります。 

エランコはまた、以下のように必要または適切と思われる場合に、個人データの使用や共有を行いま

す。(a) 適用法（応募者の居住国や地域以外の法律を含む）に基づく場合、(b) 法的手続を遵守するた

め、(c) 公的機関や政府当局（応募者の居住国や地域以外の公的機関や政府当局を含む）の要請に

応じるため、および国家安全保障機関や法執行機関の要件を満たすため、(d) エランコの契約条件の

履行を実現するため、(e) エランコやその関連会社の経営を保護するため、(f) エランコやその関連会

社、応募者、またはその他の者の権利、プライバシー、安全、または財産を保護するため、(g) エランコ

が被る可能性のある損害の是正や抑制を求めることができるようにするため。 
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応募者の個人データの開示には、他国への個人データの移転が含まれることがあります。応募者が欧

州経済地域（以下、「EEA」）に居住している場合、この移転先には EEA外の国が含まれる可能性が

あります。このような国の一部は、欧州委員会により、EEAの基準に基づいて十分な水準の保護が行

われているという認定が行われています。その他の国への移転を行う場合、エランコは、応募者のデ

ータを保護するためのデータ移転契約や標準契約条項など、適切な措置を講じます。 

データ保持 

エランコは、本通知に記載されている目的を達成するために必要な期間（法律によってより長い期間が

要求または容認される場合を除く）、個人データを保持します。エランコはまた、応募者のスキルについ

てその他の職種への適性を検討する目的で、応募者のデータを保持することがあります。エランコがこ

の目的で自身の個人データを保持することを希望しない場合は、

elanco_talent_acquisition@elancoah.com宛てにご連絡ください。 エランコは、法律上または規制上

の適用義務を遵守することを前提として、無効なアカウントに関する個人データを当社のデータベース

から削除することがあります。さらに、エランコは、任意のタイミングで、かつ理由を通知することなく、

応募者に関する個人データ（CVや履歴書を含む）を当社のデータベースから削除することがありま

す。したがって、応募者は自身がエランコに提供した個人データの写しを保持することが求められま

す。 

受動的なデータ収集：クッキーと類似技術 

このウェブサイトでは、エランコやその委託先サービス業者が「クッキー」と類似技術を使用することが

あります。詳細については、エランコのプライバシーとクッキーに関する声明（privacy.elanco.com）を

ご確認ください。 

アクセスおよび訂正 

応募者は、このウェブサイトに再ログインしてアカウントデータを更新することにより、ここに保存されて

いる自身の個人データのアクセス、確認、および変更を行うことができます。更新されたプロファイル

は、次に応募者が自身のアカウントを使用してオンラインで就職申し込みを行う際、デフォルトデータと

して使用されます。なお、エランコが応募者のプロファイルへの変更をすべて閲覧できることにご注意く

ださい。特定の職位の検討のために提出済みの個人データを更新するには、プロファイルを更新した

上で、その職位への応募を再送信してください。変更があった場合や誤りがある場合には、速やかに

個人データを更新するようおすすめします。 

プロファイルに含まれているデータに加えて、適用法によって容認される場合、応募者は、エランコが

保有している自身の個人データのアクセス、修正、制限、削除、移動を要請することができます。エラン

コは、適用法に準拠して応募者の要請に対応します。応募者がこれまでに当社に提供した個人データ

に対するそのような要請を希望する場合、または他社への送信を行うために個人データの電子コピー

の受領を希望する場合（法律によって応募者がこれらの権利を有している範囲で）、当社の個人の権

利リンクをご確認の上、以下の適切なフォームにご記入ください。 

 

o 欧州の個人の権利に関するリクエストフォーム 

o 米国の個人の権利に関するリクエストフォーム 

o 国際的な個人の権利に関するリクエストフォーム 
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o カリフォルニア州消費者向け個人の権利に関するリクエストフォーム 

o カリフォルニア州およびネバダ州消費者向け販売拒否リクエストフォーム 

 

