Fanplayr メディアサービス契約

本 Fanplayr メディアサービス契約（「本件契約」）は、貴 社 ウ ェ ブ サ イ ト に お け る
Fanplayr サ ー ビ ス の 開 始 日 （ 以 下 、「 契 約 発 効 日 」 と い う 。） 付 に て 、 貴 社 も し く
は 貴 法 人（「 貴 社 」） と法人 JAMU Inc.（所在地：東京都世田谷区下馬 6-14-18）
（以下、
「JAMU」
という。
）との間で締結される。
1. 定義
a. 「Fanplayr サービス」とは、登録と同時に適宜貴社が選択する Fanplayr のウェブベース
双方向サービスを意味し、総称して Fanplayr Targeted Conversions Platform と呼ばれるサー
ビスのことであり、現時点では下記から構成されている。ウェブブラウジングおよびオンライン
ショッピングの行動に基づき、ユーザーに対するより的確なターゲティングを可能にするデータ
分析システム「Smart & Targeted Offers」
（詳しくは、 [http://www.fanplayr.com/datasheets/]
の Smart & Targeted Offers DataSheet に記載）
、および買い物を途中で離脱しようと思われる
ユーザーをターゲットにするデータ分析システム「エグジットインテント」
b. 「マネージドサービス料金」とは、貴社利用のサービスレベルに応じ、かつ、JAMU との
貴社利用規約に規定の、月間のキャンペーンアプリケーションのホスティング、報告および分析
にともなう料 金 を意 味 する 。
c. 「オファーコード」とは、Fanplayr サービスを通して JAMU がユーザーの追跡およびタ
ーゲティングをすることを可能にする、貴社のウェブサイト、貴社の電子商取引サイト、貴社の
電子メール、貴社の Micro-site、貴社の Facebook ページ、貴社の広告、その他メディアに貴社
が実装し、組み込み、またはリンクをはった、Fanplayr Targeted Conversion Platform の一意
の HTML コード、これへのリンクもしくはアクセスを意味する。
d. 「オファーウォレット」とは、ユーザーが貴社オファーを蓄積、保存、検索および利用す
ることを可能にするソフトウェアを意味する。
e.

「
（両）当事者」とは、JAMU および／または貴社を意味する。

f. 「プロモコード」とは、JAMU が貴社オファーに適用する販売促進コードを意味する。
g. 「セットアップ料金」とは、貴社利用サービスレベルに応じ、かつ、JAMU との貴社利用
規約に規定の、 Fanplayr サービスの初期セットアップにともなう 料 金 を 意 味す る 。
h. 「ショッピングカート」とは、 ユーザーが購入するアイテムのリストを蓄積し、ユー
ザーが購入を決めた場合、当該購入を処理することを可能にする、貴社ウェブサイトに実装され
たオンライン買い物かごソフトウェアを意味する。
i. 「利用サービスレベル」とは、JAMU との貴社利用規約に記載のサービスレベルから、貴
社が選び、その対価を支払うサービスレベルを意味する。
j. 「サポート料金」とは、貴社利用サービスレベルに応じ、かつ、JAMU との貴社利用規約
に規定の Fanplayr サービスのサポート にともなう料金 を 意 味 す る。
k. 「契約期間」は、下記第 7 条に記載された意味を有するものとする。
l. 「トランザクション料金」とは、 貴社利用サービスレベルに応じ、かつ、JAMU との貴
社利用規約に規定の Fanplayr サービスの実施にともなう料金を意味する。

m. 「ユーザー」とは、貴社ウェブサイトの掲載物等を受け取り、これを閲覧し、これとや
り取りし、および／または、貴社オファーにあるオファー、プロモーションコード、クーポンを
受ける自然人を意味する。.
n. 「ユーザーデータ」とは、ユーザー特定可能データおよび／またはユーザー特定不能デー
タを意味する。
o. 「ユーザー特定可能データ」とは、Fanplayr サービスに関連して貴社オファーのユーザ
ーにかかわり収集される、個人を特定できる情報を意味する。
p. 「ユーザー特定不能データ」とは、Fanplayr サービスに関連して貴社ウェブサイトにか
かわり収集される、個人を特定できない情報を意味し、閲覧者およびユーザーに関する技術的情
報、印象、クリック数、ページビュー数、成約、日時、メディアソース、フォワーディング、コ
ストなどの関係指標のほか、Fanplayr サービスの提供で採用されているターゲット広告戦術とデ
ータソースを含む場合がある。
q. 「貴社メディア」とは、カスタマイズされた貴社オファーを制作するために、Fanplayr サ
ービス内のオファーまたは通知に加えられる、著作権で保護されるべき、または、商標登録され
た画像および／またはテキストを意味する。
r. 「貴社オファー」とは、Fanplayr サービスを利用して、貴社のために配信されるデジタ
ル広告を意味する。
s. 「貴社ウェブサイト」とは、貴社が Fanplayr サービスの適用を JAMU に要請した、貴社
が所有し、あるいは、貴社の支配下にあるウェブサイト、電子商取引サイト、マイクロサイト、
および／または Facebook のページを意味する。

