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この FXアフィリエイトプログラム アフィリス パートナー利用規約(以下｢本規約｣といいま

す。)は、CCFX LIMITED（シーシーエフエックスリミテッド）（以下「当社」といいます。）

が提供するアフィリエイトプログラム（以下「本プログラム」といいます。）を第２条に定義され

る「アフィリエイトパートナー」が利用する際にアフィリエイトパートナーと当社との間に適用

されるものとします。  

 

第１章 総則 

第 1条（規則の順守） 

すべてのアフィリエイトパートナーは、本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、

規則、ガイドラインおよびそれに準ずるものを順守するものとします。 

  

第２条 （用語の定義） 

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されます。 

1. ｢アフィリエイトプログラム｣とは、「成果報酬型インターネット広告」とも呼ばれ、当

社の定める電子的メディアの運営者が、自身の電子的メディアに広告主である企

業の広告を掲載して、その成果に応じて広告収入を得るシステムをいいます。  

2. ｢本プログラム」とは、当社が提供するアフィリエイトプログラムで、ＥＣサイトの広

告がウェブメディアに掲載され、その広告効果に基づいてＥＣサイト運営者がアフ

ィリエイトパートナーに報酬を支払う仕組みを提供するプログラムをいいます。  

3. ｢ＥＣサイト運営者」とは、「広告主」とも呼ばれ、インターネット上で自己の商品や

サービスを宣伝、販売、会員登録、カタログ請求の受付けなどの電子商取引を行

っている運営者で、本プログラムを利用し広告を出稿する運営者のことをいいま

す。  

4. ｢ＥＣサイト」とは、インターネット上で商品やサービスを宣伝、販売、会員登録、カ

タログ請求の受付けなどの電子商取引を行い、本プログラムを利用しているウェ



ブサイトのことをいいます。  

5. 「アフィリエイトパートナー」とは、当社が登録を承認したウェブメディアを運営し、

本プログラムを利用する者のことをいいます。  

6. 「ウェブメディア」とは、パソコンやワークステーション上で動作するブラウザ（以下

「ＰＣ用ブラウザ」といいます。）で閲覧可能なウェブサイトのうち、当社が登録を承

認したものをいいます。「ウェブメディア」には、当社が登録を承認したウェブメディ

アを複製した「ミラーサイト」も含みます。  

7. 「デフォルト広告」とは、通常の広告とは区別される形式で表示され、その内容お

よび形式は当社が別途定めるものとします。  

8. ｢管理画面｣とは、本プログラムの一部として当社が提供し、アフィリエイトパートナ

ーが利用できる画面で、ＥＣサイトへの提携の申し込み、広告スペースの作成・削

除、注文履歴の確認、報酬の支払い状況の閲覧など本プログラムを利用する上

で必要な情報の確認および入出力を行なえる画面のことをいいます。  

9. 「メディア」とは、「媒体」とも呼ばれ、ウェブサイトのことをいいます。  

  

