FANPLAYRメディアサービス契約
本Fanplayrメディアサービス契約書（以下、本「契約」）は、お客様のウェブサイトにおけるFanplayrサービスの開始日（以下、「発効日」）付けで、
お客様の組織（「お客様」）およびFanplayr Inc（所在地：830 Menlo Avenue, Suite 201, Menlo Park, CA 94025, USA）（以下、「Fanplayr」）と
の間において締結されます。
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2.

「Fanplayrポータル」とは、http://portal.fanplayr.com/においてお客様のアカウント向けにFanplayrが提供する管理ポータルを
意味します。
「Fanplayrサービス」とは、Fanplayrがウェブ上で提供する、電子商取引および旅行サイト向けのインタラクティブオンサイトタ
ーゲティングサービスを意味し、ユーザーのウェブブラウジングやオンラインショッピング行動、人口統計学的特性、およびhttp:
//www.fanplayr.comに説明されるその他の情報に基づいて、ユーザーへのカスタマイズされたコンテンツの提供やターゲティング
接客サービス（必要なターゲットにのみオファーするサービス）が可能となります。
「Fanplayrタグ」とは、http://www.fanplayr.com/docs/に説明されるJavascriptスニペットを意味し、お客様のウェブサイト上で
実行されると、Fanplayrサービスを通じてFanplayrがお客様のユーザーを追跡したり、ターゲティング広告をかけることが可能に
なります。
「FPオファー」とは、Fanplayrサービスに使用するためにお客様のウェブサイトに設定されるオファーを意味します。
「FPプロモコード」とは、PFオファーで使用される、Fanplayrポータル上で割り当てられる販促コードを意味します。
「月額サービス料金」とは、お客様の加入者契約書に定められる、月間キャンペーン、アプリケーションホスティング、レポート、
アカウント管理、および分析に対する月額料金を意味します。
「オファー」とは、お客様のウェブサイトで使用されるプロモーションコード形式のオファーを意味します。
「オファーウォレット」とは、ユーザーがFPオファーやFPプロモコードを保存、検索、および使用することを可能にするソフトウ
ェアを意味します。
「（両）当事者」とは、Fanplayrとお客様を意味します。
「設定料金」とは、お客様の加入者契約書に定められる、Fanplayrサービスの初期設定料金およびインテグレーション料金（含ま
れている場合）を意味します。
「ショッピングカート」とは、ユーザーが商品項目を購入できるようにするお客様のウェブサイト上のオンラインショッピングカ
ートソフトウェアを意味します。
「加入者契約」とは、お客様とFanplayr（またはFanplayrの子会社もしくは販売店）との間に締結される加入者契約書、およびそ
のような契約が締結されていない場合は別紙Aに定められる加入者契約書を意味します。
「期間」は、第7項に定められる意味を持ちます。
「トランザクション料金」とは、購入手続き時にFPプロモコードが提示される各注文額（送料と税金を除く）に相当する、お客様
の加入者契約に定められる料金（含まれている場合）を意味します。
「ユーザー」とは、お客様のウェブサイトの機能や広告を受信し、閲覧し、またはやり取りする自然人を意味します。
「ユーザーデータ」とは、ユーザー特定可能データとユーザー特定不能データを意味します。
「ユーザー特定可能データ」とは、単独でもしくはその他の情報と共に、単一の個人の特定、連絡、または検索に使用できる、Fan
playrサービスに関連してお客様のウェブサイトのユーザーについて収集される情報を意味します。
「ユーザー特定不能データ」とは、Fanplayrサービスに関連してお客様のウェブサイトのユーザーについて収集される、個人を特
定できない情報を意味します。
「お客様のメディア」とは、お客様のウェブサイトで使用されるまたはお客様がFanplayrサービスに追加する、お客様の著作権ま
たは商標により保護可能な画像またはテキストを意味します。
「お客様のウェブサイト」とは、お客様が所有する、もしくはお客様の管理下にある、Fanplayrサービスを使用するウェブサイト、
電子商取引サイト、モバイルサイト、またはモバイルアプリケーションを指します。

Fanplayrサービス
a.