2. Fanplayr サービス
a. Fanplayr サービスへのアクセス
i.該当するすべての本件料金（後で定義）の支払いを含むがこれに限定されず本
契約の条件に従って貴社が Fanplayr サービスを利用するとき、(1) Fanplayr サービスから出さ
れた貴社の要請に応じて、JAMU は、オファーコード、およびオファーコードを実行するための指
貴社オファーの貴社による制作、および該当する指示に従ったオファーコー
示を提供し、(2)
ドの実行後に、JAMU は、Fanplayr サービス付属のツールを使って、貴社から提供される指示なら
びに指図に従い、Fanplayr サービスから貴社オファーを提供すべく取引通念上合理的な努力を
払うものとし、また(3) JAMU は、契約期間中、Fanplayr サービスに関連して貴社オファーをカ
スタマイズする目的で、非独占的に、Fanplayr サービスにアクセスし、これを利用し、か
つ、 Fanplayr サービスの一部として、貴社オファーをユーザーに届けることができるよう、オ
ファーコードを挿入する許可を貴社に付与する。
ii.本契約の条件に従って貴社が Fanplayr サービスを利用するとき、
1) 貴社は、
JAMU が Fanplayr サービスと貴社ウェブサイトを統合するうえで必要なときに、貴社ウェブサイ
トショッピングカートを含め、貴社ウェブサイトへのアクセスを JAMU に提供することに同意す
るとともに、当該アクセスなしに、JAMU が Fanplayr サービスを提供できないことを理解し、ま
た (2) 当該統合を通して、JAMU は、ユーザーのブラウジングおよびオンラインショッピングの
行動を分析し、当該のブラウジングおよびショッピングの行動に基づき、貴社オファーのユーザ

ーに対するより的確なターゲティングを行うために、貴社ウェブサイトに専有的なアルゴリズム
ならびにツールを実装するべく取引通念上合理的な努力を払うものとする。
iii.JAMU は、JAMU と貴社利用規約に従い、Fanplayr サービスを貴社に提供する。

b. アカウントおよびパスワード： Fanplayr サービスは、Fanplayr サービスを管理するた
めのオンラインアカウントを貴社が作ることを可能にするメカニズムを搭載している。貴社は、
(1) アカウントのパスワードを秘密に保つこと、(2) Fanplayr サービスの貴社のアカウント
へのアクセスを制限すること、および(3) 貴社のアカウントまたはパスワードの下で起きるす
べての活動に対して単独で責任を負う。貴社のアカウントがもはや安全ではないと信じるに足る
根拠がある場合（例えば、アカウントの身分証明紛失、盗難、または不正な開示もしくは使用が
あった場合）
、貴社は直ちに、info@jamuinc.ne.jp に電子メールを送信して、JAMU にその旨を知
らせるものとする。貴社は、Fanplayr サービスの貴社のアカウントの不正使用により被った損失
に責任を負うものとする。
c. 貴社からのライセンス供与：本件契約の条件が守られることを条件に、貴社は、Fanplayr
サービスを提供するために、貴社から提出した通りに貴社メディアを複製、頒布および使用する、
非独占的な権利を JAMU に付与する。 これに加え、貴社は、本件契約の契約期間中、JAMU のウェ
ブサイト上およびマーケティング素材上を含め、Fanplayr サービスの顧客として貴社をリストに
掲載する目的で、貴社の名称ならびに商号、サービスマークもしくはロゴを使用する、非独占的
かつロイヤルティなしの権利を JAMU に付与する。
d. サポート：本件契約および該当する本件料金の支払いに基づき、JAMU は、合理的な努力
を払って、JAMU と貴社利用規約に従い、Fanplayr サービスにかかわるサポートサービスを提供す
るものとする。
3. データ
a. データ収集：自らによる Fanplayr サービスの提供に関連して、貴社は、貴社ウェブサイ
トについて、および貴社オファー、貴社ウェブサイトへのトラッキングピクセル、Cookie の実装、
その他追跡のための要素の追加を含むがこれらに限定されず、電子的手段で貴社ウェブサイトと
やり取りする第三者についての情報ならびにデータを収集、整理／集約、分析し、かつ、電子メ
ールアドレス、IP アドレス、Cokkie のデータ、Web リクエスト、ブラウザ情報、ブラウザの言語、
アクセス元のページ、イグジットページならびに URL、プラットフォームの種類、クリック数、
ドメイン名、ランディングページ、ページビュー数、ページビュー順、使用された掲載物等、ユ
ーザーの貴社ウェブサイトショッピングカートに入れられ、あるいは、これから削除されたアイ
テム、ユーザーのオファーウォレットに加えられ、または、これから利用された貴社オファー、
順番に関連するデータ、貴社オファーならびに貴社ウェブサイトとの対話（インタラクト）に費
やされた時間、Facebook、Twitter、その他のサイトでの貴社オファーのソーシャルシェアリング
に関連したデータ、Facebook、Twitter、その他のサイト経由で収集された人口統計データ、リク
エストの日時を含むがこれらに限定されず、ユーザーデータの収集を含む貴社オファーならびに
ユーザーにかかわる活動を追跡ならびにモニタリングするために、Facebook、その他のソーシャ
ルメディアサイトないしはその他のデータサービスからデータを収集する権限を JAMU に付与す
る。本件契約のいかなる条項も、JAMU が、Fanplayr サービスのために、いかなる方法であっても
ユーザーデータを使用することを制限しないものとする。

