
 

 
マインドエッジアフィリエイトプログラム 

アフィリエイター会員規約 
 
 

第1条 総則 
 
 
マインドエッジアフィリエイトプログラム規約（以下、「本規約」という。）は、株式会社

マインドエッジ（以下「当社」という。）が提供するアフィリエイトプログラム（以下、

「本サービス」という。）をご利用になるすべてのアフィリエイターに適用され、また遵守

されるべき事項を定めたものです。 
 
 
 
 
第2条 目的 
 
すべてのアフィリエイターは、本規約ならびに本規約に付随する規約、規則、ガイドライン

およびそれに準 ずるものを誠実に遵守するものとします。 本規約は、本サービスの利用に

関して当社とアフィリエイターとの間に発生する一切の関係に適用します。 
 
 
 
 
第3条 本規約の変更 
 
 
当社は、いつでも本サービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものと

します。この場 合、アフィリエイターは、改定後の規約に従うものとします。 また、当社

は、当該仕様変更に関連してアフィ リエイターに生じた損害につき一切責任を負わないも

のとします。 
 
 
 
 
第4条 定義 
 
 
本規約における用語の定義は、文脈上特段の意味を有するものと解釈されない限り、以下の

とおりです。 
1) 「本サービス」とは、当社が提供するマインドエッジアフィリエイトプログラムをいい

ます。 



 

2) 「アフィリエイター」とは、マインドエッジアフィリエイトプログラムに参加する者を

いいます。 
3) 「広告主」とは、本サービスを通じて自己の運営する製品やサービスを提供するWEBサ
イトや    メールマガジン等にビジターの誘導を希望する者のことをいいます。なお、当社

も本サービスにおいて広告主として広告プログラムを提供しています。 
4) 「広告プログラム」とは、広告主の運営するWEBサイトやメールマガジン等のことをい

います。 
5) 「本契約」とは、本規約に基づき生ずる当社とアフィリエイターとの間の契約関係をい

います。 
6) 「アフィリエイト報酬」とは、本サービスのアフィリエイトプログラムにおいて、ア

フィリエイターが成果を実現した場合に、当該成果に応じて、各プログラムに規定された報

酬条件に基づき、広告主　から当社を通じてアフィリエイターに対し支払われる報酬（消費

税を除きます。）のことをいいま　　す。 
7) 「Cookie（クッキー）」とは、ウェブサイトの提供者が、ウェブブラウザを通じて閲覧者

のPCに一時的にアフィリエイトリンク等のデータを書き込んで保存させる仕組みのことを

いいます。 
8) 「検索連動型広告」とは、検索エンジンで検索されるキーワードに関連して、検索結果

画面に表示される広告のことをいい、PPC広告やリスティング広告等もこれに含まれます。 
9) 「通知等」とは、本サービスに関する報酬等のサービス提供に必要な連絡、キャンペー

ンやお得な情報等の広告・宣伝、その他の通知のことをいいます。 
 
 
 
 
第5条 入会申込方法 
 
アフィリエイターとなろうとする者は、本規約の全ての条件に合意の上、マインドエッジア

フィリエイトプログラムに加入してアフィリエイターとなるものとし、当社ウェブページ上

の登録フローを満たすことで申請が完了 します。当該申請に対して当社で審査を行い、当

社が承諾した場合にアフィリエイターとなります。当社審査の上で承諾できない場合、これ

に関する経緯等の説明は行わず、その義務も負わないものとします。ア フィリエイターと

なった際には、当社からの通知等が登録メールアドレス宛に配信されることに同意したもの 
とみなします。 
 
 
 
第6条 アフィリエイトサイトの登録 
 
アフィリエイターは、当社が提供するアフィリエイトリンクを設置するウェブサイトをすべ

て当社に通知するも のとします。入会申込時に、主なアフィリエイトサイト一件以上を通

知するものとし、以後、ウェブサイトを増 やす場合には、アフィリエイトリンクを設置す

る前に、当社まで電子メールにて申請を行う必要があります。 事前の申請を行わずに、追

加のアフィリエイトリンクが設置されたサイトが発見された場合、当社はアフィリ エイ

ターに通告することなく、当該アフィリエイターとの契約を解除できるものとします。これ

により生じたア フィリエイターの一切の損害については、当社は責任を負わず、またア



 

