アフィリエイトプログラムに関するアフィリエイトサイト運営者向け利用規約
第1条 （趣旨）
アフィリエイトプログラムに関するアフィリエイトサイト運営者向け利用規約（以下、「本規
約」といいます。）は、HIRED株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するアフェリエ
イトプログラム（以下、「本プログラム」といいます。）について、第２条に定義される「サ
イト運営者」と当社との間の契約条件を規定するものです。
第2条 （アフィリエイトプログラムに関する契約の成立）
1. アフィリエイトサイトを運営し、本プログラムの利用を希望する個人または法人（以下、
「アフィリエイトサイト運営者」といいます。）による当社に対する本プログラムへの申
込みは、当社の定めるWEB申込フォーム（以下、「申込フォーム」といいます。）を用いて
これを行うものとします。
2. 前項に基づく本プログラムへの申込みに対して、次条に定める審査を経た上で、当社が承
諾の意思表示をしたときに、本規約と申込フォームを契約内容とするアフィリエイトプロ
グラムに関する契約（以下、「アフィリエイトプログラム契約」といいます。）が成立す
るものとします。
3. アフィリエイトサイト運営者は、申込フォームの記載事項に変更があった場合は直ちに当
社に連絡することとし、記載事項が不正確もしくは虚偽であるためにアフィリエイトサイ
ト運営者が不利益を被ったとしても、当社は何らの責任も負わず、一切の責任はアフィリ
エイトサイト運営者が負うものとします。
第3条 （審査）
第２条第１項による申込みを受けた後、当社はアフィリエイトサイトが別紙「プログラム利用
基準」を満たすか否かを審査します。審査の結果、当社において、アフィリエイトサイトを不
適当と判断した場合（別紙「プログラム利用基準」に抵触する場合を含みますが、これに限ら
れません。）、当社は第２条第２項の承諾を行わず、本プログラムの利用をお断りする場合が
あります。
第4条 （競合調整の不実施）
当社は、アフィリエイトサイト運営者と別途合意した場合を除き、広告掲載に関する競合調整
は一切行わないものとします。ここで「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の
広告が同一時期に掲載されないこと等を目的に掲載時期等の調整を行うことを意味します。
第5条 （広告主との提携の成立と解除）
1. アフィリエイトサイト運営者は、広告の掲載を希望する場合、管理画面（本プログラムの
一部として当社が提供し、アフィリエイトサイト運営者が利用できる、本プログラムを利
用する上で必要な情報の確認等を行うことが出来る画面のことをいいます。）において、
広告主に対して広告掲載に関する申し込みを行います。
2. 前項の申し込み後、広告主が管理画面にて受託処理を行った時点で、当社、アフィリエイ
トサイト運営者及び広告主の間で当該広告掲載に関する提携が成立するものとします。な
お、提携が成立した場合でも、アフィリエイトプログラム契約は、当社と広告主との間お
よび当社とアフィリエイトサイト運営者との間にそれぞれ成立するものであり、広告主と
アフィリエイトサイト運営者との間には直接の契約関係が生じるわけではありません。
3. 前項に基づく提携の成立後であっても、広告主及びアフィリエイトサイト運営者は、自己
の責任に基づいて提携の解除の判断を独自に行えるものとし、当社および相手方に通知を
することで提携の解除を行うことができるものとします。
第6条 （報酬の支払い）
1. アフィリエイトサイト運営者は、報酬発生条件を満たしたことで発生する報酬の請求を当
社に対して行うものとし、当社から申込フォームの記載に従った報酬を受領するものとし
ます。
2. 報酬については、エンドユーザーが、当該アフィリエイトサイトに掲載された広告経由で
報酬発生条件を満たすアクションを行った日の報酬発生条件に基づいて計算されるものと
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します。
当社は、広告主からの委託を受けた場合等には、アフィリエイトサイト運営者へ通知する
ことにより、前項の報酬発生条件（報酬の金額、報酬の計算方法および報酬が発生するた
めの要件等を指す。）を、随時、変更することができるものとし、アフィリエイトサイト
運営者はこれを了承するものとします。
報酬について、アフィリエイトサイト運営者と広告主との間で直接の連絡を行うことは禁
止します。
広告主から当社への入金が、当初の支払期日までに行われず、かつ当初の支払期日から
１ヶ月経過する前までに、広告主が当該入金を行う意思を示さないときは、アフィリエイ
トサイト運営者は、当社からアフィリエイトサイト運営者への支払いが行われないことに
同意します。
当社がアフィリエイトサイト運営者に対し支払う報酬の支払いサイトは、当月末締め（た
だし、一部、広告主の希望により変動する場合がある。）翌々月15日払いとします。