b. 報告：本件契約の条件に従い、JAMU は、 JAMU との貴社利用規約に従い、貴社およびユ
ーザーによる Fanplayr サービスの利用にかかわる報告書を提出すべく合理的な努力を払う。
c.
Fanplayr データ：貴社は、JAMU が本件契約の自らの履行に関連して収集し、または取
得するすべての（貴社から直接 JAMU に提供されるユーザーデータ（以下、
「貴社データ」という。
）
を除く）ユーザーデータ（以下、
「Fanplayr データ」という。
）は、貴社と JAMU との間において
は、JAMU の財産となることを認め、これに同意する。貴社は、当該 Fanplayr データへのアクセ
スを取得する範囲において、当該情報を、本件契約第 6 条に従い、JAMU の本件機密情報として扱
うものとする。貴社は、その他の目的で、あるいは、当該 Fanplayr データの情報源として JAMU
を明確に確認できるようにする形で、もしくは、適用法に違反するその他の形で、Fanplayr デー
タを使用しないことに同意する。貴社は、書面により、かつ、契約期間中いつでも、第 7 条に規
定のとおり、貴社ウェブサイトで収集されたユーザーデータの電子ファイルを、その時の当該物の
JAMU の契約価格で引き渡すことを JAMU に要求できる。当該の書面による要請および支払いを受領
してから 30 日以内に、JAMU は、貴社に当該電子ファイルを提供し、当該ユーザーデータを、貴社
の社内業務のみに使用する、永続的で非独占的、かつ世界的なライセンスを貴社に供与する。
d. JAMU によるユーザーデータの使用：JAMU は、 (i) 自らによる Fanplayr サービスの実
施に関連し、かつ、 Fanplayr サービスを向上させることを目的としたとき、および (ii) ベン
チマーク／統計／リサーチ／マーケティング分析結果、調査結果、報告書および研究結果をまと
めることを目的とし、かつ、貴社との関連性を特定、言及ないしは示唆しない匿名、かつブライ
ンド形式をとるときを除き、貴社以外のいかなる者にも、貴社ウェブサイトで収集したユーザー
データ販売その他の形で使用もしくは配布し、あるいは、貴社以外のいかなる者ともこれを共有
しないものとする。上述のところにもかかわらず、ユーザーデータは、JAMU の追加サービスを
貴社および貴社ウェブサイトのユーザーに届ける目的で、第三者のサービス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る。JAMU は、パフォーマンスのモニタリングおよび最適化を
明示的な目的として、ユーザーの画面上に貴社オファーのご く 一 部 を 表 示 し な い 権 利 を 留
保する。
e. プライバシーポリシー：貴社および JAMU は、その各々のウェブサイトに、自社のプライ
バシーポリシーを掲載し、自社のプライバシーポリシーを守り、また、当該ポリシーは適用法に
合 致 し た 内 容 と す る 。 貴 社 ま た は JAMU が、プライバシーポリシーの掲載を続けず、ある
いは、これを守らなかった場合、第 7 条にもかかわらず、それは、相手方当事者による本件契約
の即時解除の根拠となる。
f. データの保存：貴社および JAMU は、法に別段の定めのないかぎり、JAMU が、本件契約の
終了ないしは満了後に、ユーザーデータを保存する義務を負わないものとすることに同意する。