要請においては、アクセスを希望する個人データや変更された個人データ、またエランコに提供した個

人データをエランコのデータベースから削除することを希望するかどうかを明らかにし、またはエランコ

による個人データの使用に加えたいその他の制限を知らせてください。応募者を保護するため、エラン

コは、応募者がエランコへの要請の送信に使用した電子メールアドレスに関連付けられているデータに

関する要請のみを実施し、また要請を実施する前に応募者の身元確認が必要になる場合があります。

エランコは、合理的に可能な限り速やかに、その要請に従うよう努めます。特定の個人データについて

は、適用されるデータ保護法に基づいて、このような要請の対象外となることがあります。 

フォームや当社のプロセスに関してご質問がある場合は、当社まで、privacy@elancoAH.com宛てに

遠慮なくお問い合わせください。 

応募者は、居住国や地域のデータ保護当局に対し、エランコによる個人データの処理について苦情を

申し立てることができます。申立先については、以下の「補足情報」セクションを確認してください。 

セキュリティ 

エランコでは、エランコ内の個人データを保護するための合理的な組織的、技術的、および管理的な措

置を講じるよう努めています。ただし、残念ながら、100%の安全性が保証されるデータの送信システ

ムやストレージシステムは存在しません。自身のエランコとのやり取りが安全ではないと考える理由が

ある場合（エランコに保有している自身のアカウントのセキュリティが侵害された場合など）、以下の「お

問い合わせ」セクションに従って直ちにその問題をエランコに通知してください。 

電子メールで機微データをエランコに送信しないでください。応募者は、エランコとのやり取りにおいて

常に相当の程度の注意を払う責任を単独で負います。 

 外部ウェブサイトへのリンク 

このウェブサイトには、外部のウェブサイトへのリンクが掲載されている場合があります。本通知は、こ

のウェブサイトのリンク先のウェブサイトやサービスを運営している外部業者など、外部業者のプライバ

シー、データ、またはその他の慣行について述べたものではなく、またエランコはこれらについて責任を

負いません。このウェブサイトにリンクが掲載されていたとしても、エランコやその関連会社がリンク先

のサイトやサービスを推薦していることを意味しません。エランコは、これらのサイトに掲載されている

プライバシーポリシーなどの法律に関する通知を確認することをおすすめします。 

就職申し込みに適用される法律 

このウェブサイトでは、エランコが一元化されたグローバル採用機能を有していることから、世界中の

職種に応募することができます。このウェブサイトは米国で運営されています。したがって、応募者がこ

のウェブサイトに送信した個人データは米国で収集され、米国法が適用されます。ただし、エランコがそ

の他の国や地域に所在する関連会社（応募者の雇用主となることが見込まれる会社）との間で個人デ

ータを共有する場合、その関連会社は本通知に従ってその個人データを取り扱います。採用やその他

の雇用に関する決定は、採用を行う会社が勤務地にあたる国や地域の法律に従って行います。 
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子ども 

このウェブサイトは、適用法に基づく就労可能な法定年齢に達していない者が使用することを意図して

いません。その年齢に達していない者はこのウェブサイトを通じて個人データを提供しないようにしてく

ださい。 

 エランコの現職員 

現在、エランコやその関連会社に勤務している者がキャリアサイトを使用してエランコの異なる職位に

応募するには、その適格性を有している必要があります。その職位を受け入れた場合、現在の福利厚

生プログラムや人事方針が変更になる可能性があります。応募の適格性、福利厚生プログラム、新し

い職位に適用される人事方針など、新しい職位については、HR管理者に相談してください。 

このウェブサイトは、頒布や使用を行うことが現地法や規制に違反する可能性がある法域や国の人や

事業体に対して頒布することや、そうした者が使用することを意図していません。 

旧プライバシーシールド認定 

1.  プライバシーシールド認定 

現在では、EU・米国間プライバシーシールドフレームワークを個人情報の移転に対して適用したり、移

転の基準としたりすることができなくなりましたが、EEA、スイス、英国から米国に移転される個人情報

の収集、使用、保持について、エランコは引き続き EU・米国間プライバシーシールドフレームワークの

義務を遵守し、また EU・米国間およびスイス・米国間プライバシーシールドフレームワーク の認定を

受けています。当社の認定については、www.privacyshield.gov/list で確認することができます。プラ

イバシーシールド原則の詳細については、www.privacyshield.govをご確認ください。

privacy@elancoAH.com宛てに電子メールを送信することにより、当社のプライバシーシールドに関

するプライバシーポリシーを要請することができます。 

「お問い合わせ方法」セクションに記載されているように、当社によるプライバシーシールドやその他の

適切な移転フレームワークに基づく個人情報の取り扱いについてご質問やご不満がある場合、または

Elanco U.S.が処理する個人情報の閲覧やそうしたデータの修正、変更、もしくは削除を希望される場

合は、データ主体の権利リクエストフォームに記入して、次の URLからお問い合わせください。
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

また、米国にお住まいの場合は、1-888-545-5973（フリーダイヤル）までエランコに電話で問い合わせ

ることもできます。 

また、privacy@elancoAH.com宛てに、電子メールで問い合わせることもできます。 

 

本通知の変更 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com


エランコは、今後のエランコやこのウェブサイトの開発、また業界や法的傾向の変化に対処するため、

任意のタイミングで本通知を変更する権利を留保します。エランコは、本通知を改定した場合、それを

このウェブサイトに掲載し、このウェブサイトのホームページでその変更について通知します。本通知

の上部にある「最終更新」の記述を参照することで、本通知が改定された時期を確認することができま

す。変更が行われた場合、改定済みの通知がこのウェブサイトに掲載された時点で有効になるものと

します。本通知の変更後もこのウェブサイトの利用を継続することにより、応募者はその変更について

同意したものとみなされます。本通知の規定の全部または一部に同意しない場合、応募者はこのウェ

ブサイトをそれ以上利用しないようにすることができます。 

  

お問い合わせ 

本プライバシー通知についてご質問がある場合は、当社まで、privacy@elancoAH.com宛てに問い

合わせるか、次の宛先に郵送してください。 

Elanco Animal Health 

グローバルプライバシー 

2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

補足情報 

応募者はまた、 

•privacy@elancoAH.comから、居住国や地域を担当する当社のデータ保護責任者に問い合

わせることができます。電子メールには、お問い合わせ先の国を明記してください。 

 

•お客様の居住国や地域のデータ保護当局に苦情を提起する場合や、データ保護に関する適用

法の違反の発生を申し立てる場合は、http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080 をご確認ください。 

  

確認 

応募書類を送信することをもって、私は、上述の本プライバシー通知について確認し、それを理解した

こと、および本プライバシー通知に記載されている個人データの収集、使用、移転、および開示に関す

る条項を理解したことを承認します。 
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