Fanplayrサービスへのアクセス
お客様のウェブサイトでのFanplayrタグの実行後：
i. Fanplayrは、Fanplayrポータルを通じて提供される説明および指示に従ってFanplayrサービスを提供することに商取引上
適正な努力を払うものとし、Fanplayrはお客様のウェブサイトのためにFanplayrサービスを非独占的に使用することをお
客様に許可します。
ii. お客様は、FanplayrがFanplayrサービスを提供できるようにお客様のウェブサイトおよびお客様のショッピングカートへ
のアクセスをFanplayrに提供することに同意します。
iii. Fanplayrは、お客様の加入者契約に従ってお客様にFanplayrサービスを提供します。

b.

アカウントおよびパスワード。
Fanplayrサービスには、Fanplayrサービスを管理するためにお客様がオンラインアカウントを作成できるようにする仕組みが含ま
れています。お客様は以下に対して全責任を負います。
i. アカウントパスワードの機密保持
ii. Fanplayrサービスにおけるお客様のアカウントへのアクセスの制限

iii.

お客様のアカウントまたはパスワードにて行われるすべての活動アカウントのセキュリティが失われたと思われる理由が
ある場合（アカウント認証情報の不正な開示や使用が発生した場合など）、お客様は直ちにFanplayr（support@fanplayr.
com）に電子メールを送信して通知するものとします。お客様は、Fanplayrサービスにおけるお客様アカウントの不正使
用から発生した損失に対して責任を負うものとします。

3.

お客様によるライセンス供与。お客様は、FanplayrがFanplayrサービスを提供できるようにお客様のメディアを複製、配布、および使用す
る非独占的権利をFanplayrに付与します。さらにお客様は、本契約期間中に、Fanplayrのウェブサイトや営業資料などにおいてFanplayrサー
ビスを利用される顧客としてお客様を掲載することを目的に、お客様の社名と商標、サービスマークやロゴを使用するための非独占的なロイ
ヤリティー無料の権利をFanplayrに付与します。

4.

サポート。Fanplayrは、お客様のFanplayrとの加入者契約に従い、Fanplayrサービスに関するサポートサービスを提供するために合理的な
努力を払うものとします。

5.

データ
a.

6.

データ収集。
お客様はFanplayrが以下を行うことを許可します。
i. お客様のウェブサイトに関するデータおよびお客様のウェブサイトと電子的なやり取りを行う来訪者に関するデータを収
集、統合、操作、および分析する。
ii. お客様のウェブサイト内において、Fanplayrタグ、追跡ピクセル、クッキー、またはその他の追跡要素を実行する。
iii. Facebook、その他のソーシャルメディアサイト、またはその他お客様のウェブサイトに関連するデータサービスからデー
タを収集する。
iv. メールアドレス、IPアドレス、クッキーデータ、ウェブ要求、ブラウザーの種類、ブラウザーの言語、参照元/閲覧終了
ページおよびURL、プラットフォームのタイプ、クリック数、ドメイン名、ランディグページ、閲覧されたページとその
ページの閲覧順序、使用された機能と掲載物、ユーザーのショッピングカートに追加もしくはそこから削除された項目、
ユーザーのオファーウォレットに追加もしくはそこから使用されたオファー、お客様のオファーおよびお客様のウェブサ
イトとのやり取りに費やされた時間、Facebook、Twitter、またはその他のサイトにおけるオファーの共有に関連するデ
ータ、Facebook、Twitter、またはその他のサイトを通じて収集された統計学的データ、要求の日時、およびその他の類
似または関連データを含む、ユーザーデータを収集する。
v. Fanplayrサービスの目的に当該データを使用する。

b.

レポート。本契約の諸条件を前提として、Fanplayrは、お客様のFanplayrとの加入者契約に従い、お客様およびお客様のユーザー
によるFanplayrサービスの使用に関するレポートを提供するために適正な努力を払うものとします。

c.

Fanplayrデータ。
i. お客様は、お客様がFanplayrに直接提供するユーザーデータ（以下「お客様のデータ」）を除き、Fanplayrによる本契約
の履行に関連してFanplayrが収集、作成、計算、または生成したすべてのユーザーデータ（以下「Fanplayrデータ」）は、
お客様とFanplayrの間においてはFanplayrの財産となることを認識し、これに同意します。
ii. お客様は、FanplayrからFanplayrデータの電子ファイルを、Fanplayrのその時点の現行価格で要求することができます。
支払いの受領後14日以内に、Fanplayrは当該電子ファイルをお客様に提供し、当該データをお客様の内部事業の目的のみ
に使用するための無期限の非独占ライセンスをお客様に供与します。
iii. お客様は、その他の目的または適用される法律に違反するようなその他の方法でFanplayrデータを使用しないことに同意
します。

d.