第7条 （アフィリエイトサイト運営者の義務）
1. アフィリエイトサイト運営者は、以下の事項を遵守し、善良なる管理者の注意をもってア
フィリエイトサイトを管理する義務を負うものとします。
（１）アフィリエイトサイトを適切な状態に保つこと
（２）アフィリエイトサイトにおいて違法行為や公序良俗に反する行為を行わないこと
（３）第三者をしてアフィリエイトサイトにおいて違法行為や公序良俗に反する行為が行
われることを防止すること
（４）アフィリエイトサイトを利用するユーザーにおいて、広告を不正に表示したり、広
告を通じて虚偽の注文や登録などがなされることを防止すること
2. アフィリエイトサイト運営者は、自己の責任において本プログラムにかかるログインＩＤ
およびパスワードを管理し、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
認知した場合は、遅滞なく当社に連絡しなければならないものとします。
3. アフィリエイトサイト運営者が前各項に違反したあるいは違反した蓋然性が高いと当社が
判断した場合には、当社はアフィリエイトサイト運営者への事前の通知無しに、本プログ
ラムの提供の停止または契約の解除を行えるものとします。
第8条 （禁止事項）
アフィリエイトサイト運営者は、本プログラムを利用するにあたり、当社の事前の承諾を得た
場合を除き、以下の行為を行うことができないものとします。万が一、アフィリエイトサイト
運営者において以下の行為を行ったことが発覚した場合、当社は、アフィリエイトサイト運営
者への事前の通知なしに、本プログラムの提供の停止または契約の解除を行えるものとしま
す。
（1） 本プログラムの広告表示用のHTMLソース、アフィリエイトサイトＩＤ及び広告Ｉ
Ｄを改変すること。
（2） 広告に利用する画像または文言を改変すること。
（3） アフィリエイトサイトおよびアフィリエイトサイト以外のメディアに広告に影響
を及ぼす可能性のあるスクリプトを記述したり、そのようなスクリプトの記述の
あるページへ当該広告のHTMLソースおよびコードを掲載すること。
（4） 広告表示用の広告コード等を以下の場所に掲載・投稿する、または第三者をして
掲載・投稿させること。
1
提携が成立したアフィリエイトサイト以外のメディア（第三者が運営するメ
ディア及びそれに類するメディアを含む。）
2
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
3
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（5） 報酬を得る目的で、以下に記載するような不正行為または当社に不正行為とみな
される行為を行うこと。
1
アフィリエイトサイト及びその他のメディアにおいて、広告に関して、ク
リック行為を強要・嘆願する文言を記載すること。
2
アフィリエイトサイト及びその他のメディアにおいて、広告に関して、閲覧