4. 所有権：本件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みなされないものと
する。
a. JAMU は、JAMU もしくはその代理として第三者が実施する Fanplayr サービスの実施にお
いて、JAMU がなす改良、修正、強化を含めた、Fanplayr サービス、関連の技術、ソフトウェアな
らびにマニュアル類、Fanplayr データ、および（貴社メディアのみを除く）それらに関係する知
的財産権（JAMU の本件機密情報も併せ、総称して、以下、
「Fanplayr 知的財産」という。
）に対す
る、すべての知的財産権を含む、すべての権利、権原および権益を保有し、また、これらを保有
するものとする。 JAMU は、本件契約において貴社に明示的に付与されていない、Fanplayr 知的

財産に対する、すべての権利、権原および権益を留保する。
b. 貴社は、貴社もしくはその代理として第三者がなす改良、修正、強化を含めた、貴社が所
有する貴社メディア、貴社ウェブサイト、技術、ソフトウェアならびにハードウェア、および
（Fanplayr 知的財産を除く）それらに関係する知的財産権（貴社の本件機密情報も併せ、総称し
て、以下、
「貴社知的財産」という。
）に対する、すべての知的財産権を含む、すべての権利、権
原および権益を保有し、また、これらを保有するものとする。 貴社は、本件契約において JAMU
に明示的に付与されていない、貴社知的財産に対する、すべての権利、権原および権益を留保す
る。
貴社は、Fanplayr サービスの機能性およびパフォーマンスに関する（その提供時に、
c.
貴社知的財産であると書面により貴社が指定するフィードバックを除く）フィードバックを JAMU
に行う場合、当該フィードバックを利用し、これを Fanplayr サービスに反映させ、また、その他
の形で当該サービスを向上させる、無制限で永続的、取り消し不能、世界的かつ非独占的で、ロ
イヤルティ―なし、全額支払い済み、譲渡可能、サブライセンス供与可能なライセンスを JAMU、
その承継人ならびに譲受人に供与する。

5. 料金および支払い
a. 料金： 貴社は、セットアップ料金、トランザクション料金、最低月額料金、マネージド
サービス料金、サポート料金（総称して「本件料金」
）を含め、JAMU と貴社利用規約に定められた
料金を JAMU に支払うことに同意する。
b. 支払い
i.
支払い情報：Fanplayr サービスの登録により、貴社が、PayPal の支払い
アカウントまたはクレジットカード情報を JAMU に提出する必要が生じる可能性がある。貴社は、
当該の PayPal のアカウントまたはクジド情報の提出により、
支払うべき本件料金を当該の PayPal
のアカウントまたはクレジットカードに請求する権限を JAMU に付与することに同意し、また、貴
社は、これを支払うことに同意する。
ii.
支払いの時期：セットアップ料金は、登録をもって直ちに、記録されて
いる支払方法に請求書を送付し、請求される。トランザクション料金および最低月額料金は、各
月末から 15 日以内に、記録されている支払方法に請求書を送付し、請求される。マネージドサ
ービス料金は、毎月、事前に、記録されている支払方法に請求書を送付し、請求される。貴社は、
開始前に、カスタマイゼーション、その他のサービスの請求書の金額を前払いし、また、定期的
な月額料金を、貴社が請求書を受領してから 15 日以内に支払う。支払期限を過ぎた金額には、1
ヵ月あたり 1.5%の利息が生じる。
c. トランザクション料金の算定およびプロモコードの使用：その月のトランザクショ
ン料金を算定するために、JAMU は、Fanplayr サービスと貴社ウェブサイトショッピングカートを
総合して、プロモコードを使用して行われた購入を追跡する。JAMU は、プロモコードに一貫した
形式を用いることに同意し、Fanplayr サービスを利用したキャンペーンの開始前に、貴社に当該
形式を知らせる。Fanplayr サービスは、プロモコードと、貴社または貴社の代理人がオンライン
クーポンに独自に適用する同様の販売促進コードとを区別することができない。そのため、JAMU
は、貴社が Fanplayr サービスとは無関係に、オンラインクーポンに販売促進コードを適用する範
囲において、貴社が、プロモコードとは異なる販売促進コードを使用することを勧める。 JAMU