Fanplayrによるユーザーデータの使用。Fanplayrは、以下の場合を除き、お客様のウェブサイトで収集されたユーザーデータをお
客様以外の人に売却、使用、またはは配布したり、お客様以外の人と共有したりしないものとします。(i) Fanplayrサービスのパ
フォーマンスに関連してFanplayrサービスを改善する場合、ならびに (ii) ベンチマーク評価、統計、研究、およびマーケティン
グのための分析、調査、および研究を目的として、お客様との関連性を識別、参照、または示唆しない非特定化された匿名のデー
タ形式に整形した場合。お客様およびお客様のウェブサイトのユーザーにFanplayrアドオンサービスを提供することを目的として、
ユーザーデータは、第三者サービスからの拡張データにアクセスするために使用することができます。

e.

プライバシーポリシー。お客様とFanplayrは、適用される法律に一致するプライバシーポリシーを各自のウェブサイトに掲載し、
これを厳守します。お客様またはFanplayrのいずれかがプライバシーポリシーの掲載の継続を怠った場合、または該当するプライ
バシーポリシーを厳守しなかった場合は、相手方当事者による本契約の即時解除の根拠となります。

f.

データの保存。お客様とFanplayrは、法律により義務付けられない限り、Fanplayrには本契約書の解約または終了後にユーザーデ
ータを保存する義務がないことに合意します。

所有権
本契約のいかなる条項も、当事者の既存の知的財産権の譲渡とはみなされないものとします。

7.

a.

Fanplayrは、Fanplayrサービスとそれに関連する技術、ソフトウェア、および文書における、もしくはそれに対するあらゆる知的
財産権を含む、すべての権利、権原、および利害を所有する、および所有することになります。これには、Fanplayrサービスの実
施においてFanplayrにより、もしくはFanplayrのために行われた、もしくは提供された、またはFanplayrにより活用された、改良、
修正、強化、Fanplayrデータ、およびこれらに関連するあらゆる知的財産権（お客様のメディアのみを除く）が含まれます（Fanpl
ayrの機密情報と共に、以下、総称して「Fanplayr知的財産」）。Fanplayrは、本書においてお客様に明示的に付与されていないFa
nplayr知的財産に対するすべての権利、権原、および利益を保留します。

b.

お客様は、お客様のメディア、お客様のウェブサイト、お客様が所有される技術、ソフトウェア、およびハードウェアにおける、
またはこれらに対するあらゆる知的財産権を含むすべての権利、権原、および利害を所有する、および所有することになります。
これには、お客様により、もしくはお客様のために行われた、もしくは提供された改良、修正、強化、およびこれらに関連するあ
らゆる知的財産権（Fanplayr知的財産を除く）が含まれます（お客様の機密情報と共に、以下、総称して「お客様の知的財産」）。
お客様は、本書においてFanplayrに明示的に付与されていないお客様知的財産に対するすべての権利、権原、および利益を保留し
ます。

c.

お客様がFanplayrサービスの機能性やパフォーマンスに関するフィードバックをFanplayrに提供された場合（提供された時点で知
的財産であることが書面にて指定されたフィードバックを除く）、お客様は、そのフィードバックをFanplayrサービスに使用する、
組み込む、およびサービスを改善するための無制限かつ無期限の、取り消し不可能な、世界的、非独占的な、ロイヤリティーのな
い、完全に支払い済みで譲渡可能かつサブライセンス可能なライセンスをFanplayrとその後継者に付与および譲渡します。

料金および支払い
a.

料金。お客様は、設定料金、トランザクション料金、月額サービス料金（以下、総称して「料金」）を含む、Fanplayrとのお客様
の加入者契約に指定される料金をFanplayrに支払うことに同意します。

b.

支払い。
i. 支払い情報。Fanplayrサービスの登録またはお客様の加入者契約には、お客様がFanplayr PayPal支払いアカウントもし
くはその他のオンライン支払いサービスアカウント（「支払いアカウント」）、またはクレジットカード情報を提出する
ことが義務付けられる場合があります。お客様は、支払いアカウントまたはクレジットカード情報を提出することにより、
お客様が支払いに同意し、支払い期限となった料金を当該の支払いアカウントまたはクレジットカードに課金する許可が
Fanplayrに与えられることに同意します。
ii.

c.