第２章 アフィリエイトプログラムへの参加 

第３条 利用規約の発効および契約の成立） 

1. 本規約は、アフィリエイトパートナーが本規約に同意したと同時に効力を生じ、ア

フィリエイトパートナーが本プログラムの利用を当社に申し込み、当社がその承諾

を発信したときにアフィリエイトパートナーと当社の間で契約が成立します。その

成立をもって、アフィリエイトパートナーは本プログラムを利用できるものとしま

す。  

2. 当社がＥＣサイト運営者より、当該ＥＣサイト運営者が運営するＥＣサイトのために

本プログラムの業務の運営を受託した場合、本規約におけるＥＣサイト運営者

は、当社と読み替えるものとします。  

第４条 （プログラムの提供の拒否権） 

1. 当社は、当社の独自の判断により、本プログラムのネットワークを構成する媒体

としてふさわしくないウェブメディアを運営するアフィリエイトパートナーに対して、

本プログラムの提供を拒否することができるほか、事前の通知なしに、アフィリエ

イトパートナーの契約の解約を行えるものとします。ふさわしくないという判断は、



当社が、当社の基準に基づき、独自に行えるものとし、アフィリエイトパートナー

は当社のこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。  

2. 当社は、当社の独自の判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断し

たウェブメディアに対し、事前の通知なしに、ウェブメディアの登録の解除を行え

るものとし、当該ウェブメディアを運営するアフィリエイトパートナーは、当社のこ

のような判断に一切の異議を申し立てないものとします。当社は、本項に該当す

るウェブメディアに対していかなるサービスおよびプログラム（本プログラムを含

む。）の提供を拒否できるものとします。 

1) 個人で、２０歳未満または未成年者などの制限能力者が運営している場合 

2) 虚偽情報により登録している場合 

3) 公序良俗または信義誠実の原則に反している場合 

4) 違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合 

5) マルチ商法まがい、ねずみ講などの違法な事業およびそれに類する活動を

行っている場合 

6) 他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷（当社の名誉を侵害な

いし誹謗中傷する場合も含む。）している場合 

7) 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もしくは

保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合 

8) 薬事法・景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合 

9) 内容が不明または乏しい、外観が異様な場合 

10) 報酬発生条件の事項に違反している場合 

11) 会員もしくはそれに準じるユーザーに対し、第三者から受取る現金、電子マ

ネー、ポイント、マイレージなど（以下「現金など」といいます。）を原資とし

て、現金などを付与している場合（ただし、当社が承諾した場合を除く。） 

12) サイト内容が当社から付与されたカテゴリーから大幅に変更された場合 

13) 主要なコンテンツの表示にログインが必要な場合（ウェブメディア管理用や、

ゲストパスワードなどの提供により、当社およびＥＣサイト運営者が随時無

償にてアクセス可能な場合を除く。） 

14) 本プログラムの広告を掲載するためのスペースやウェブページを有していな



い場合 

15) 主要なブラウザで適切に表示されない場合 

16) 法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合 

17) 本プログラムにふさわしくないウェブメディアと判断された場合 
 

第５条 （判断理由の非開示） 

当社は独自の判断によりアフィリエイトパートナーへの本プログラム提供の可否を、また、

ＥＣサイト運営者はＥＣサイト運営者が独自に定める提携条件に基づき提携申込み承認

の可否を、それぞれ行えるものとし、その判断理由は、原則としてアフィリエイトパートナー

に対して開示されないものとします。アフィリエイトパートナーは、当社がその判断基準に

基づいて行った判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、当社は、当

該行為によって発生するアフィリエイトパートナーまたは第三者のいかなる不利益に関し

ても一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合

は、その限りではありません。  

第６条 （申込事項および届出事項） 

1. アフィリエイトパートナーは、本プログラムの利用申込みをするにあたり、当社が

別途定める届出事項に関して、当社が別途定める書面（ファックス、電子メールを

含む。以下同じ。）またはウェブフォームにて事実に相違ない情報を当社に届け

出るものとします。  

2. アフィリエイトパートナーは、氏名、電子メールアドレス、サイトＵＲＬなどの申込事

項または登録事項に変更が生じた場合、自己責任において管理画面にて登録内

容の変更を行い、また、氏名（法人の場合は会社名、契約担当者名）もしくは契

約者の変更を行う場合は、当社が指定する方法と様式にて、事実に相違ない情

報を当社に届け出ることにより変更を行うものとします。アフィリエイトパートナー

からの変更通知がない、または変更内容が不正確もしくは虚偽であるために、当

社からアフィリエイトパートナーに対する通知もしくはその他のものの到着が遅

れ、もしくは到着しなかった場合、もしくは報酬の支払いを行えない場合、または

登録事項の変更によってＥＣサイト運営者からクレーム等が発生した場合、およ

び登録を解除された場合、当社はその責任を負わず、一切の責任はアフィリエイ

トパートナーが負うものとします。  

3. パートナー報酬は、ご登録された銀行口座に振り込まれます。アフィリエイト登録

者が口座名義人と一致しない場合や、口座情報に誤りがある場合、報酬が支払



われない場合がございます。 

第７条 （表明） 

アフィリエイトパートナーは、本プログラムの利用申し込みに際して、アフィリエイトパートナ

ー自身が反社会勢力との交流ならびに資金・便宜の提供および取引を行っておらず、反

社会勢力とは一切関係がないことを表明し、本規約に基づく契約が継続している期間は、

当該状況が継続していることを保証するものとします。 

  

第３章 提携および報酬 

 

