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Allegis Group は、Allegis Group や Allegis Group のブランド (Aerotek, TEKsystems 及び Aston Carter) 

の代理人を装った個人が雇用や投資の機会について求職者に連絡をしているという不正行為に

気づきました。 

Allegis Groupや Allegis Groupのブランドは求職者に対して、面接への参加や求人への応募を含む当

社の雇用サービスへアクセスする為にいかなる支払いも要求しません。Allegis Groupや Allegis Group

のブランドは、雇用を確保するため、または賃金や給与の支払いを受けるために、候補者に料金の支

払いを求めることもありません。そして Allegis Groupや Allegis Groupのブランドは、投資、製品の購

入、手数料の支払いを求めるウェブサイトやモバイルアプリケーションを運営しておりません。 

直接またはモバイルアプリケーション経由で Allegis Groupや Allegis Groupのブランドから将来の雇用

に関して、または賃金や給与、手数料収入の投資に関し送金しないでください。 Allegis Groupや

Allegis Groupのブランドから送信されたとされるすべての電子メールアドレスのドメインが@ 

allegisgroup.com、@ aerotek.com、@ teksystems.com または@ astoncarter.comであるかを確認してく

ださい。 

モバイルアプリケーションをダウンロードする場合は、そのアプリケーションが Google Playや Appleの

App Storeなどの信頼できるソースからダウンロードされているか、確認することをお勧めします。 

Allegis Group, Aerotek, TEKsystems及び Aston Carterのインタビュー、内定、または投資スキームに関

して連絡を受けた、または送金をした場合は、apac.reportfraud@allegisgroup.com までご連絡いただ

き、問題を報告してください。 

 

Allegis Group has become aware of fraudulent behaviour whereby individuals pretending to represent 

Allegis Group or its brands (Aerotek, TEKsystems or Aston Carter) are contacting job seekers regarding 

an employment or investment opportunity. 

Allegis Group or its brands will never ask prospective job seekers for any payment to access our 

employment services including attending interviews or to receive job offers. Allegis Group or its brands, 

also will never ask candidates to pay a fee to secure employment or in order to receive payment of their 

wages or salary. In addition, Allegis Group or its brands do not operate any websites or mobile 

applications which ask people to make investments, purchase products or pay any money to receive 

commission payments. 

Do not send money at any time to anyone claiming to be from Allegis Group or its brands in relation to 

prospective employment, or to receive wages or salary, or commission earning investments, either 

directly or via a mobile application. Please check all email addresses allegedly from Allegis Group or its 

brands end in the correct domain (@allegisgroup.com, @aerotek.com, @teksystems.com or 

@astoncarter.com).  

When downloading any mobile application, we encourage you to ensure the application is sourced from a 

trusted source such as Google Play or the Apple ‘App’ Store. 

If you have been contacted or have sent money in relation to an Allegis Group, Aerotek, TEKsystems or 

Aston Carter interview; employment offer, work carried out or an investment scheme, please contact us 

at apac.reportfraud@allegisgroup.com and report the incident. 
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