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2014 年 6 月 22 日 

第第第第 1111 章章章章    総則総則総則総則    

第第第第 1111 条条条条    

オフィス エムビーエム（以下「当方」（第 2 条 1）といいます）は、運営するサイトにおける広告掲載契約に

おいて、当方と直接契約を行い掲載する広告全てに、この契約条項を適用するものとします。当方に送

付された広告は、当方においてネット公開を行った時点で開始とします。 

当方運営サイトへの広告掲載契約においては、本条項に同意したものとし、広告主側において定められ

る取引条項そのほか規定に優先して、本条項が適用されるものとします。広告主が、実際の広告主体で

ある第三者の代理人またはバイヤーである場合も同様とします。また、当方運営サイトへの広告掲載を

申し込む場合は、本条項に同意したとみなします。 

第第第第 2222 条条条条    

この条項においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

1. 当方当方当方当方：オフィス エムビーエム（OfficeMBM）を指します。広告主様に送付される誓約書により運営

サイトを特定する場合もあります。 

2. 運営サイト：運営サイト：運営サイト：運営サイト：インターネット通信を用いたデジタル媒体に当方（第 2 条 1）が一般公開するホームペ

ージ並びにブログ、ソーシャルネットワーク等を指します。 

3. 広告広告広告広告：運営サイト（第 2 条 2）にデジタルフォーマットで掲載される広告全般を指します。 

4. 推奨広告：推奨広告：推奨広告：推奨広告：当方が実際の製品・サービスに対しての主観・客観的感想に関わらず、使用感やメリッ

ト・デメリットなどを掲載し、運営サイト（第 2 条 2）利用者（第 2 条 9）に推奨又は推薦をする広告を

指します。 

5. クリック型広告：クリック型広告：クリック型広告：クリック型広告：クリックすることにより取り決められた広告収入となる広告を指します。 

6. 広告枠：広告枠：広告枠：広告枠：運営サイト（第 2 条 2）における、双方合意で作成される広告掲載のページ、スペース、並

びに掲載位置を指します。 

7. 広告依頼広告依頼広告依頼広告依頼：当方（第 2 条 1）が一般公開するホームページ並びにブログ、ソーシャルネットワーク等

への、広告主様からの掲載依頼を指します。 

8. 広告主広告主広告主広告主：製品・サービスの提供者、その広告代理人、メディアバイヤー、雇用者を代行するリクル

ーターなど、その立場にかかわりなく、広告依頼を行うすべての個人または法人 

9. 利用者：利用者：利用者：利用者：運営サイト（第 2 条 2）を一般的ブラウザを用いて閲覧する者を指します。 

10. 素材素材素材素材：広告依頼に関連して広告主から提供された（提供される）、広告素材、文章、図柄、写真、ま

たはそれらを含むデータ全般。または当方（第 2 条 1）が用意する、広告素材、文章、図柄、写真、

またはそれらを含むデータ全般についても指す場合があり、その際はどちらのものであるか明示

します。 

11. 条項条項条項条項：当文書に定める諸条件。 



第第第第 2222 章章章章    広告掲載広告掲載広告掲載広告掲載    

第第第第 3333 条条条条    

当方は、広告依頼に対する（掲載日・広告の掲載そのものを含め）承認、もしくは（当方より広告主に対し

て別途通知される追加条件適用を前提とした）承認の確約の有無にかかわらず、いつでも、当方に送付

されたあらゆる素材・広告依頼・広告に対し、運営サイトへの掲載を却下、拒否、削除、延期、中止、また

はその全部もしくは一部に変更を要請することができるものとします。 

第第第第 4444 条条条条    

広告主は、運営サイトにおいて広告を掲載するための、全世界的に有効・取消不可・ロイヤリティ無料の

ライセンスを当社に付与するものとします。 

第第第第 5555 条条条条    

広告主は、その時点において最新の当方が要求する技術基準に沿ったデジタルフォーマットの広告の送

付を行うものとします。なお、技術基準は、広告主様との協議により決定されることもあり、ケースバイケ

ースでの対応を否定するものではありません。 

第第第第 6666 条条条条    

当方は、下記のいかなる場合においても、その責を負いません。 

1. 広告掲載における誤り・不備 

2. 原稿・電子ファイル・データ・図版など素材の損害・損失 

3. 利用者側デバイスの相違において発生しうる掲載位置の変化、並びに収縮・変色 

第第第第 7777 条条条条    

広告主は、当方から提出される掲載広告サンプルに対しての確認を行う義務と承認する責を負います。

当方は、広告主様の承認を得た広告におけるいかなる誤りに対しても一切の責任を負わないものとしま

す。 

第第第第 8888 条条条条    

広告の種類は広告枠買い上げ、もしくはクリック型広告、もしくはその両方のシステムをもつ広告のみを

掲載可能とし、掲載料金は双方合意の上で契約するものとします。ただし、広告枠買い上げは最低 3 か

月の契約期間とします。 

 

 