8.

支払いの時期。設定料金はすべて、当該作業が完了した時点で請求および課金されます。トランザクション料金と月額サ
ービス料金は、各暦月末に遅れて請求および課金され、請求書の15日以内（または加入者契約に指定される通り）に支払
い期限となります。カスタマイズおよびその他のサービスについては、お客様はその開始前に前もって請求書の支払いを
行います。支払い期限を過ぎた金額には月1.5%の利息が生じます。

トランザクション料金の計算およびプロモコードの使用。
i. Fanplayrは、毎月トランザクション料金を計算するため、Fanplayrバナーまたはウィジットによりサイトで来訪者に表示
されたFPプロモコードを使用して行われた購入を追跡します。FanplayrではこれらのFPプロモコードに一貫した形式を使
用することを推奨しており、初回キャンペーンの開始前にその形式をお客様に提供します。
ii. Fanplayrは、お客様がFPプロモコードと同一の一般プロモーションコードを使用したためにお客様に請求された料金は返
金しません。
iii. FanplayrサービスにはFPプロモコードのセキュリティを提供する機能が含まれていますが、これらの機能はオプションで
あり、FanplayはPFプロモコードの意図せぬ配布に対しては責任を負いかねます。

守秘義務。
a. 定義。「機密情報」には、直接的もしくは間接的を問わず、また書面、口頭、視覚的手段によるかどうかにかかわらず、相手方当
事者（「受領者」）に開示された当事者（「開示者」）のあらゆる情報またはデータのうち、機密、専有、またはこれに類似する
ものとして（書面または口頭で）指定されているものが含まれます。ただし、以下に関連する場合を含め、情報の性質からそれが
一般的に機密であると考えられる場合は、その情報を機密情報とみなすためのそのような指定は必要ないものとします。(1) Fanpl
ayrデータ、(2) 企業秘密またはノウハウ、(3) 財務または会計、(4) 技術、研究、または開発、(4) 内部処理または手順、(5) ア
ルゴリズム、デジタルデータ、またはデザイン、(6) 事業、業務、または計画、(7) 販売またはマーケティング戦略、および (8)
支払い、価格設定、または対価に関する加入者契約の条件、およびその協議、交渉、または関連提案書。
b.

例外。「機密情報」には、以下に該当する情報は含まれません。(1) 以前から受領者が知っていた、(2) 受領者の責によらず一般
に公開されていた、もしくは一般に公開される、(3) 開示者により受領者に伝達される前、または伝達された時点で、守秘義務な
しで合法的に受領者が所有していた、(4) 機密情報とは独立して、かつそれに言及することなく、受領者の社員または代理人が開
発した、または (5) 守秘義務なしで開示者によって関係のない第三者に伝達された。

c.

9.

義務。 受領者は、受領者が所有する同様の性質の情報を保護する場合と同じ方法で機密情報を保護しますが、いかなる場合も相当
な注意に満たない方法は用いないものとします。受領者は、機密情報を知る必要があり、少なくとも本項と同等の機密情報の保護
を提供する守秘義務および不使用義務によって束縛される社員、代理人、関連会社、または第三者を除き、誰にも当該の機密情報
を開示しないものとします。受領者は、本契約に定められる場合を除き、開示者の機密情報を使用しないものとします。前述にか
かわらず、裁判所や政府機関の有効な命令に応答する場合、法律もしくは該当する証券取引所の規則により義務付けられる場合、
または本契約に基づくいずれかの当事者の権利を確立するために必要な場合においては、受領者は開示者の機密情報を開示するこ
とができますが、当該の情報を一般公開から保護するために必要な命令を開示者と受領者の双方が要求することが条件となります。

契約の期間と終了。
a.

本契約は、発効日から、および加入者契約の期間中、または（該当する場合）お客様がFanplayrサービスを使用する追加期間中に
有効となります。

b.

Fanplayrはその単独の裁量により、お客様に対して書面による通知を行うことにより、いつでも、Fanplayrサービスまたはそのい
かなる部分をも、修正する、または提供を中止する権利を有します。

c.