フィリエイターはこれについて異議 の申し立てを行う権利がないことを承諾するものとし

ます。 
 
 
 
第7条 監視業務 
 
当社は、アフィリエイターが本規約に則り本サービスを利用しているか、また、本規約に違

反する行為や不 正な行為が行われていないかを監視する業務（以下、「監視業務」とい

う。）を当社の裁量により行います。 監視業務により、本規約に違反する行為や不正な行

為、又は違反行為・不正行為が発生する蓋然性が高 いと当社が判断する行為が発見された

場合には、第8条3項、第19条に従いアフィリエイターを退会させるこ とができるものとし

ます。 
 
第8条 禁止行為 
 
1) アフィリエイターは、次の各号に定める禁止行為を行ってはならないものとします。 

a)　実在しないアフィリエイターとして登録する行為。 
b)　アフィリエイター登録の際、申告事項に虚偽の記載・誤記・または意図して記

入漏れの状態で登録する行為。 
c)　ひとつの登録種別につき、同一人物、または法人がアカウントを2つ以上持つ行

為（ただし当社が特別に認めた場合を除きます。） 
d)　故意・過失に関わらず、当社の営業を妨害する行為。 
e)　当社が所有している商標を使用したドメインを取得する行為。 
f)　当社または第三者を中傷し名誉を傷つけ、不利益をもたらす行為。 
g)　当社または第三者の著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権、その他法律上

の権利または保護に値する権利の侵害、あるいは関連する法規に違反する行為。 
h)　当社または第三者のプライバシーを侵害する行為。 
i)　違法または疑わしい活動をする行為。 
j)　宗教活動および政治的勧誘に該当する行為。 
k)　ビジターの判断に誤解を与える行為、またはビジターの判断に悪影響を与える

と当社が判断る行為。 
l)　成年被後見人であり、申込の際に法定代理人の同意等を得ずに登録する行為。 
m)  事理弁識能力を有しておらず、本サービス及び本規約の内容を理解できない状

態で登録する行為。 
n)　18歳未満であるのにアフィリエイターとして登録する行為。 
o)　18歳以上20歳未満であり、申込の際に法定代理人の同意等を得ずに登録する行

為。 
p)　反社会行為、法令違反行為および当社が適宜禁止する行為。 
q)　各広告プログラムにてアフィリエイター向けの画像・動画等の素材が指定され

ている場合、 アフィリエイター向けの画像・動画等の素材以外を使用し、ビジター

を誘導する行為。 
r)　広告素材およびアフィリエイトリンクコード改変 広告主から提供されたアフィ

リエイトリンク（広告素材及びそのリンクコードを含む）を広告主 に無断で改変す

ること。ただし、QRコードのサイズ改変（拡大または縮小）については除き ます。 



 

s)　成功報酬行為の依頼 広告主の商品、またはウェブサイトの紹介・広告とは無関

係に、もっぱら報酬獲得のため、 ビジターにクリック、購入を強要・嘆願・依頼す

ること。 
t)　虚偽行為 アフィリエイターが、自らあるいは第三者と共謀して、あたかも成功

報酬対象となる行為が発生したかのように装うなどの不正な行為を行うこと、その

他、広告目的および本サービスの趣旨を外れたクリックや注文、登録が発生した場

合等、不当に成功報酬を得るとみなされるすべての行為。およびビジターに誤解を

与えるような表現を記載すること。 
u)　スパム行為 電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行

為、またそれ以外の方法、手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為。 
v)　掲載期間満了の広告素材の掲載 掲載期間が終了している広告素材やそのアフィ

リエイトリンクコードを掲載し続ける行為。 
w)　当社、または広告主のサーバーおよび広告主サイト等への不正アクセスや不適

切な方法、もしくは許容範囲を超えた頻度による使用等、当社サイトや広告主サイ

ト等の運営に支障を与える行為。 
 
x)　強制アフィリエイト メディアにおいて、インラインフレームやリフレッシュタ

グ等を使用　し、手段を問わず強制的 にビジターのCookieを書き換える行為。 
y)　アフィリエイターが、自らの利益等を目的として、自分で、または第三者と協

力して、またはお互いに無料オファーに登録する行為。 
z)　自身のアフィリエイトサイトから商品を注文したり、無料オファーに登録したビ

ジターに対して、現金や金券などを還元、付与する（いわゆるキャッシュバック）

行為。 
aa)　ビジターに対して危険を煽ったり、「健全」を逆手にとった販売促進。 
bb)　メディアの広告に法令等（不当景品類及び不当表示防止法、特定電子メールの