は、プロモコードと同等の販売促進コードを貴社が使用した結果として、貴社に請求される本件
料金を返金しない。

6. 機密保持
a. 定義：
「本件機密情報」は、相手方当事者（以下、
「受領側当事者」という）に、直接・
間接を問わず、書面、口頭、視覚的方法で開示され、機密、専有的、またはこれに類するものと
して（書面・口頭を問わず）指定された、当事者（以下、
「開示側当事者」という）のすべての
情報もしくはデータを含む。ただし、その情報の性格から、一般的に取引通念上機密であるとみ
なされる場合には、情報を本件機密情報とみなすうえで当該の指定は必要ないものとし、かかる
情報は、(1) 営業秘密もしくはノウハウ、(2) 財務もしくは会計、(3) 技術、研究もしくは開発、
(4)社内のプロセスもしくは手順、(5) アルゴリズム、デジタルデータもしくは設計、(6) 事
業、経営、もしくはその企画、(7) 営業戦略もしくはマーケティング戦略、および(8) 支払い、
価格設定もしくは対価に関連した両当事者間の合意の条件、これらに関連した、本件契約に基づ
くものを含む、協議、交渉、オファーに関連する情報を含む。
b. 除外：本件契約の別段の記載にもかかわらず、
「本件機密情報」という用語は、 (1) 受領
側当事者がすでに知っていた情報、(2) 受領側当事者の責めに帰すべき事由なしに公知であった、
あるいは公知となった情報、(3) 開示側当事者から受領側当事者に伝えられた時点で、あるいは
その前に、守秘義務を負うことなく、受領側当事者が正当に所持していた情報、(4) 受領側当事
者の従業員もしくは代理人が、本件機密情報と関係なく、あるいは、これを参照せずに開発した情
報、または(5) 開示側当事者が、守秘義務を課すことなく、外部の第三者に伝えた情報を含まな
い。
c. 義務：受領側当事者は、類似の性格の自らの情報を保護するのと同じ方法で、ただし、い
かなる場合であっても、
合理的な注意の程度を下回らない注意を払い、
本件機密情報を保護する。
受領側当事者は、これを知る必要があり、かつ、本条のそれと最低限同等の、本件機密情報を保
護する効果を有する守秘義務および使用禁止義務に拘束される従業員、代理人、関連会社もしく
は第三者以外の、いかなる者にも本件機密情報を開示しないものとする。受領側当事者は、本件
契約で規定されている以外に、開示側当事者の本件機密情報を使用しない。上述のところにもか
かわらず、受領側当事者は、裁判所、その他の政府機関の有効な命令に応じて、それ以外の法も
しくは適用のある証券取引所規則の定めにより、あるいは、本件契約に基づくいずれかの当事者
の権利の確立に必要な場合、開示側当事者の本件機密情報を開示できる。ただし、その条件とし
て、開示側当事者と受領側当事者の双方は、当該情報の一般への開示を防ぐうえで必要な命令を
要求する。

7. 契約期間および契約終了：本件契約は、契約発効日から 1 年間有効に存続し、その後現期間が
満了する 60 日前までに更新解除がいずれかの当事者から通知されないかぎり、あるいはその他
の形で本件契約の定めに従い、本件契約が解除されないかぎり、さらに 1 年間自動的に更新され
る（当初の期間および更新後の期間を総称して「契約期間」という）
。JAMU は、自らの単独の自由
裁量で、いつでも、貴社に書面による通知を行うことで直ちに、Fanplayr サービスもしくはその
一部の内容を変更し、あるいは、この提供を止める権利を留保する。いずれの当事者も、相手方
当事者が本件契約に基づく自らの義務に違反し、非不履行側当事者からの書面による通知から 30
日以内に当該違反が是正されない場合、本件契約を解除できる。第 3 条(c)、第 3 条(d)、第 4 条、

第 5 条（契約期間中に生じる支払うべき金額について）
、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10
条、第 11 条ならびに第 13 条は、契約終了後も存続するものとする。貴社は、貴社オファーを実
行する貴社の義務が、本件契約の満了ないしは終了後も存続することを認め、これに同意する。