いずれの当事者も、相手方当事者による本契約の義務違反が、非不履行当事者による書面の通知から30日以内に是正されない場合
は、それを理由に本契約を終了することができます。

d.

第3、4、5（契約期間中に生じた金額について）、6、7、8、9、10、11、12、および13項の規定は、契約終了後も存続するものとし
ます。

10. Fanplayサービスの制約および制限。
a.

お客様は以下を行わないことに同意します。(1) Fanplayrサービスの完全性または履行に干渉、もしくはこれを中断すること、(2)
Fanplayrサービスまたはその関連システムもしくはネットワークへの不正なアクセスを試みること、(3) Fanplayrサービスのすべ
てまたは一部をリバースエンジニアリングもしくはコピーしたり、何らかの方法でFanplayrサービスと競合するもしくは競合する
可能性の高いサービスや製品を製作したり、これに貢献したりすることを目的に、Fanplayrサービスを使用する、またはこれにア
クセスすること、(4) お客様によるFanplayrサービスの使用に関連して、適用される現地法、州法、国内法、国際法に意図的にも
しくは非意図的に違反すること、(5) Fanplayrから事前に書面による同意を得ることなくFanplayrサービス（もしくはそれから派
生した情報）を再販売すること、または (6) 第三者を拘束する法的権限がお客様にない場合に、当該第三者のためにオファーまた
はプロモーションを送信すること。

b.

お客様は以下に合意します。(1) お客様のメディア（本書に含まれる第三者コンテンツにおける、およびこれに対する知的財産権
に基づくものを含みますがこれに限定されない）をFanplayrサービスに関連して使用するために、お客様はメディアに対して十分
な権利を有していること、また本契約の全期間を通して権利を維持していること、(2) お客様のオファーおよびコンテンツは、違
法薬物を描写または販促しないものであり、またポルノグラフィー、アダルトもしくは成人向けコンテンツ、または暴力、違法行
為、他者の権利の侵害を促すその他のコンテンツを含まないこと、(3) Fanplayが適宜に制定および修正する、Fanplayのウェブサ
イトにFanplayrサービス利用規定（存在する場合）を順守すること。

c.

お客様とFanplayrは、本契約に基づく各当事者の義務の履行に適用されるすべての連邦、州、および現地の法律、条令、規制、お
よび規約に常に準拠します。FanplayrがFanplayrサービスを提供するためにFanplayrにお客様のデータを提供し、お客様のメディ
アへのアクセスを許可することにより、お客様は、本契約に規定されるお客様のデータおよびメディアのFanplayrによる使用がお
客様のプライバシーポリシーに準拠するものであること、また第三者との合意書、適用される法律（CAN-SPAM法を含む）またはプ
ライバシーポリシーに違反しないことを表明し、保証します。

d.

Fanplayrサービスには、お客様のオファーの一部としてユーザー向けのクーポンやその他のインセンティブを作成し、提供できる
ようにする方法が含まれています。お客様は、お客様のオファーの諸条件の作成、その履行、およびお客様のオファーが法律に準
拠していることを保証することに全責任を負います。お客様のオファーは、製品やサービスの購入の妥当な割引、または顧客のト
ラフィックと会話を増加させるための小規模なインセンティブとしますが、価値の高い景品や報酬の機会を個人に提供しないもの
とします。

e.

Fanplayrポータルで選択されたパラメータによって決定されるグループに属する来訪者に対するオファーの時期と頻度はFanplayr
が決定します。

f.

Fanplayrは、A/Bテストを通じてパフォーマンスを監視および最適化することを明確な目的として、お客様のオファーまたはお客様
のコンテンツのごく一部をお客様のユーザーに表示しない権利を保留します。

11. 保証および免責事項。

a.

お客様。お客様は、(i) お客様が登録完了時に提供するすべての情報があらゆる面において完全かつ正確であること、また契約期
間中にこの情報があらゆる面において完全かつ正確であるように速やかに更新すること、(ii) お客様にはお客様のデータおよびお
客様のメディアを使用する権利、およびその使用を許可するために必要な権利があること、および (iii) ユーザーデータの収集、
使用、または処理に関連して、プライバシーとデータを保護する法律および規制、またはお客様の内部プライバシーポリシーを含
みますがこれに限定されない適用法を順守し、これに違反していないことを表明し、保証します。前述の保証の違反が発生した場
合、または違反が合理的に予測される場合、Fanplayrは、コモンローもしくは衡平法で得られるその他の救済措置に加え、法的責
任の発生を防ぐためにFanplayrが合理的に必要であるとみなした場合は、即時にその単独の裁量によりFanplayrサービスを一時停
止する権利を有します。

b.