送信の適正化等に関する法律、薬事法、銀行法、貸金業規制法を差すが、これに限

定されない）に違反する表示を行う行為。 
cc)　本サービスの利用によって知り得た本サービス、当社、広告主、購入者および

他のアフィリエイターに関する全ての情報を、第三者に開示、提供または漏洩する

行為。 
dd)　本サービスに関連して、本サービス外でのアフィリエイト契約を目的として、

広告主と直接取引を行う行為。 
ee)　アフィリエイターが不正にアフィリエイト報酬を取得する行為。 
ff)　当社より発行されたアフィリエイターのＩＤを第三者に売却し、貸出し、また

は譲渡する行為。 
gg)　その他当社が別途違反行為と認定する事由に該当する行為。 

 
2)　禁止行為の有無についての判断は当社が行うこととし、アフィリエイターに対するその

内容および根拠の説明を要しないものとします。 
3)　本条第１項各号に違反した場合は、アフィリエイター会員番号の停止または登録解除の

制裁がなされると共に、当該アフィリエイターは当社に対し、上記違反等が判明した時点で

存するアフィリエイト報酬額と同額の違約金を支払う義務を負い、同義務と当社の当該ア

フィリエイターに対する報 酬の支払義務とを相殺するものとします。 
4)　当社は、本サービスの運営上、問題があると思われるアフィリエイト行為に対して、証

拠を提出するよう求める権利を有するものとします。上記証拠提出を求められたアフィリエ

イターは、速やかに当社に対して証拠を提出するものとします。また、本サービスを運営す



 

るシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限

り、原則としてアフィリエイターに対して開示しません。 
5) アフィリエイターは、当社が運営するウェブサイトにおいて、本条内において明文化さ

れていない留意事項等がある場合、それに従うものとします。 
 
 
 
 
 
第9条 検索連動型広告の利用について 
 
アフィリエイターは、本サービス内において、広告主より禁止されている場合を除き、検索

連動型広告を用 いることができるものとします。検索連動型広告を用いる際には、各サイ

トの利用規約を遵守し、自己の責 任において適切に運用を行うものとします。アフィリエ

イターの検索連動型広告の利用に対し、当社は一切 の責任を負わないものとします。 
 
 
 
第10条 アフィリエイト報酬の決定 
 
本サービスで得られるアフィリエイト報酬額は、広告主から予め提示された金額または報酬

率をもとに算出されるものとします。なお、アフィリエイト報酬率は、広告主が当社の承諾

を得た上で変更することができるものとします。 
 
 
 
第11条 アフィリエイト報酬のキャンセル 
 
本サービスで定めるアフィリエイト報酬は、以下の各事由が発生した場合、アフィリエイ

ターの当該報酬を受 取る権利は消失するものとします。 
 
1) コンバージョンの発生時から７日以内に購入者による決済が行われないとき。 
2) 注文後30日以内に、「30日間あんしん保証」に基づいて返金が行われているとき。 
3) 同一内容の注文が複数発生しているとき。 
4) アフィリエイター本人の購入によりコンバージョンが発生しているとき。 
5) 以下のページにて掲載されているアフィリエイト対象商品以外の注文、アフィリエイト

対象外と指定されたキャンペーン、有料保証のみの注文によってコンバージョンが発生して

いるとき。 
http://www.internal.co.jp/affiliate/about/mindedge/mind_reward 

 
6) 利用規約や法令に違反する手段により報酬が発生しているとき。 
 
 
 
第12条 アフィリエイト報酬の支払い 

http://www.internal.co.jp/affiliate/about/mindedge/mind_reward
http://www.internal.co.jp/affiliate/about/mindedge/mind_reward


 