8. Fanplayr サービスの制約および制限
a. 貴社は、(1) Fanplayr サービスの完全性または履行を妨げたり、これを妨害したりしな
いこと、(2) Fanplayr サービス、それに関係するシステムないしはネットワークへの不正なアク
セスを試みないこと、(3) Fanplayr サービスの全部もしくは一部のリバースエンジニア リ
ングないしはコピーをする目的、または、いかなる形であっても Fanplayr サービス と
競合す る、 あるいは、 競合す る可能性のある サービ スないしは製品 を生み 出し、ま た
は、これに貢献する目的で、Fanplayr サービスを使用したり、これにアクセスした り し
ないこと、(4) 貴社による Fanplayr サービスの利用に関連して、意図的であれ、非意図
的であれ、適用のある地方、州、国ないしは国際的な法律に違反しないこと、(5) JAMU
から書面による事前の同意を得ずに、Fanplayr サービス（もしくは、それに由来する情報）
を再販売しないこと、または(6) 第三者の代わりに、当該第三者を拘束する法的権限を有さな
い場合でありながら、オファーまたは販売促進物を送らないことに同意する。
（貴社メディア中の第三者のコンテンツに対する知的財産権に基
b. 貴社は、 (1) 貴社が、
づくものを制限なしに含む）Fanplayr サ ー ビ ス に 関 連 し て 貴社メディアを使用するのに十分
な、貴社メディアに対する権利を有し、これを契約期間中維持すること、 (2) 貴社オファーおよ
び貴社ウェブサイトが、違法なドラッグの描写もしくは販売促進をせず、ポルノグラフィー、成
人向けコンテンツ、その他の暴力、違法な活動を奨励し、あるいは他者の権利を侵害するコンテ
ンツを含んでおらず、(3) JAMU が適宜出し、また、修正することがあり、JAMU のウェブサイト
に掲載される、Fanplayr サービスについての、容認できる JAMU の利用ポリシーに貴社が従うこと
に同意する。
c. 貴社および JAMU は常に、各当事者による、本件契約に基づく、その各々の義務の履行に
適用される連邦、州および地方の法律、条例、規則ならびに規約を順守する。貴社データを提供
し、かつ、 Fanplayr サービスを提供するため、JAMU に、貴社メディアへのアクセスを許可する
ことにより、貴社は、本件契約の規定に従った JAMU による貴社データならびに貴社メディアの使
用が、貴社のプライバシーポリシーに従っており、第三者との合意、
（CAN-SPAM 法を含む）適用法
もしくは適用のあるプライバシーポリシーに違反しないことを表明し、保証する。
d. Fanplayr サービスは、貴社が貴社オファーの一部として、クーポン、その他のインセン
ティブを作り、これをユーザーに提供することを可能にするメカニズムを搭載している。両当事
者の間においては、貴社が、すべての貴社オファーの条件を策定し、貴社オファーを受け付ける
こと、また、貴社オファーがユーザーに提供される法域における法的要件に、すべての貴社オフ
ァーが確実に準拠するよう取り計らうことに対して単独で責任を負う。貴社は、JAMU が、貴社オ
ファーの価額ならびに頻度を（貴社が選んだ一連のパラメータの中から）決定することに同意す
る。貴社は、現地法に準拠したクーポンを提供することに責任を負う。とりわけ、貴社オファー
のクーポンは、顧客のトラフィックおよび成約を増やすことを目的とした、製品ないしはサービス
の購入に対する合理的な割引き、またはささやかなインセンティブとなるべきであるが、いかなる
個人であっても、これに物理的な特典もしくは謝礼を提供する機会となってはならない。Fanplayr
サービスは、特定の範囲外の謝礼を検知し、モニタリングできるツールを搭載してはいるが、当