第８条 （報酬の支払い） 

1. 当社からアフィリエイトパートナーに支払われる報酬は、管理画面にてアフィリエ

イトパートナーに対して提示した報酬発生条件に基づき、承認された定額報酬お

よび定率報酬の注文に限ります。  

2. 当社からアフィリエイトパートナーに支払われる報酬の金額や発生条件は、管理

画面で表示されるものとし、報酬金額は消費税を含みます。  

3. 報酬は、ウェブメディアごとに毎月月末に計算され、報酬の合計額（以下[報酬合

計額]といいます。）を翌々月の１５日（土日祝日の場合は、翌営業日）に当社から

ご登録の銀行口座へ支払うものとします。ただし、報酬合計額は当社が別途定め

る最低支払金額に達しない場合、支払いは翌月以降へ繰り越され、以後も同様

に行われるものとします。また、報酬の税務処理は、税法等の法令に従うものと

します。 また、1年間に渡って最低支払金額に達しない場合は、該当する報酬は

支払われないものとします。 

4. 金融機関口座に関する届出事項に不備または虚偽があるために報酬の支払い

が行えない場合、当社は、当該アフィリエイトパートナーに当該事項の通知を行う

ものとします。当該届出不備事項は、当該アフィリエイトパートナーが、自己責任

において管理画面にて修正・変更の手続きを行うものとします。当該届出事項に

不備があるためその通知が到着しない、またはアフィリエイトパートナーからその

通知に対する返信が当社に到達しない場合は、報酬は支払われないものとしま

す。当社が振込み手続きを行った報酬が送金組戻しとなった場合の組戻手数料

（消費税を含む。）は、アフィリエイトパートナーが負担するものとします。  



 

第９条 （ウェブメディアの登録解除の清算） 

1. ウェブメディアの登録が解除された場合で、当該ウェブメディアへ未払いとなって

いる報酬合計額が 5,000円以上の場合は、当社でウェブメディアの登録解除が行

われた日の翌々月１５日に、当該報酬合計額の支払いを受けることができるもの

とします。 

2. ウェブメディアが、本規約に違反することにより登録が解除された場合、未払いと

なっている報酬および登録解除後に発生した報酬は支払われないものとします。  

  

第４章 広告の掲載 

第１０条 （管理者責任） 

1. アフィリエイトパートナーは、自己の責任において常に自己のサイトを適切な状態

に保つように管理し、自己のウェブメディアを通して違法行為や公序良俗に反す

る行為を行わないのはもちろんのこと、第三者をしてそのような行為が行われな

いように、善良なる管理者の注意を払う義務を負うものとします。  

2. アフィリエイトパートナーは、ウェブメディアを利用するユーザーが、本プログラム

の広告を不正に表示およびクリックを発生させる行為、本プログラムの広告を通

じて虚偽の注文や登録などの行為を発生させないように、善良なる管理者の注

意をもって、ウェブメディアを管理する義務を負うものとします。  

3. アフィリエイトパートナーは、自己の責任において管理画面のログインＩＤおよびパ

スワードを管理するものとし、使用上の過誤、不適切なログインＩＤおよびパスワ

ードの管理により、当該ログインＩＤおよびパスワードが第三者に不正利用された

ことにより発生した結果に関し、自己の責任において解決するものとし、当社に一

切の損害を与えないものとします。また、アフィリエイトパートナーは、自己のログ

インＩＤおよびパスワードが不正に利用されたと認知した場合、当該事象を遅滞な

く当社に連絡するものとします。  

第１１条 （広告掲載の義務） 

アフィリエイトパートナーは、本プログラムの広告を、継続的に最低 1つはウェブメディアに

掲載するように努めなければなりません。 



  