Fanplayr。Fanplayrは、適用される業界水準に一致する専門家としての態度をもってサービスを提供することを表明します。

c.

Fanplayrサービスは、米国カリフォルニア州にあるFanplayrの事業所およびhttp://www.fanplayr.com/contact/に記載されるその
他の事業所からFanplayrによって管理および運営されます。Fanplayrは、Fanplayrサービス上の題材が他の場所での使用に適切で
あり、かつ利用可能であることは確約いたしません。他の場所からFanplayrサービスにアクセスし、使用する個人は、自らの責任
でそれを行うものとし、現地法が適用される場合はその適用範囲内において現地法を順守するものとみなします。さらに、Fanplay
rサービスのコンテンツおよび手法が違法とされるか、正式に許可されないか、または罰せられるような場合には、その法域からの
Fanplayrサービスへのアクセスは固く禁じられます。

d.

Fanplayrサービスには、お客様のオファーに含めることができるクーポンに関するサンプル文、およびユーザーのプライバシーや
お客様のオファーの法的免責事項に関するその他のサンプル文が含まれる場合があります。お客様は当該のサンプル文を自由に修
正または変更することができます。Fanplayrは、当該のサンプル文が適用されるすべての法的要件に準拠していること、適用法に
基づくお客様の法的責任を十分に限定すること、またはお客様の必要性を満たすことは表明または保証しません。当該のサンプル
文の使用は、お客様の自己責任で行うものとし、これについては各自の弁護士に相談するものとします。

e.

第9項に規定される場合を除き、FANPLAYRサービス、FANPLAYRデータ、FANPLAYR知的財産、および本契約に基づきFANPLAYRが提供す
るその他の資料およびサービス（FANPLAYRサービスのお客様による使用により達成される結果を含む）およびお客様のオファーに
既定の表現として含まれる法律用語は、適用法に認められる最大限の範囲において、明示的な、暗示的な、法定の、または取引過
程または商慣習から生じる保証なく、「現状のまま」提供されます。この保証には、黙示的保証、商品性、商品質、特定用途もし
くは使用への適合性、権利を侵害していないこと、品質、正確さ、生産性、能力、満足のいく結果の条件が含まれますがこれに限
定されません。FANPLAYRおよびそのサプライヤーとライセンサーはそのようなすべての保証を一切行いません。FANPLAYRはFANPLAY
Rサービスに含まれる機能が正しく、中断されることなく、エラーがないこと、また欠陥が是正されることやFANPLAYRサービスに有
害なコンポーネントがないことを保証しません。FANPLAYRは、お客様のオファーの数、質、もしくはコンテンツ、またはお客様の
オファーの納期については一切保証しません。お客様は、本契約およびお客様によるFANPLAYRサービスの使用により、最低限の収
益またはいかなる収益も発生する保証が一切ないことを理解し、認識します。

12. 責任の制限。
本契約からもしくは本契約に関連して生じるFANPLAYRの責任合計額は、訴因の発生日直前の1年間にわたりFANPLAYRサービスのお客様による
使用に関連してお客様がFANPLAYRに支払った料金を超えないものとします。またいかなる場合にも、損失または結果的、間接的、付随的、懲
罰的、または特別な損害（利益や収入の損失、事業の中断、情報の損失などの損害賠償を含みますがこれに限定されない）については、不法
行為、契約、その他の回復の理論に基づくものかどうかにかかわらず、当該の損害の可能性をFANPLAYRが知っていた、または知るべきであっ
た場合にも、FANPLAYRは一切その責任を問われないものとします。また、責任の制限は、限定的な救済措置の根本的な目的が果たされなかっ
た場合にも適用されるものとします。両当事者は、前述の制限が本契約に基づくリスクの適正な割り当てであることに合意します。
13. 損害賠償。
a.