該ツールは、適切に動作しない場合があり、最終的には、貴社オファーにかかわる法令順守の確
保は貴社の責任となる。

9. 保証および免責事項
a. 相互：各当事者は、相手方当事者に、(i) 本件契約が正式に署名・交付され、また、その
条件に従い当該当事者に対して強制可能で、妥当かつ拘束力を有する契約に該当し、(ii) 本件
契約の署名、交付ならびに履行が、自らが当事者であり、あるいは、その他の形で自らを拘束す
る、その他の契約に違反しないことを表明し、保証する。
b. 貴社側：貴社は、(i) 登録時に貴社から提供されるすべての情報が、あらゆる点におい
て完全かつ正確なものであり、また、これが、本件契約の契約期間中にわたり、あらゆる点にお
いて完全かつ正確なものであるよう、この情報を速やかに更新するものとし、
(ii) 貴社が、貴社データならびに貴社メディアを使用し、および、これらの使用を許可す
るうえで必要な権利を有し、(iii) 貴社が、ユーザーデータの収集、使用ないしは処理に関連し
て、プライバシーならびにデータ保護にかかわる法令、あるいは貴社の社内プライバシーポリシー
を含むがこれに限定されず適用法を順守しており、かつ、これに違反しないものとすることを表明
し、保証する。上述の保証の違反があり、あるいは、この違反があると合理的に予想される場合、
JAMU が自らに責任が生じることを防ぐ必要が合理的にあるとみなせば、当社は、コモン・ロー上
ないしは衡平法上のその他の救済方法に加え、当社の単独の自由裁量で直ちに Fanplayr サービス
を一時停止する権利を有する。
c. JAMU 側：JAMU は、該当する業界の標準に合致した、専門の方法でサービスを提供するこ
とを表明する。
d. Fanplayr サービスは、JAMU が、カリフォルニア州内から管理し、運営する。JAMU は、
Fanplayr サービス上の素材／資料が、その他の場所においても適切であり、使用できるとの表明
をしない。アメリカ合衆国外からを含め、その他の場所から Fanplayr サービスにアクセスし、あ
るいは、これを利用することを選択する者は、自発的な意思でそれを行い、かつ、現地法が適用
される範囲において、現地法の順守に責任を負う。Fanplayr サービスのコンテンツもしくは実施
が違法であり、これが許可されておらず、あるいは、これに罰則が科される法域からの Fanplayr
サービスへのアクセスは、固く禁止される。
e. Fanplayr サービスは、貴社オファーに含まれる可能性があるクーポンに関する特定の文
例、その他のユーザーのプライバシーならびに貴社オファーの免責事項に関する特定の文例も搭
載している。 当該文例については、貴社が自由に変更ないしは改変できる。JAMU は、当該文例、
または、Fanplayr サービスの一部として貴社オファーに含まれているゲームが、適用のあるすべ
ての法的要件に準拠しており、適用法に基づく貴社の責任を十分に制限するものであり、あるい
は、その他の形で貴社のニーズを満たすものであるとの表明もしくは保証をしない。貴社は、自ら
の危険負担で、当該文例を使用する。かかる問題については、貴社の弁護士と相談されたい。
f. 本第 9 条に規定されている場合を除き、貴社による Fanplayr サービスの利用により得ら
れる成果を含む、Fanplayr サービス、Fanplayr データ、Fanplayr 知的財産、その他の本件契約
に基づき JAMU が提供する素材／資料ならびにサービス、および貴社オファーに、既定の文として
含まれる法律用語は、適用法が認める最大限の範囲において、商品性、商品としての適格性、特
定の目的にもしくは用途についての適合性、他者の権利の非侵害、品質、正確性、高生産力もし

くは生産能力、および満足のいく成果の黙示の保証および条件を含むが、これに限定されず、明
示・黙示を問わず、法定の保証であれ、あるいは取引の過程ないしは取引慣行に起因する保証で
あれ、いかなる種類の保証もなく、
「現状のまま」提供される。JAMU およびそのサプライヤーな
らびにライセンサーは、すべての当該保証を排除する。JAMU は、Fanplayr サービスに搭載された
機能が適正であり、中断されることがなく、もしくはエラーを起こさないこと、不具合が修正さ
れること、あるいは Fanplayr サービスには有害な要素が含まれていないことを保証しない。JAMU
は、貴社オファーの数、品質もしくはコンテンツ、あるいは貴社オファーを配信する時期について、
いかなる保証もしない。貴社は、本件契約および貴社による Fanplayr サービスの利用の結果とし
て、いかなる最低レベルの収入、あるいはいかなる収入も生じるとの保証がないことを理解し、
これを認める。

10. 責任の制限：本件契約に起因ないしは関連した JAMU の責任の総額は、請求原因が生じた日か
ら 1 年間の間に、貴社が Fanplayr サービスの利用に関連して JAMU に支払った本件料金の金額
を超えないものとし、また、いかなる場合であっても、JAMU は、いかなる損失、または（逸失利
益、逸失収入、事業中断、情報消失などに対する損害賠償を含むがこれらに限定されず）派生的、
間接的、付随的、懲罰的、特別な損害、懲罰的損害賠償につき、JAMU が当該損害の可能性につい
て知っていた、あるいは知っていて然るべきであったとしても、また、それが不法行為、契約、
その他の理論ないしは財産回復に基づくものであろうとも、責任を負わないものとする。当該制
限は、救済の限定の本質的目的の欠如にもかかわらず、適用されるものとする。両当事者は、上
述の制限が、本件契約に基づく、危険の合理的な配分に相当することに同意する。

11. 補償
a. 貴社側： 貴社は、第三者がもたらした請求、判決その他司法手続き（以下、総称し
て「第三者請求」という。
）に起因し、および
(a) 貴社オファーおよび／または貴社による Fanplayr サービスの利用が、(1) 適用
のある法令、司法措置もしくは行政措置に違反し、あるいは第三者の権利を侵害し、(2) 詐欺的、
誤解を招く、中傷的、ないしは、わいせつな内容であり、あるいは
(3) その他の形で本件契約に違反しているとの、(b) 第 8 条および／または第 9 条
(a)の貴社による違反に関係した、および／または(c) 貴社メディアおよび／または貴社データ
が第三者の知的財産権を侵害し、または不正利用しているとの請求ないしは主張に起因する損害
賠償額、損害賠償責任額、費用ならびに（合理的な弁護士料を含む）経費（以下、総称して「損
失額」という。
）につき、JAMU を防御し、補償し、これに損害を与えない。
b. JAMU 側：JAMU は、貴社に対してもたらされた第三者請求につき、Fanplayr サービス
が第三者の知的財産権を侵害していると、そ れ が 申 し 立 て る か ぎ り に お い て 、 防 御 し 、
あるいは、自らの自由裁量で、和解する。.
c. 手続き：被補償側当事者は直ちに、自らが気付いたすべての第三者請求を補償側当
事者に知らせ（ただし、当該通知の不履行もしくは遅延があっても、本件契約に基づく補償側当
事者の義務は、当該当事者がかかる不履行もしくは遅延により損害を受ける場合を除き、解除さ
れない）
、また、(i) すべての第三者請求の防御もしくは和解に関連して、補償側当事者の費用
負担で、補償側当事者に合理的な協力をし、かつ (ii) すべての第三者請求の防御に自らの費用