第１２条 （広告掲載数の制限） 

アフィリエイトパートナーは、当社がウェブページ 1ページ上に掲載できる広告数を定めて

いる場合は、その広告数に反する広告数を掲載してはなりません。 

第１３条 （禁止行為） 

アフィリエイトパートナーは、本プログラムを利用するにあたり、以下の行為を行わないも

のとし、当社はアフィリエイトパートナーに事前の通知なしに以下の行為を行ったウェブメ

ディアおよび当該アフィリエイトパートナーが管理または運営するウェブメディアの広告の

配信を停止することができるものとします。当社が、当該事由が発生した際に、当該ウェブ

メディア用の広告が意図的に譲渡または貸与されたことを認めた場合、当社は当該広告

を掲載したサイトの管理者または所有者に対して、民事提訴、刑事告訴等を含む一切の

責任を追及することができるものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合

は、この限りではありません。  

1. ウェブメディア以外の媒体での本プログラムの広告掲載  

アフィリエイトパートナーが善意または悪意のどちらであったにかかわらず、本プ

ログラムの広告表示用のＨＴＭＬソースおよびコード、広告に利用する画像および

文言などを以下の場所に掲載する、または第三者をして掲載されること。  

1) 登録したウェブメディアでプロモーション提携したメディア以外のメディア 

2) 登録アフィリエイトパートナー以外の第三者が運営するウェブサイトおよびそ

れに類するメディア 

3) ＰＣ用ブラウザおよびメールソフトで閲覧できるメールマガジン、メーリングリ

ストおよび電子メール類 

2. 禁止語句  

ウェブメディアに掲載する本プログラムにかかる広告に関して、報酬を目的として

クリック行為を強要・嘆願する言葉、および閲覧者に誤解を与えるような言葉をウ

ェブメディアおよびそれ以外のメディアに記述すること。  

3. 虚偽行為  

アフィリエイトパートナー自身または第三者と共謀して報酬を得るため、広告の表

示を不正に行ったり、広告のクリックを不正に誘発させたり、クリック報酬が設定



された広告に対して自ら関与して連続かつ大量のクリックを行ったり、自身の広

告リンクを通じて虚偽の注文や登録などの行為をすること。不当に報酬を得よう

とする行為、または、当社にそのように見なされる行為をすること。  

4. スパム行為  

本プログラムの広告に関して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

当する宣伝行為をすること。  

5. 当社が指定するキーワードの購入  

アフィリエイトパートナーは、下記に定めるキーワードを検索エンジン検索結果連

動型広告にて購入、表示しないものとします。また、アフィリエイトパートナーが本

項の定めに反することにより当社を含む第三者に対して損害を与えた場合、アフ

ィリエイトパートナーは自己の責任により当該事象を解決するものとし、当社に一

切の損害および不利益を与えないものとします。 

1) 当社の権利を侵害する可能性があるキーワード 

2) 第三者の権利を侵害する可能性があるキーワード 

3) 当社が指定する使用禁止キーワード 
 

第１４条 （配信広告の変更） 

1. アフィリエイトパートナーは、ＥＣサイト運営者が何ら事前の告知なしに配信広告

内容の変更を行うことを了承するものとします。  

2. アフィリエイトパートナーは、広告掲載期間が終了した場合、その広告掲載場所

にデフォルト広告が配信されることを了承するものとします。  

第１５条 （広告掲載期間終了によるリンクの中止） 

1. アフィリエイトパートナーは、広告掲載期間が終了した場合には、ウェブメディアに

掲載されている当該広告のＨＴＭＬソースおよびコード、もしくは広告に利用する

画像および文言などの掲載を遅滞無く中止しなければならないものとします。  

2. アフィリエイトパートナーは、当社がアフィリエイトパートナーへの事前の通知なし

に、広告のリンクを停止する場合があることを了承するものとします。  

第１６条 （広告掲載期間終了による説明文の削除） 

アフィリエイトパートナーは、広告掲載期間が終了した場合には、当該広告の周辺に掲載



した広告内容に関わる説明文を削除するものとします。 

 

第５章 アフィリエイトプログラムの運営 

  

第１７条 （アフィリエイトパートナーへの連絡と通知） 

アフィリエイトパートナーは、本規約に従い適切かつ効果的に本プログラムを利用するた

めに当社がアフィリエイトパートナーに通知または連絡する必要があると判断した場合、

当社からの連絡と通知を電子メールおよびその他の方法で受け取ることに同意するもの

とします。 

  