 
1) 当社は、本条の各項に基づきアフィリエイト報酬を支払います。 
2) アフィリエイト報酬の確定は、購入者の決済方法によって、以下のとおりとします。 

a)　注文日から３０日経過後にかかる判断をするものとし ます。 
b)　当社は上記aに定める通りに報酬の確定の判断を行うよう努めますが、それぞれ

の注文によって、判断が延期されることがあります。アフィリエイターはこのこと

を了承するものと します。報酬確定までの期間は、注文キャンセル等、状況により

変動するため、売上が確定していない状態とします。 
3)　当社は、アフィリエイト報酬を本条第2項に基づきアフィリエイターの登録した指定口

座に振り込むものとします。ただし、振込事務手数料400円＋税は、 アフィリエイターの負 
担とし、当社はアフィリエイト報酬から振込事務手数料を控除した金額を振り込むものとし

ます。また、当社が指定口座に振込むことで支払は完了したものとみなされます。 
4)　アフィリエイト報酬の支払時期は売上発生月の翌々月15日とします。但し、当日が弊社

休業日の場合は翌営業日に、前日が弊社休業日の場合は翌々営業日に支払うものとします。 
5)　アフィリエイト報酬の支払日が金融機関の休日である場合には、翌営業日をアフィリエ

イト報酬の支 払日とします。 
6)　複数回払いの債権者は広告主となり、当社には当該債権を回収する権利および義務は存

在しな いものとし、月額課金サービスおよび複数回払い注文のアフィリエイト報酬は、購

入者の支払いが 完了したもののみ確定します。 
7)　原則として、アフィリエイター名と指定口座名義は、同一名義とします。アフィリエイ

ター名と口座名 義が異なる場合、第17条１項の届け出をすることとします。その場合、当

社による変更処理が終了 した時点で、当該口座は、有効な指定口座となるものとします。

ただし、アフィリエイター報酬支払 予定日の10日前（支払い予定日の属する月の前月25
日）以降の変更については、報酬の支払が 延期される場合があります。 
8)　アフィリエイターの指定口座情報が未指定、空白、不備、名義の不一致、または承諾不

可の海外 口座であり（以下「口座不備」という）、報酬振込が出来ない場合、報酬振込エ

ラーとして、当社より 登録電子メールアドレス宛に登録情報修正依頼の電子メールを送信

します。報酬振込エラーが発 生した旨の通知を発信した日から、6ヵ月が経過するまでに修

正報告がない場合は、報酬を受け取 る権利が消滅します。 例：2014年1月5日に報酬振込エ

ラーが発生した旨の通知を発信→2014年7月5日経過時までに修 正報告がなかった場合、7月
6日以降、報酬を受け取る権利は消滅します。 この場合、当社からア フィリエイター登録

電子メールアドレス宛に登録情報修正依頼の電子メールを発信した時点で、ア フィリエイ

ターに当該電子メールが到達したものとみなし、アフィリエイターが当社からの電子メール 
が確認できていない等の理由で状況が覆ることはありません。 
9)　アフィリエイターが指定できる登録口座は、銀行、信用金庫のいずれかの原則として日

本国内の口 座とします。海外口座へ送金を希望する場合は、当社問合せフォームからその

旨を連絡するものと し、当社が承諾した場合に限り、有効な指定口座となるものとしま

す。 
10)　売上発生月のアフィリエイト報酬額が5,001円未満の場合は、未払のアフィリエイト報

酬の累計額が5,001円以上となる月の翌月末まで順次繰り越されるものとします。ただし、

報酬振込エラーによる 組戻し処理の場合は除くものとします。 
11)　海外口座を指定口座として登録している場合は、報酬支払ごとに海外送金事務手数料

9,524円+ 税がアフィリエイターに課されます。 海外送金事務手数料は、当社が送金すべき

各月のアフィリエ イター報酬から差引くため、アフィリエイター報酬が15,000円に満たな

い場合は、未払報酬の累計 額が15,000円以上となる月の翌月末まで順次繰り越されるもの

とします。海外送金事務手数料に は消費税など日本国の定める税金が加算されます。 



 

12)　報酬支払予定日の10日前（支払い予定日の属する月の前月25日）の時点で、口座不備

により振り 込みできない場合、支払いは延期され、指定口座登録の修正がなされた日以

降、 最初に到来す る各月第2木曜日または第4木曜日において振り込み処理をするものとし

ます。なお、この際、管理 画面上では繰越処理をせず、また、組み戻しにかかる金融機関

所定の手数料はアフィリエイター が負担するものとします。当社は、アフィリエイターに

対し、アフィリエイト報酬の支払い遅滞または 不履行に対して、その一切の責任を負わな

いものとします。 
13)　最後に報酬が発生した日より5年間、未払のアフィリエイト報酬の累計額が5,001円
（海外口座へ送 金を希望する場合は15,000円）に満たなかった場合は、報酬を受け取る権

