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Eight マーケティングサービス規約 

 

第1条 （規約の適用） 

Eight マーケティングサービス規約（以下「本規約」という）は、お客様から Sansan 株式会社（以下

「当社」という）に対してお申し込みいただく Eight マーケティングサービス（以下「本サービス」と

いう）に関する基本的な事項を定めたもので、本規約に基づく個々の広告配信契約（以下「広告配信契

約」という）について適用されるものとします。なお、本規約と広告配信契約の内容に矛盾がある場合

は、広告配信契約が本規約に優先するものとします。 

 

第2条 （広告配信契約の内容・成立） 

1. 当社は、当社が運営する「Eight」と称するウェブサイト及び各種アプリケーション（以下「Eight

サイト」という）及び当社が契約する外部広告媒体（以下「外部広告媒体」という）にて、本サー

ビスを提供するものとし、広告配信契約の内容に応じて本サービスに関する広告効果の分析等の

レポートティング業務を行うものとします。 

2. 広告配信契約には、本サービスの詳細を定めるものとし、お客様が本規約を承諾した上で、書面

又は電子メールに広告配信契約に必要事項を記載して当社に申し込み、当社が申込内容を審査の

上でお客様に承諾の意思を通知したときに成立するものとします。尚、当社又は外部広告媒体の

運営事業者（以下「外部事業者」という）による掲載審査の結果にかかわらず、広告配信契約成立

後の解約はできず、お客様の都合による解約が生じた場合は、広告配信契約で設定した広告料金

が違約金として発生します。 

 

第3条 （広告配信契約の必要事項） 

広告配信契約には、次に定める本サービスの提供に関する必要事項を定めるものとします。 

(1) 広告商品 

(2) 期間 

(3) 広告掲載媒体 

(4) 広告料金 

(5) 課金形態 

(6) 支払い条件 

(7) その他広告配信契約の遂行に必要な事項 

 

第4条 （規約・契約内容の変更） 

1. 当社は、変更日の 30 日以上前にお客様に対し通知することをもって、本規約を変更することがで

きるものとします。その場合、通知において指定された期日以降は変更後の本規約が適用されま

す。ただし、通知後変更日の前日までに、お客様から本規約の変更について異議があるとの意思

表示が書面でなされた場合にはこの限りではありません。 

2. 前項の定めにかかわらず、既に成立している広告配信契約については、申込日における本規約の

内容が適用されるものとします。 

 

第5条 （お客様が広告代理店である場合） 

お客様が、最終顧客である広告主、利用者等（以下「最終顧客」といいます）から発注を受けた広告代

理店（以下「広告代理店」といいます）である場合、次の各号の定めが適用されます。 

(1) 広告代理店であるお客様は、本規約を遵守するとともに、広告代理店特有の義務を除く本規



 2 / 7 

 

約のすべての条項が最終顧客に対して適用されることを確認、同意するものとし、広告代理

店として必要な対応をするものとします。 

(2) お客様は、最終顧客からお客様に対して支払いがされたか否かにかかわらず、当社に対し、

個別契約に定める通りに広告料金等を支払う義務を負うものとします。 

 

第6条 （手数料等） 

振込手数料、並びに消費税及び地方消費税（以下、消費税と地方消費税を合わせて「消費税等」という）

はお客様が負担するものとし、広告配信契約の期間中に消費税等の変更があった場合には、変更後の

税率が適用されるものとします。 

 

第7条 （広告原稿） 

1. 広告原稿の作成及び決定は、原則としてお客様により行われるものとし、当社は本規約および広

告配信契約に定めるもののほか、広告原稿について一切の指示、要求又は請求を行う権限を有す

るものではありません。 

2. お客様は、広告原稿及び広告原稿からのリンク先（ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブ

サイトなどを含み、以下「リンク先」という）に関し、一切の責任を負うものとし、当社に対し、

次に定める事項を保証するものとします。 

(1) 当社が別紙 1 に定める「広告掲載基準」及び外部事業者が別に定める広告掲載基準に適合す

ること 

(2) 当社が別紙 2 に定める「掲載禁止内容」及び外部事業者が別に定める掲載禁止内容に該当し

ないこと 

3. 前項の定めにかかわらず、広告原稿及びリンク先が、第三者の権利を侵害するとして、何らかの

請求、異議申し立てがなされ、若しくは訴訟が提起される等の紛争が生じた場合、お客様は自己

の責任と費用負担において、一切を処理解決し、当社に迷惑、損害を及ぼさないものとします。 

 