第第第第 3333 章章章章    保証保証保証保証    

第第第第 9999 条条条条    

広告主は、契約者本人として、当方に対し以下の条項を保証・表明するものとします。 

1. 当方と契約条項を内容とする広告掲載契約を締結する正当な能力・権限を有すること 

2. 当方との広告掲載契約を締結後は本契約条項が優先されること 

3. 本条項に違反した際の違約金・賠償金の支払いを保証すること 

4. 掲載依頼する広告に含まれる内容すべてが正確・合法・正当・誠実・真実であること 

5. 掲載依頼する広告が、中傷的・侮辱的などの誤解を招くものではないこと 

6. 掲載依頼する広告が、アダルト・わいせつの内容を含まないこと 

7. 掲載依頼する広告が、犯罪や不貞行為の誘因・増長となる内容を含まないこと 

8. 掲載依頼する広告が、詐欺もしくは詐欺と誤解されるものではないこと 

9. 掲載依頼する広告が、第三者の知的所有権（プライバシー・機密事項に関する権限全般を含み、

それに限定されない）、その他のいかなる権限も侵害するものではないこと。また、第三者の正当

な利益に対する不当な偏見を暗示・明示するものではないこと 

10. 掲載依頼する広告が、あらゆる関係法律・法令・規制・行動規範・一般モラルに準拠していること 

11. 素材もしくは広告が、いかなるコンピューター・コンピューターシステム・ネットワーク・デジタルフォ

ーマットに対してもトラブルの原因となるものではなく、ウィルスや悪質なコードを有さないこと 

12. 素材もしくは広告が常識的データ転送容量を超えて、サーバーに負荷を与えるようなものではな

いこと 

13. 素材の使用可否については当方の判断にゆだねるものとし、変更や修正に対しては 2 営業日以

内に対応すること 

14. 告知された期限を厳守し、すべての必要素材もしくは広告を期日までに提出すること。広告主が

素材提出の期限を徒過したときは、広告依頼・本条項に記載 された当方義務の不履行を引き起

こす場合があり、その不履行が及ぼすいかなる影響についても、当社は責を負うものではないこと

を了承・同意すること 

15. 広告に（もしくはその一部に）、当方の事前了承なく、当該広告が対象とするユーザーのオンライン

行動の追跡・分析が可能となるような、cookies取得・Webビーコや floodlight タグ埋込などの追跡

コードまたはプログラムを含めないこと 

16. 第 4 条に記載の、素材の使用・表示・再現・掲載・出版を当社に許可するにあたって必要な権限・

ライセンス・認証権（規制当局の承認や素材内において言及・引用されている個人または団体か

らの認証を含む）をすべて有すること 

第第第第 10101010 条条条条    

当方は、本条項に定められた義務を遂行するにあたり求められる注意と技術を用いることを、広告主に

保証し、推奨広告においては随時、変更・修正の依頼を受け付けるものとします。また、提供された情報・

素材に対しては、当方が責任をもって保管、破棄、変換を行うことし、第三者への全部または一部の提供

や改変・修正による再利用を行わないことを保証します。 

 



第第第第 11111111 条条条条    

第 10 条の規定に制限されることなく、広告主は、当方が以下の事項についてなんら表明・保証するもの

ではないこと、また広告主に対し何らその責を負わないことを同意・了承するものとします。 

1. 広告を目にする人間の居住国・法域を限定した広告掲載 

2. 特定の日に達成される正確な PV 数 

3. 広告の再現品質（色、画質、フレームビットなど） 

4. 厳密なレイアウトおよびフォーマットとデバイスごとの掲載位置 

5. 広告掲載によって表示される広告の利用者による取得、並びにその利用 

第第第第 12121212 条条条条    

広告主が、第 9 条 4 から 12 の保証を違反した際は、当方の判断により即時掲載中止を行えるものとしま

す。それにより生じた広告主のすべての損失について、当方は保証しないこととします。 

第第第第 4444 章章章章    損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償    

第第第第 13131313 条条条条    

当方は契約中の広告主に対し、（過失を含む）不法行為、または、間接損、派生的損害、特別損害、いか

なる素材の損失、利益の損失、ビジネスの損失、契約の損失、受注の損失、収益の損失、信頼の損失、

データの損失、または予測された利益に対する損失（逸失利益）における責任 を負うものではありませ

ん。 

第第第第 14141414 条条条条    

当方は契約サーバーや通信会社等の第三者が提供しているシステムの障害等による広告掲載が行わ

れない状況に対して、責任を負うものではありません。 

第第第第 15151515 条条条条    

広告主は、以下の事項に起因・関連して当方が被った・支払った、すべての損失、負債、代償、申し立て、

損害、要求、経費、弁護士費用・そのほかの報酬を含むすべての費用について、要請に応じて全面的に

補償し、また当方の代表、代理人、従業員が一切その責を負うことがないことに同意するものとします。 

1. 広告主による本条項違反全般 

2. 第三者の知的所有権に対する、現実的・潜在的侵害全般 

第第第第 16161616 条条条条    

広告主は、第 9 条 6 から 11 の保証に違反した際は違約金の支払いに同意するものとします。 

 