お客様。お客様は、第三者が提訴した賠償請求、判決、または訴訟（以下、総称して「賠償請求」）、および以下のような賠償請
求または申し立てに起因する損害賠償、責任、経費、もしくは費用（妥当な弁護士費用を含む）（以下、総称して「損失」）の請
求からFanplayrを弁護、補償し、かつ免責します。(a) お客様のオファーまたはお客様によるFanplayrサービスの使用が (1) 適用
される法律、規制、司法もしくは行政措置、もしくは第三者の権利に違反している、(2) 詐欺的、虚偽的、中傷的、もしくはわい
せつである、または (3) 本契約に違反しているなどの申し立て、ならびに(b) お客様による第8項または第9(a) 項の違反に関連し
ている、(c) お客様のメディアまたはデータが第三者の知的財産権を侵害または悪用しているなどの申し立て。

b.

Fanplayr。Fanplayrは、お客様に対して起こされた賠償請求について、Fanplayrサービスが第三者の知的財産権を侵害していると
主張される場合に限り、弁護を行うか、その判断により和解とします。

c.

手続き。 被免責当事者は、知り得たすべての賠償請求を免責当事者に速やかに通知する（補償当事者に不利益となる場合を除き、
当該通知の不履行または遅延によって本契約に基づく補償当事者の義務が放免されないことが条件となります）とともに、(i) す
べての賠償請求の弁護または和解に関して免責当事者の費用負担で免責当事者と十分に協力し、(ii) すべての賠償請求の弁護に自
費で参加する権利を有します。被免責当事者は、免責当事者がすべての第三者賠償請求の弁護および和解を管理することに同意し

ますが、免責当事者が事前の書面による同意を得ることなく、被免責当事者に義務または責任が課されるような判決を黙諾したり
和解をすることはないことが条件となります。
14. 不可抗力。
支払い義務を除き、本契約に基づく各当事者の義務の遅延または不履行が、適切に制御できない状況により発生した場合、当該の遅延または
不履行についてはいずれの当事者も責任を問われないものとします。そのような状況には、火災、洪水、事故、地震、電気通信回線の故障、
停電、ネットワークの故障、天災、または労働争議（「不可抗力事象」）が含まれますがこれに限定されません。不可抗力事象が5営業日間
継続した場合、Fanplayrには本契約を解除する権利があり、これは通知を行った時点で有効となります。
15. 雑則。
a.

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務を再販売、譲渡、または移行することはできず、相手方当事者から事前に書面
による承認を得ることなく試みた本契約に基づく権利または義務の再販売、譲渡、または移行は無効となります。前述にかかわら
ず、Fanplayrは、Fanplayrの合併、資産売却、再編成、および再法人化に関連する場合は本契約を譲渡または移行することができ
ます。
前述を条件とし、本契約は、本契約の両当事者ならびに各自が許可した被譲渡人、継承者、相続人、および譲受人の利益のため、
法的拘束力を持ち、効力を生じます。
本契約（本契約にリンクされ、言及によって組み込まれる情報を含む）は、その記載事項に関し、当事者間の完全合意を構成する
ものであり、口頭または書面によるかを問わず、本契約以前に両当事者間で交わされたすべての通信、表明、了解、および合意の
すべてに優先します。
両当事者間の関係は独立請負人間の関係であり、本契約は両当事者間に代理店関係、提携関係、または合弁関係をもたらすもので
はなく、またそのようにみなされることはありません。
本契約は、法の抵触に関する原則に関係なくカリフォルニア州の法律に準拠します。両当事者は、本契約に関連して生じる賠償請
求、法的手続き、または訴訟がカリフォルニア州サンタクララ郡においてのみ提訴されることに合意し、両当事者は当該地域の裁
判所の専属管轄権に同意します。
本契約の修正は、書面にて両当事者により署名されない限り拘束力を持ちません。本契約の権利放棄または修正は、書面にて各当
事者により署名されない限り有効とならないものとします。
本契約の不履行または違反によりいずれかの当事者が権利を放棄しても、それはその他の、またはそれ以降の不履行または違反の
権利放棄にはなりません。
本契約のいずれかの条項が法的強制力がないとされた場合、残りの条項は引き続き効力を有します。
本契約に基づくすべての権利と救済措置は累積的なものです。
本契約に使用されている項または段落の見出しは、便宜上のものであり、当該の項または段落の解釈に使用しないものとします。
単数および複数は区別されません。いずれかの性別の言及にはすべての性別が含まれます。発話の文法の一部の言及には当該の発
話のその他すべての部分が含まれます。
本契約に基づき送達が必要とされる通知はすべて、配達証明付きの米国郵便にて郵便料金支払い済みで投函されてから3日後、翌日
配達便で送付された場合は1営業日後、および電子的に送信された場合は受領確認と共に即時に送達されたものとみなされます。お
客様への通知はすべて、登録時に提供された住所（お客様により適宜に更新可能）に送付されるものとします。またFanplayrへの
通知はすべて、本契約の第1段落の住所（Fanplayrにより適宜に更新可能）に送付されます。