者に誤解を与えるような文言を記載すること。
アフィリエイトサイト運営者自身または第三者と共謀して、広告の表示を不
正に行う、広告のクリックを不正に誘発させる、クリック報酬が設定された
広告について連続かつ大量のクリックを行う、広告リンクを通じて虚偽の注
文や登録を行うこと。
4
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。
広告主に対して広告掲載等に関する個別の契約の締結を直接に勧誘または強要す
ること。ただし、本プログラムにアフィリエイトサイトとして登録する以前から
契約関係のある広告主等、当社が連絡することを認めた場合はその限りではあり
ません。
報酬を原資として、自己の会員もしくはそれに準じるアフィリエイトサイトの
ユーザーに対し、利益を付与すること。
本プログラム登録時のアフィリエイトサイトの内容から大幅な変更を行うこと。
3
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第9条 （配信広告変更および中止等)
1． アフィリエイトサイト運営者は、広告主が事前の通知なしに、配信広告の内容を変更する
可能性があることおよび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。
2． アフィリエイトサイト運営者は、広告の掲載期間が終了した場合、アフィリエイトサイト
に掲載されている当該広告のHTMLソース・コードおよび広告に利用する画像・文言などの
掲載を遅滞無く中止し、当該広告の周辺に掲載した広告の内容に関わる説明文を削除しな
ければならないものとします。
第10条 （反社会的勢力の排除）
アフィリエイトサイト運営者と当社は、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上の関係が無く、
名目を問わず資金提供その他の取引を行っておらず、それらの者を役員に選任し、又は従業員
として雇用などしていないことを、相手方に表明し保証するものとします。
第11条 （解除）
1. アフィリエイトサイト運営者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社はアフィリエイ
トサイト運営者への通知又は催告その他何らの手続を要することなく、本プログラムの全
部若しくは一部につき履行を停止し、又はアフィリエイトプログラム契約の全部若しくは
一部を解除し、当社に生じた損害の賠償請求ができるものとします。
1
本規約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にもかかわらず速やかにこれを履
行しないとき
2
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分若しくは営業免許停止・
取消などの行政処分を受けたとき、又は破産、民事再生、会社更生等の法的倒産手続
若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形若しくは小切手を不渡りにしたと
き、その他アフィリエイトサイト運営者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
3
アフィリエイトサイト運営者又はアフィリエイトサイト運営者の代理人、代表者若し
くは従業員等が法令等に違反した場合で、広告主から委託を受けた広告掲載を継続す
ることが当社又は広告主の利益又は信用を阻害するおそれがあると当社が判断したと
き
4
アフィリエイトサイト運営者又はアフィリエイトサイト運営者の代理人、代表者若し
くは従業員等が当社、その関連会社若しくはこれらの代表者又は広告業界の信用を毀
損したとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
5
第３条のプログラム利用基準に違反したとき
6
アフィリエイトサイト運営者がその事業を停止したとき
2. アフィリエイトサイト運営者が前項の各号のいずれかに該当した場合、アフィリエイトサ
イト運営者が当社に対して負担する一切の債務（本プログラムに基づく債務に限られませ
ん。）に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