第第第第 17171717 条条条条    

第 16 条における違約金は広告開始日の 0：00 から発見当日 23：59 までのサイト PV 数×0.8円（消費税

はかかりません）となります。PV 数は当方が利用しているアナライザーの数値を用いるものとします。 

第第第第 18181818 条条条条    

広告主は、第 9 条 5 から 11 が原因による他広告主様からの広告掲載契約の打ち切りとなった場合に

は、賠償金の支払いに同意するものとします。 

第第第第 19191919 条条条条    

第 18 条における賠償金は、違反発見日から過去 365 日当該サイト PV 数×0.5円（消費税込）となりま

す。PV 数は当方が利用しているアナライザーの数値を用いるものとします。 

第第第第 20202020 条条条条    

第 19 条の賠償金は、違約金に追加して支払うことに同意するものとします。 

第第第第 5555 章章章章    支払い支払い支払い支払い    

第第第第 20202020 条条条条    

広告主が当方に支払う広告掲載料金は、広告主が定め契約するものとします。クリック型広告について

は、支払い発生の根拠となる当方運営サイトからの遷移データを第三者機関から取得したデータの提出

により証明してください。また、当方で第三者機関より取得した遷移データと±3%以上の相違がある場合

の証明責任は広告主にあるものとします。 

第第第第 21212121 条条条条    

広告主が当方に支払う広告掲載料金は、現金、現金振り込み、現金書留、郵便為替のいずれかで支払

われるものとします。 

第第第第 22222222 条条条条    

違約金・賠償金については 30 日以内に支払われるものとします。 

第第第第 6666 章章章章    解約解約解約解約    

第第第第 23232323 条条条条    

広告主は、期間を定めて広告枠買い上げ契約をしている場合、契約期間の基本料金をすべて支払うこと

により理由を問わず広告掲載契約を解約し、広告の撤廃を請求できるものとします。 



第第第第 24242424 条条条条    

広告主は、クリック型広告を掲載契約している場合、理由を問わず 1 か月単位で契約を解約できるものと

し、広告の撤廃を請求できるものとします。 

第第第第 25252525 条条条条    

以下の場合、当方は、広告主に通告したうえで、当方が有しうるいかなる権利・救済処置を喪失すること

なく、当方と広告主との間に締結した契約を直ちに解約することができます。 

1. 当社に対する支払が期日までに行われない場合 

2. クリック型広告で、広告掲載ページでの CTRが 0.25%に満たない期間が 20 日続いた場合 

3. 広告主が本条項に対し重大な違反（第 9 条 4 から 12 の保証）を行った場合 

4. 広告主が本条項に対し繰り返し違反を行い、その行動から、本条項を施行する意図・能力がない

と受け取ることが合理的かつ正当であると思われると当方が判断した場合 

5. 広告主が、以下の状況、またはこれらに類似する状況に陥った場合  

1. 強制的・自発的の如何を問わず、（支払能力が見込まれる合併、または再建以外の理由

において）清算に入った場合 

2. 債務超過となった場合 

3. 業務停止をした場合、およびその恐れがある場合 

4. 債権者との間で協定または任意整理の合意が成立した場合 

5. 管財命令対象となった場合 

6. 期限内に負債を支払うことができない場合 

7. 資産のすべてもしくは一部の所有権が抵当権者に渡った場合、および受託人または管財

人が選任された場合 

8. その他前記各号に類似する事由が管轄法の下で生じた場合 

第第第第 7777 章章章章    雑則雑則雑則雑則    

第第第第 26262626 条条条条    

広告主の支払義務に関する規定を除き、当方・広告主いずれの当事者も、不可抗力により発生した条項

の不履行については、相手方に対して責を負わないものとします。 

第第第第 27272727 条条条条    

本条項の履行に必要な契約書等の受け渡しは直接受け渡し、もしくは郵便にて送付されるものとします。 

第第第第 28282828 条条条条    

本条項に記載のいずれかの規定が、その全文もしくは一部において、なんらかの理由により無効または

法的強制力がないと判断された場合、当該規定以外の規定については完全に有効であるとし、その正当

性と強制力になんら影響を及ぼさないものとします。 



第第第第 29292929 条条条条    

広告主による本条項不履行に対して当方が権利放棄を行った場合、当該不履行の条項に関するものの

み免除するものとし、その他の条項違反、以後発覚した同一の条項違反を含めて免除するものではあり

ません。 

第第第第 30303030 条条条条    

いかなる第三者も、当方に対して本条項を強制する権限を有しません。 

第第第第 31313131 条条条条    

本条項は、両当事者間におけるすべての事前了解、誓約、保証内容に優先し、本件に関する両当事者

間の完全なる合意を構成するものとします。 

第第第第 32323232 条条条条    

日本国内企業の広告主、並びに代理店等との契約に関して紛争、論争又は意見の相違が生じたときは、

札幌地方裁判所を第１審の専属管轄裁判所とします。ただし、登記が日本国外企業の広告主、並びに代

理店等との契約に関して紛争、論争又は意見の相違が生じたときは、一般社団法人日本商事仲裁協会

の商事仲裁規則に従って、札幌市において仲裁により最終的に解決されるものとします。 