利が消滅します。 
14)　アフィリエイターは、自身の確定報酬が一定額に達した時点で振込を依頼することが

でき、一定額（以下「振込実施額」という）を6,000円以上の範囲で指定することが出来ま

す。ただし、振込実施額 に指定できるのは千円単位とします。振込実施額を指定した場

合、未払いの確定報酬の累計がこ れに達しない場合は振込は行われず、確定報酬を翌月に

繰り越すものとします。アフィリエイター は振込実施額に達していない場合でも、確定報

酬が5,001円以上であれば当社に連絡することで 振込を依頼することができるものとしま

す。ただし、この場合は振込依頼を当社が受理した月、もしく は受理した月の翌月の当社

指定振込日に振り込むものとします。振込実施額を指定した場合、確 定報酬を保留してお

ける期間は最後に報酬が発生した日から2年間とし、アフィリエイターは、その 有効期限内

に、電子メールにより当社に振込依頼を行うものとします。振込依頼の連絡が無く、有 効
期限を超過した報酬については、アフィリエイターのそれを受け取る権利が消滅することが

あり、 アフィリエイターはこれを了承するものとします。 
15)　苦情が複数発生したアフィリエイターの報酬は当社の判断で凍結する場合がありま

す。アフィリエイ ターは、その際の支払い手続きについて、当社の指示に従うものとし、

苦情対応に掛かる費用は、 アフィリエイト報酬から控除するものとします。この場合、当

社は、アフィリエイターに対し、アフィリエ イト報酬の支払い遅滞または不履行に対し

て、その一切の責任を負わないものとします。 
16)　当社は、アフィリエイターが不正に報酬を取得した場合、または第8条に定める禁止行

為に及んだ場合、その他本規約に違反した場合には、その時点をもってアフィリエイター会

員番号を停止するものとします。その場合、当該アフィリエイターは当社に対し、上記違反

等が判明した時点で存するアフィリエイター報酬額と同額の違約金を支払う義務を負い、同

義務と当社の当該アフィリエイタ に対する報酬の支払義務とを相殺するものとします。 
17)　アフィリエイターから当社に対し、登録解除がなされた場合、登録解除承認時点での

アフィリエイト報酬額が400円＋税未満である場合、振込事務手数料を超える返還金がない

ため、当社の当該アフィリエイターに対する報酬支払義務は消滅します。 
18)　本サービスにおいて購入者から当社に対して現実に支払がなされない場合には、ア

フィリエイターに対する当社の報酬支払義務は発生せず、この場合、当社は、アフィリエイ

ターに対し、報酬の支 払い遅滞または不履行に対して、その一切の責任を負わないものと

します。 
19)　当社が本条各項に基づき留保したアフィリエイト報酬に関しては、利息又は遅延損害

金は生じないものとします。 
20)　本条に基づくアフィリエイト報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従

うものとし、ア フィリエイターは、自己の責任において適正な税務処理を行うものとしま

す。 
 
 



 

 
第13条 届出情報の変更 
 
1)　アフィリエイターは、会社名、氏名、電子メールアドレス、口座情報、その他社に届け

ている情報に 変更が生じた場合には、当社が別途定める方法により、当社に遅滞なく届け

出るものとします。 
2)　当社は、アフィリエイターが本条第１項に定める変更通知を行わない、または、当社に

届け出た内 容に不備もしくは虚偽があった等の理由により生じたアフィリエイト報酬の支

払い遅延、利用者から の苦情、その他の不利益に対して、その一切の責任を負わないもの

とします。 
 
 
第14条 アフィリエイターによる退会 
 
アフィリエイターは、退会希望の旨を当社にメールで申請することにより、いつでも当プロ

グラムから退会することができます。また、アフィリエイターが当社からの通知等の配信停

止を依頼した場合は、当該アフィリ エイターは当プログラムから退会することとみなされ

ます。 
 
 
第15条 当社によるアフィリエイター登録の抹消・退会 
 
当社は、下記の事由が発生した場合、当該アフィリエイターの会員登録を抹消し、何ら通

知、承諾なくして 当該アフィリエイターを退会させることができるものとします。 
 
 
1)　アフィリエイター宛のメールが3回以上届かない等の理由により、メールによる連絡が

不能と判断されたとき。 
2)　アフィリエイターが、2年間成果報酬を獲得しなかったとき又はアフィリエイターが2年
間継続してアフィリエイターとしての活動を実質的に停止していると当社が判断する場合。 
3)　当社がアフィリエイターの死亡の事実を知ったとき。 
4)　当社が、アフィリエイターにおいて、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処