第１８条（監視業務） 

1. 当社は、独自の裁量により、アフィリエイトパートナーが本規約に則り適切に本プ

ログラムを利用しているか、また、本規約に反する行為や不正がないかを監視す

る業務を行います。  

2. 当社は、当該監視業務により、本規約に反する不正行為を行っている、または行

っている蓋然性が高いと判断したアフィリエイトパートナーに対して、報酬の支払

いの一部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、ウェブメディアとしての登録

を、アフィリエイトパートナーへの事前の通知なしに即時解除し、アフィリエイトパ

ートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。  

3. 当社は、悪質な不正行為を認知した場合、当該不正行為を行った蓋然性が高い

と思われるアフィリエイトパートナーを刑事告発することができるものとし、当該不

正行為に関してＥＣサイト運営者および第三者が当該アフィリエイトパートナーに

対して損害賠償請求を行う場合は、当社が別途定めるプライバシーポリシーおよ

び個人情報保護法に従い、当該ＥＣサイト運営者および第三者への情報提供に

協力し、アフィリエイトパートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないもの

とします。  

4. 本条の監視業務は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意

味においても、当社の義務を構成するものと解釈されないものとします。  

 



第１９条 （運営委託） 

当社は、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い本プログラムの全部または一部

の運営作業を第三者に委託することができるものとします。その場合、当社は、当該第三

者が行う本プログラムの運営作業状況の監視義務を負うものとし、本規約に定めるアフィ

リエイトパートナーと当社の契約上の地位、権利義務は変わらないものとします。 

  

第２０条 （本プログラムの中断、停止） 

1. 当社は、本プログラムのシステムの管理・保守などのメンテナンスを行う場合、ま

たはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合に、電子メールまた

は当社の運営管理するウェブサイトへの掲載もしくはその他の手段により当該事

項をアフィリエイトパートナーに通知するものとします。  

2. 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、アフィリエイトパートナーに事

前に通知することなく、独自の裁量により、本プログラムの一部もしくは全部を一

時中断、または停止することができるものとし、これにより、アフィリエイトパートナ

ーまたは第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由のいかん

を問わず一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事

由がある場合は、この限りではありません。 

1) 本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫

病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プロ

グラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合 

2) 本プログラムのシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラ

ッキングなどの本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれ

に類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしく

は機能の不全が発生した場合 

3) 当社の独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合  
 

第２１条 （本プログラムの保証） 

1. 当社は、本プログラムの利用に基づくアフィリエイトパートナーの報酬の獲得につ

いて、いかなる保証も行うものではありません。  

2. 当社は、本プログラムがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティ

ーが有効であること等に実効性を持たせるために最大限の努力は行うものの、



完璧であることは明示黙示を問わず、保証するものではありません。  

第２２条 （損害の免責） 

1. 当社は、本プログラムの利用により発生したアフィリエイトパートナーの損害につ

いては、一切の賠償の責を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因

となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合は除きます。  

2. アフィリエイトパートナーが本プログラムを利用することによりＥＣサイト運営者を

含む第三者に対して損害を与えた場合、アフィリエイトパートナーは自己の責任

により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。  

第２３条 （データの保護・管理） 

当社は、アフィリエイトパートナーから提供を受けたデータの保護に関し、当社の設定する

情報保護方針を順守するものとします。 

  

第２４条（機密保持） 

1. アフィリエイトパートナーは、本プログラムに関連して得た当社の技術上、販売

上、業務上その他秘密とみなされるべき情報を、当社の事前の書面による承諾

なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断され

るものに関してはこの限りではありません。  

2. 本条の効力は、本規約に基づく契約が終了した後も有効に存続するものとしま

す。  

第２５条（個人情報の取り扱い） 

1. 当社は、本プログラムを通じて取得するアフィリエイトパートナーの個人情報に関

して、別途表明する「個人情報の保護に関する基本方針」および「プライバシーポ

リシー」に基づき取り扱うものとします。  

 