本契約に関する質問や、理由にかかわらずFanplayrへの連絡を希望される場合は、support@fanplayr.comまでお問い合わせください。

別紙A
標準形式加入者契約書
本書は、お客様とFanplayr（またはその子会社もしくは販売店）との間で署名済みの加入者契約が締結されていない場合に適用されます。

加入者契約書
以下に記載されるお客様の電子商取引サイト（以下、「サイト」といいます）において Fanplayr サービス（以下、「サービス」といいます）を実施および履行するための
Fanplayr, Inc.（以下、「Fanplayr」といいます）と以下に記載される「お客様」との間の契約条件は次のとおりです。
Fanplayr サービス：
Fanplayr, Inc. は以下に同意します。
(i)

サイトにおいて初期のデータ収集を行い、お客様にデータ分析およびキャンペーン戦略の提案に関するレポートを提供する。

(ii)

サイトにおいてお客様の使用に供するサービスを提供する。

(iii)

Fanplayr が提供するシステムリソースを使用して実施される進行中サービスの継続的運営（1 日 24 時間週 7 日間）をサポートする。

(iv) キャンペーンの設定と維持、促進およびセグメント構成を含め、十分なキャンペーンサポートサービスを提供する。
(v)

指定のサポートスタッフメンバーによる電話または電子メールによる十分な対応を提供する。

契約期間および料金：
(a)

書面による別段の合意がある場合を除き、データ収集期間中およびキャンペーンの立ち上げ後、お客様は［毎月来訪者 100 万人につき$1,000、毎月最低
$300］の月額サービス料金を、部分的な月については日割り計算で Fanplayr に支払うことに同意します。

(b)

お客様は、サイトにてデータ収集が開始される日に支払い期限となる、「一回限り」の統合料金［金額は書面にて合意］を支払うことに同意します。

(c)

本契約の期間（以下、「当初の期間」）は 12 か月とします。

(d)

最初のキャンペーンの開始後、契約が履行される契約期間にわたり、お客様は、契約期間の初日からサービスを受け、当該期間の料金を Fanplayr に支払う
ことに同意します。

(e)

当初の期間が経過した時点で、本契約は当初と同じ期間（以下、「更新期間」）にわたり自動的に更新されます。本契約では、「期間」とは当初の期間とすべて
の更新期間を意味します。

(f)

いずれの当事者も、現行期間の末日に終了するための解約を書面による通知によりいつでも行うことができます。解約した場合、お客様は残り期間の各月に
対し、少なくとも月額料金（または月$300 のいずれか高い方）を Fanplayr に支払うことに同意します。

コミッション料：
お客様は、書面による別段の合意がある場合を除いては、Fanplayr プロモーションコードが使用された各注文/カート額（送料および税額を除く）の 5%を月額コミッ
ション料として Fanplayr に支払うことに同意します。
請求書：
(a)

Fanplayr は、毎月第 1 暦日に前月分の料金についてお客様に請求書を発行します。請求書には、コミッション料の対象となる注文項目と注文額が記載されま
す。

(b)

請求書の金額は 15 日以内に全額を支払われるものとします。

発効日：__________________________________________________

「FANPLAYR」
Fanplayr, Inc.

「お客様」（会社名） __________________________________________
お客様のサイト： ____________________________________________

830 Menlo Ave, Suite 201,
Menlo Park, CA 94025
署名欄： __________________________________________________
氏名（楷書）： ______________________________________________
役職名： __________________________________________________

住所： ____________________________________________________
____________________________________________________
署名欄： __________________________________________________
氏名（楷書）： ______________________________________________
役職名： __________________________________________________
請求先担当者： _____________________________________________
請求先担当者 E メール： ______________________________________
請求先住所： ______________________________________________
_______________________________________________
発注書番号（該当する場合）： __________________________________