分、破産、民 事再生、会社更生、任意整理、清算手続、手形の不渡り等の手続きが開始さ

れた事実を知ったとき。 
5) 　アフィリエイターが、本規約に違反したとき。 
6)　アフィリエイターが、報酬等の定期連絡や広告・宣伝メールの配信停止を希望する等、

当社からの通知等を拒否する旨を当社に通知し、当社がその事実を知ったとき。 
 
 
 
第16条 清算義務 
 
1)　第8条3項及び第19条の場合を除いて、アフィリエイターが退会したときは、当社はア

フィリエイター に対し、未払いの成果報酬から金融機関所定の振込手数料及び当社の事務



 

手数料（１,000円）を 控除した額を支払います。但し、振込手数料及び当社の事務手数料

控除後に成果報酬の残額が マイナスとなる場合には、その不足分に関する手数料の徴収は

行わないものとします。 
2)　前項の支払いは、退会の日が属する月の翌々月末日に行うものとします。当該日が金融

機関の休 日にあたる場合は翌営業日とします。 
3)　前項の支払いにおいて、当社がアフィリエイター指定口座への振込手続きを行ったにも

かかわらず、口座情報の不備、あるいは住所不明、当社からのメールが送達されない等によ

り振込ができなかった場合、当社は当該成果報酬の残額の支払い義務を免責されるものとし

ます。 
4)　前各号をもって当社からアフィリエイターへの支払は終了するものとします。 
 
 
 
第17条 秘密保持並びに個人情報の取り扱い 
 
1)　アフィリエイターは、当社がこの規約を通じて知り得る、アフィリエイターの登録情報

やプログラムを通じて得られるトランザクションデータに関して、以下の場合に外部に公表

することがあることに同 意するものとします。 
a)　公知となっている情報の場合 
b)　裁判所若しくは警察その他行政機関の命令・捜査等があった場合又は裁判所・

警察そ　　の他行政機関に対し、訴訟その他の手続上、提出するべきと当社が判断

した場合 
c)　当社が、アフィリエイターが不正又は不正したと疑われる事情があった場合にそ

れに関する調査が必要であると判断した場合 
2)　アフィリエイターに関する統計情報は、アフィリエイターが特定できない範囲において

利用・公表で きるものとします。 
3)　アフィリエイターは、インターナルアフィリエイトを利用して知り得た当社の技術上、

営業上、業務上 等の情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。また、他の会員

の個人情報については個 人情報保護法に関する法令等を遵守し、インターナルアフィリエ

イトを利用する目的以外に使用し てはならないものとします。但し、公知となっている情

報は除くものとします。 
4)　当社は、アフィリエイターの個人情報を本規約に特に定めのある場合を除き、「プライ

バシーポリ シー」に基づき適正に取り扱います。当社が管理するアフィリエイターの個人

情報は、当社が別途 規定する「プライバシーポリシー」に従って利用する。アフィリエイ

ターが本規約に同意した場合、同 時に「プライバシーポリシー」に同意したものとみなし

ます。 
 
 
 
第18条 アフィリエイター会員番号とパスワードの管理 
 
アフィリエイターは、当社が付与したアフィリエイター会員番号及びパスワードを、自己の

責任のもとに厳重 に管理するものとします。また、会員番号及びパスワードを他者に利用

された場合又はその管理を怠った ために損害が発生した場合の責任は全てアフィリエイ

ターが負うものとします。理由の如何に関わらず、第三者がアフィリエイターのパスワード



 

を用いて本サービスを利用した場合には、当社は、これをアフィリエイター本人の利用とみ

なし、これによって、アフィリエイターが損害を被ったとしても、その一切の賠償責任を負

わないものとします。 
 
 
 
 
 