負担で参加できる。被補償側当事者は、すべての第三者請求の防御および和解を補償側当事者が
支配でことに同意する。ただし、補償側当事者は、被補償側当事者に義務もしくは責任を課す判
決あるいは和解の場合、
被補償側当事者の書面による事前の同意なしに、
かかる判決を黙諾せず、
あるいはかかる和解をしない。
12. 不可抗力：支払い義務を除き、いずれの当事者も、本件契約に基づくその各々の義務の履行
の遅延ないしは懈怠に対して、当該の遅延ないしは懈怠が、火災、洪水、事故、地震、電気通信
回線の障害、停電、ネットワーク障害、天災もしくは労働争議を含むが、これに限定されない、
その合理的な支配を超える状態（以下、
「不可抗力事由」という。
）に起因する場合、責任を負わ
ない。不可抗力事由が 5 営業日間続いた場合、JAMU は、本件契約を解除し、通知をもって直ちに
効力を発する権利を有する。
13. 雑則：いずれの当事者も、本件契約に基づく、自らの権利または義務を再販売、譲渡もし
くは移転できず、相手方当事者の書面による事前の承認なしに、本件契約に基づく、当該の権
利または義務を再販売、譲渡もしくは移転する試みは、無効となる。前述のところにもかかわ
らず、JAMU は、JAMU の合併、資産売却、再建および／または再法人化に関連して、本件契約を
譲渡ないしは移転できる。 上述のところに従い、本件契約は、本件契約両当事者、およびその
各々の許容された譲受人、承継人、相続人、権利の被割当人を拘束し、これらの利益になる。
本件契約は（これにリンクがはられた情報、ならびに、ここに言及することによりこの一部とな
る情報を含め）
、本件契約の主題に関する、両当事者間の全合意を構成するものであり、両当事
者間のかかる主題に関する本件契約締結前の口頭、書面によるすべての通信、事実表明、理解な
らびに合意に優先する。両当事者間の関係は、独立契約者のそれとし、本件契約は、いかなる形
であっても、両当事者間に代理、パートナーシップもしくはジョイントベンチャーを生じさせ
ず、あるいは、これを生じさせるとみなされない。本件契約は、抵触法の原則にかかわらず、東
京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。両当事者は、本件契約に関連して起こ
されるいかなる請求、法的手続きもしくは訴訟も、日本でのみ提起されることに同意し、ま
た、両当事者は、当該裁判所を専属的管轄裁判所とすることで合意する。本件契約のいかなる
変更も、両当事者が署名を付した書面により行われないかぎり、拘束力を有さない。本件契約
に対する権利の放棄もしくはこの変更は、両当事者が署名を付した書面により行われないかぎ
り、効力を有さない。本件契約の不履行もしくは違反に対する権利をいずれかの当事者が放棄
したとしても、それは、その他、ないしは、その後の不履行もしくは違反に対する権利の放棄
にはあたらない。本件契約の一部の条項が執行不能と判断された場合においても、その他の条
項は有効に存続する。本件契約に基づく、すべての権利ならびに救済方法は重複的である。各
条もしくは各項の見出しは、参照のためのみに表記されており、その解釈に用いてはならな
い。本件契約に基づき送達される必要のある通知は、郵便料金を前払いで、配達証明付き郵便を
利用し、日本国内で投函されてから 3 日後に、翌日配達便で送付された場合には 1 営業日後に、
また、電子的手段により送信され受領が確認された場合には送信後直ちに、送達されたとみなさ
れる。貴社宛てのすべての通知は、登録時に知らされた（また、貴社より適宜更新されることが
ある）住所に送付されるものとし、JAMU 宛てのすべての通知は、本件契約の冒頭に記載された
（また、JAMU により適宜更新されることがある）住所に送付される。