第12条 （免責）
1. 停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット・イン
フラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンス保守点検の発生など、当
社の責に帰すべき事由以外の原因により当社が申込みに基づく全て又は一部を履行できな
かった場合には、当社は当該不履行の責を問われないものとします。但し、当社の故意又
は重過失による場合はこの限りではありません。
2. 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サイト運営者の損害について
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くものとします。
3. 当社がアフィリエイトサイト運営者に損害賠償義務を負う場合でも、当社による賠償額
は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわら
ず、本プログラムに基づいて当社が広告主より支払いを受けた報酬金額（但し、アフィリ
エイトサイト運営者に支払われた金額を除く。）を上限とします。
第13条 （譲渡禁止）
アフィリエイトサイト運営者は、本規約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による
承諾なく、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行わないものとします。
第14条 （機密情報及び個人情報の保持）
1. 当社は、機密情報を業務遂行のために必要な範囲に限り、自社の役員、従業員、弁護士若
しくは税理士等の経営協力者に開示できるものとし、それ以外の第三者に対しては、ア
フィリエイトサイト運営者の事前の書面による承諾なく、開示及び漏洩せず、かつ、当社
のサービスを提供する以外の目的で利用しません。
2. アフィリエイトサイト運営者と当社は、業務上必要な範囲内でのみ委託先に機密情報及び
個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託することができるものとし、その場合、本
条における当社の義務と同等の義務を当該委託先にも負わせるものとします。なお、当該
委託先の本規約違反は当社の違反とみなされ、当社はその違反に関して最終の責任を負う
ものとします。
3. アフィリエイトサイト運営者と当社は、個人情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うも
のとし、相手方の事前の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとしま
す。
4. アフィリエイトサイト運営者による個人情報の使用及び管理に関し、第三者から、当社に
対して訴訟提起及びその他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、
当社の故意又は過失により発生した場合を除き、アフィリエイトサイト運営者の責任と費
用でこれを解決するものとし、当社は一切の青任を負わないものとします。
6. アフィリエイトサイト運営者は、本プログラムを通じて知りうる機密情報及び当社の一般
に公開していない情報(当社のサービスに関する情報・仕組み・ノウハウ・プログラム
ソース等を含みますが、これらに限られません。)を第三者へ開示・漏洩若しくはアフィ
リエイトサイト運営者自らのために利用してはならないものとします。
7. アフィリエイトサイト運営者は、当社から要求があった場台、直ちにすべての機密情報及
び個人情報を当社に返却、又は情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。
8. 「機密情報」とは、本プログラムに関連し、アフィリエイトサイト運営者と当社が、相手
方に関し知り得た一切の情報(相手方の関係会社と顧客の情報、当社のサービスの内容な
らびに当社が提供及び利用者が利用する事実を全て含みますが、これらに限られませ
ん。)をいいます。但し、以下の①乃至⑤に該当する情報を除きます。
1
相手方から知り得た時点で公知である情報
2
相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
3
第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4
相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
5
法令等の定め、又は裁判所·政府機閣等の命令により、その開示が義務づけられた情
報
9. 「
 個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番
号、メールアドレス、所属企業名その他の記述等により当該登録会員を識別できるものをいい

ます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することがで
き、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
第15条 （準拠法）
本規約は日本法に準拠するものとします。
第16条 （管轄）
アフィリエイトサイト運営者と当社との間の一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京
簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 （変更）
１ 当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
（１）利用規約の変更が、アフィリエイトサイト運営者の一般の利益に適合するとき。
（２）利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相
当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
２ 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の１か月前ま
でに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイ
トに掲示またはユーザーに電子メールで通知します。
３ 変更後の利用規約の効力発生日以降にアフィリエイトサイト運営者が本サービスを利用し
たときは、アフィリエイトサイト運営者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。

附則： 2020年1月1日作成/2020年1月1日適用

別紙
プログラム利用基準
本プログラムを利用するアフィリエイトサイトの内容が、以下の各号のいずれにも該当しな
いこと
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.

内容その他につき責任の所在が明確でないもの。
内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの。
法令等に違反又は違反する恐れがあるもの。
社会秩序を乱す次のような表現又はコンテンツを含むもの。
i. 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定美化するもの。
ii. 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの。
iii. 性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの。
iv. その他風紀を乱し又は犯罪を誘発、助長若しくは促進する恐れのあるもの。
公序良俗に反しているもの。
犯罪的行為に結びつくもの。
第三者の財産、プライバシーを侵害するもの。
第三者に不利益を与えるもの。
第三者を誹謗中傷しているもの。
投機、射幸心を著しくあおるもの。
医療、医薬品、化粧品において、効能効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱するもの。
非科学的又は迷信に類するもので、ユーザーを誤解させ又は不安を与える恐れのあるも
の。
氏名、写真、談話及び商標、著作物などを無断で利用したもの。
内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの。
詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの。
特定の宗教、政治、アダルト的なもの。
事件や事故に関連するもの。紛争性のあるもの。
当社又は当社媒体と競合する会社、サービスに関するもの。
当社又は当社媒体の運営を妨げるもの。
その他当社又は当社媒体の品位を損なうと判断されるもの。
以上のほか、当社が不適当だと判断したもの。
以 上