第19条 知的財産権 
 
 
アフィリエイターは、本サービスにおいて利用できるアフィリエイターのコンテンツは、す

べて当社及び第三 者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害していないものであることを

保証します。アフィリエイターと第三者との間に知的財産権の問題が生じた場合は、当社は

一切責任を負わないものとします。 
 
 
 
第20条 保証の制限 
 
当社は、何人に対しても以下の保証をするものではありません。 
1)　サービスが停止することなく、問題なく運営されること。 
2)　サービス上の欠陥が常に修復されること。 
3)　サービス内にコンピュータウイルス等の破壊的構成物を存在させないこと。 
4)　3)のためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。 
5)　本サービスの利用後、オペレーションシステム提供者が管理・運営する配信サービスに

おいて、ソフトウェアの販売・提供に問題が発生しないこと。 
 
 
 
第21条 権利の非許諾 
 
当社は、本規約で明文をもって許諾された以外の権利をアフィリエイターに対し付与するも

のではありませ ん。アフィリエイターは、当社の商号、商標、標章等の利用を許諾された

等、本規約の明文で許諾された以外の権利を付与されたものと、本契約を解釈してはなりま

せん。 
 
 
 
第22条 責任の限定 
 
本規約に基づく契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何に関わらず、当社

は、アフィリエイターに対して損害賠償責任を負わないものとします。アフィリエイターが

かかる損失、損害の可能性に関 して予め警告していた場合であっても同様とします。この



 

損害については、直接的損害および通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の逸失、デー

タの喪失、事業の中断、その他の間接的、特別的、派生的 または付随的損害の全てを含み

ます。 
 
第23条　損害賠償 
 
アフィリエイターの禁止行為、その他の本規約に違反する行為、またはその他の事実上およ

び法律上の行為（当社サーバに負荷をかける等、本サービスの運営に支障をきたす行為、ま

たその行為に起因し発生し た損失、損害が原因でサービスが中断した場合等）によって当

社が損害を被った場合には、当社は、アフィリエイターに対し、損害賠償請求を行う権利を

有するものとします。 
 
 
 
 
第24条　知的財産権の帰属およびライセンス 
 
当社や各広告主がアフィリエイターに提供するコンテンツ、技術、すべてのイメージ（バ

ナーや標章なども 含みます。）に関する著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権は、

すべて提供する側にその所有権 が帰属するものとし、アフィリエイターは本サービスの限

定された範囲内でのみその利用を許諾されているものとします。また、アフィリエイター

は、当該知的財産権の再利用を第三者に許諾することはできず、ま た、事前の許可なくし

て、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとします。 
 
 
 
 
第25条　通知等 
 
1) 当社は、本サービスに関する連絡、広告・宣伝、その他の通知を、原則として、アフィ

リエイターが 登録した電子メールアドレス（以下「登録アドレス」といいます。）宛に電

子メールを送信する方法または当社が指定するウェブサイト（以下「通知用サイト」といい

ます。）に掲示する方法で行うものとします。 
2) アフィリエイターは、定期的に登録アドレス宛の電子メールおよび通知用サイトを確認

し、その内容 を閲読するものとし、対応が必要とされる場合には直ちに当社の指示に従い

適切な措置（当社への返信が求められている場合には、直ちに返信を行うことを含みま

す。）を講じるものとします。なお、当社からアフィリエイターに対して返信を行うことを

求めたにもかかわらず、当社が指定する期間内にアフィリエイターから返信がない場合、当

社は本規約に定める措置を講じることができるものとします。 
 
 
 
第26条 本規約等の違反 
 



 

1) 当社がアフィリエイターが本規約等に違反していると認めた場合は、当社は事前の通

知・催告を行うことなく、次の各号の措置をとることができ、アフィリエイターはこれにつ

いて異議を述べることはできません。 
a)　アフィリエイターの設置したリンク等からのリンクの拒否 
b)　アフィリエイターの資格喪失または停止 
c)　成果報酬の支払停止 
d)　前号の他、アフィリエイターの保有する諸権利（本サービスにより付与された