第２６条（著作権等の知的財産権） 

1. アフィリエイトパートナーは、本プログラムのシステム、本プログラムにかかわるコ

ンテンツなどの著作権およびその他の関連知的財産権がすべて当社に帰属する



ことを確認するものとします。  

2. アフィリエイトパートナーは、本プログラムの利用期間において、本プログラム利

用の目的の範囲内のみでの本プログラムの使用権を付与されることを確認する

ものとします。  

3. アフィリエイトパートナーは、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づ

く契約による本プログラムの使用権につき再使用権を設定し、第三者に譲渡、も

しくは担保に供し、または本プログラムの全部または一部の複製物を第三者に譲

渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならないのはもちろんのこと、そ

の他のいかなる方法によっても本プログラムの使用権もしくはその複製物を処分

してはならないものとします。  

第６章 アフィリエイトプログラムの終了 

第２７条（登録の解除） 

1. アフィリエイトパートナーは、登録している個々のウェブメディアに関し、当社が別

途定める手続きを行うことにより、本プログラムの利用を停止し、登録を解除する

ことができるものとします。  

2. アフィリエイトパートナーが運営する複数のウェブメディアのうちの一部のウェブメ

ディアの登録の解除は、当該アフィリエイトパートナーの契約の解約を意味するも

のではなく、登録されている全てのウェブメディアの登録が解除された場合のみ、

当該アフィリエイトパートナーの契約の解約を意味します。  

3. 当社は、ウェブメディアが次の各号のいずれかの事由に該当したと判断した場

合、何ら事前の予告および催告なしにウェブメディアとしての登録を解除し、本プ

ログラムの利用を停止することができるものとします。ただし、当社の判断が著し

く不合理である場合は、この限りではありません。  

1) ウェブメディアが本規約の一つにでも違反したとき 

2) 連続して１年以上管理画面にログインしない、または広告が一度も配信され

ていない、もしくは広告が一度もクリックされていないと当社が判断したとき 

4. 本規約に違反し、登録を解除されたウェブメディアは、本プログラムに再度登録す

ることはできない場合があるものとします。  

5. 当社は、一ヶ月前の通知をもって、いつでもウェブメディアの登録を解除すること



が出来るものとします。  

第２８条（契約の解約） 

1. アフィリエイトパートナーは、当社が別途定める手続きを行うことにより、本プログ

ラムの利用を停止し、本規約による契約を解約することができます。  

2. 当社は、アフィリエイトパートナーに以下のいずれかの事由が発生した場合、何ら

事前の予告および催告なしにアフィリエイトパートナーとの本規約にかかる契約

を解約することができるものとします。 

1) アフィリエイトパートナーが法令に違反またはそのおそれがあると判明した場

合 

2) アフィリエイトパートナーが本規約の一つにでも違反した場合および第７条の

表明に虚偽があった場合 

3) アフィリエイトパートナーについて、仮差押、差押もしくは競売の申請、または

破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立があり、または清算手続き

が開始された場合 

4) アフィリエイトパートナーが租税公課を滞納して、保全差押を受けた場合 

5) アフィリエイトパートナーについて手形交換所の取引停止処分があった場合 

3. 当社とアフィリエイトパートナーとの契約の解約は、当該アフィリエイトパートナー

が運営するすべてのウェブメディアの登録が解除されることを意味します。  

4. 当社は、本規約を含むこれらの規約および規則に違反したアフィリエイトパートナ

ーに対して、報酬の支払いを一切拒否する権利を有するほか、アフィリエイトパー

トナーとの契約の解約および個々のウェブメディアの登録の解除を事前の通知な

しに行う権利を有するものとし、これについてアフィリエイトパートナーは一切の異

議を申し立てないものとします。  

5. 前項の事由により当社とアフィリエイトパートナーとの契約が解除された場合、当

社は、当該アフィリエイトパートナーに契約解約時までに支払った全ての報酬と同

額の請求を行うことができるものとし、また、当該契約解除のために行った調査に

関わる全ての費用（人件費、交通費、訴訟などの裁判手続きを行った場合はその

費用、弁護士費用などを含みますが、それに限定されません。）も当該アフィリエ



イトパートナーに請求できるものとします。  

 

第７章 その他 

第２９条（権利義務の譲渡等の禁止） 

アフィリエイトパートナーは、当社の書面による事前の承諾なしに、第三者に対し、本規約

にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保

に供してはならないものとします。 

第３０条（規約および条件の改定） 

本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、規則およびそれに準ずるものは、当社

の独自の判断によりアフィリエイトパートナーの承諾なしに変更・改定を行うことができるも

のとします。変更・改定後の本規約も、アフィリエイトパートナーと当社との間の一切の関

係に適用されるものとします。 

第３１条（裁判管轄） 

本規約ならびに本規約に付随するすべての規約は、British Virgin Island の法律が適応さ

れます。この契約書及び関連する事柄において係争が発生した場合は、British Virgin 

Islandの裁判所の管轄となります。 また、British Virgin Islandの裁判所の管轄であるとい

うことについて、異議を唱えないことに同意していただきます。 
 

 