ものを指すが、これに限られない。）の全部または一部の利用停止または失効 
e)　その他本サービスの全部または一部の提供の中止 

2) 当社は、本規約等に違反していると当社が認めるアフィリエイターに対して、前項各号

の措置とあわせて、過去に取得した分を含め成果報酬の返金をもとめることができ、この場

合アフィリエイターは、その全額について直ちに当社が指示する方法で支払うものとしま

す。 
3) 前２項の措置を講じたことにより、アフィリエイターに損害または不利益が生じたとし

ても、当社は一切責任を負わないものとします。 
 
 
 
第27条 税金及び費用 
 
アフィリエイトメディアならびにリンク等の設置、運営および管理、あるいは成果報酬の支

払にともない税金 や付帯費用が発生する場合には、アフィリエイターがこれらを負担する

ものとします。 
 
 
第28条 不可抗力 
 
当事者の合理的な管理を超える事由（天災、当局の不作為、火災、ストライキ、洪水、疫

病、暴動または戦 争行為等を含みますがこれらに限定されません。）による不履行の場

合、いずれの当事者も、本規約に基 づく契約義務の履行遅滞および履行不能について責任

を負わないものとします。 
 
 
第29条 免責 
 
当社は、以下の各号を保証するものではなく、各号が実現されない場合にアフィリエイター

に生じる損害に ついては、当社は責任を負わないものとします。 
1) システムの中断、遅延、中止、データの消失、その他サービスが停止しないこと。 
2) 欠陥が常に修復されること。 
3) アフィリエイトサイト訪問者のcookie情報が常に正常に反映され、アフィリエイト報酬に

結びつくこと。 
4) 当社のウェブサイト、サーバ、ドメインなどから送られる電子メール、コンテンツにコ

ンピューターウイルス等の有害なものが含まれていないこと。これらのためのセキュリティ

対策方法が充分に提供されていること。 
5) 本サービスにおける公開情報等が、完全性、正確性、有用性を有すること。 



 

6) 複数回払い注文において、全設定回数分のアフィリエイト報酬が確定すること。 
7) 当社がアフィリエイターに対して提供するアフィリエイト関連情報やアドバイス等がア

フィリエイト報酬に結びつくこと。 
当社は、本条に定める事由その他、本サービスの利用または利用不能からアフィリエイター

に生じる損害に ついて、その原因にかかわらず一切の責任を負わないものとします。ネッ

トワークのメンテナンスは、定期・ 不定期を問わず実施されるものとします。その間の

サービス停止に対し、アフィリエイターは異議を述べるこ とはできず、当該メンテナンス

により被った損害について、アフィリエイターは当社その他第三者に対して、一切その賠償

を請求できません。当社のアフィリエイター登録承認以降において、アフィリエイターの虚

偽 の申告や行為などにより生ずる損害については、アフィリエイターがその全責任を負う

ものとします。当社は、会員が本規約に違反したことによって生じた損害について一切の責

任を負わないものとします。購入者、アフィリエイターにおける取引において紛争が生じた

場合には、当事者間で解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。 
 
 
 
第30条 承諾 
 
当社は、国税局、その他地方税事務所、各自治体、または裁判所より差押命令があった場合

は、命令に従い、対応します。また、警察その他行政機関より照会が入った場合は、本人へ

の確認は行わず、行政の指示に従い、情報開示をすることにアフィリエイターは承諾するこ

ととします。 
 
 
第31条 本規約の効力 
 
1) 本規約は、アフィリエイターが本サービスの会員登録をした時点からアフィリエイター

の登録解除時点まで当社およびアフィリエイターを拘束します。 
2) 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は

執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と

判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 
 
 
第32条 裁判管轄 
 
1) 本規約および本規約に基づく契約の準拠法は、日本法に基づき解釈されるものとしま

す。 
2) アフィリエイターは、当社とアフィリエイターとの間で紛争が生じた場合には、訴額に

応じ、横浜簡易裁判所又は横浜地方裁判所を第1審の専属的管轄を有する裁判所とすること

に合意します。 
 
 
 
 

以上 



 

 
 
 

2014年５月16日制定 
2014年５月26日一部改定 
2014年６月２日一部改定 
2014年６月10日一部改定 
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2014年７月17日一部改定 
2014年７月23日一部改定 
2014年10月14日一部改定 
2014年10月29日一部改定 
2014年11月5日一部改定 

2014年12月18日一部改定 
2015年4月1日一部改定 

2016年1月12日一部改定 
2016年6月13日一部改定 
2016年7月28日一部改定 

2016年10月18日一部改定 
 