第8条 （外部広告媒体への掲載） 

1. 外部広告媒体における広告配信サービスの提供は、外部事業者から広告掲載許可が得られること

をもって行われます。広告掲載許可の判断は外部媒体社が行うものであり、当社は外部事業者に

よる広告掲載許可について一切の保証を行いません。 

2. お客様は、外部事業者が定める広告掲載基準、利用規約その他の利用条件または第三者が有する

知的財産権等により、広告掲載後の修正を行うことができない場合があることをあらかじめ承諾

するものとします。 

3. 当社は外部事業者が取り扱うコンテンツについて、一切の指示、要求又は請求を行う権限を有す

るものではなく、外部事業者が取り扱うコンテンツについて一切の責任を負いません。 

 

第9条 （広告配信停止） 

当社は、広告配信契約が成立した後又は広告が配信された後においても、広告原稿が次の各号に定め

るいずれかの事由に該当した場合、お客様に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責

任を負うことなく当該本件広告の配信を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。な

お、この場合、お客様は、当該広告配信契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではあ

りません。 

(1) 第７条 2 項に規定する保証義務に違反し、若しくは客観合理的にそのおそれがあると当社が

判断した場合 
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(2) 第三者の権利を侵害し若しくは適用される法令に違反し、又は客観合理的にそのおそれがあ

ると当社が判断した場合 

(3) その他、広告やリンク先の内容が不適切であると当社または外部媒体社が判断した場合 

 

第10条 （非保証） 

当社は本サービスについて、次の事項につき何ら保証しないものとします。 

(1) お客様の売上又は成果向上等特定の目的に適合すること 

(2) ソーシャルメディア上に掲載される広告に関し、当該広告に隣接するコンテンツが暴力的、

卑猥な表現その他当該広告にとって不適切な内容を含まないこと 

(3) 外部事業者が現状と同様のサービスを継続的に提供すること 

 

第11条 （再委託） 

当社は、広告配信契約の全部又は一部の作業を、当社の責任において第三者に委託できるものとしま

す。この場合、当社は委託先に対して、本規約と同等の義務を負わせ、一切の責任は当社に帰属しま

す。 

 

第12条 （本件広告に関する権利の帰属等） 

1. お客様が当社に提供する、コンテンツ、技術、すべてのイメージ（バナーや商標なども含む）に関

する権利は、すべてお客様に帰属するものとし、当社は、Eight サイト内及び外部広告媒体で本サ

ービスを提供する目的の範囲内でのみ、その利用を許可されるものとします。 

2. 当社は、本件広告の配信状況、本件広告の効果その他の本サービスの利用に関する情報（以下「利

用情報」といいます）について、本サービス及び当社が提供するその他のサービスのために利用

することがあります。利用情報を当社において分析した結果及びこれにより当社が独自に作出し

た情報についても同様とします。 

3. 当社は、お客様からの特段の申し入れのない限り、お客様を本サービスの事例企業として公開す

ることができるものとします。 

 

第13条 （秘密保持） 

お客様及び当社は、広告配信契約を通じて知り得る、相手方より秘密と指定された秘密情報を、既に公

知となっている情報は除き、相手方の事前の承認なしには一切外部に公表することはないものとしま

す。ただし、当社は、集計された統計情報は、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表

できるものとします。 

 

第14条 （停止、変更、修正、追加、削除） 

当社は、いつでも Eight サイトの内容を停止、変更、修正、追加又は削除することができるものとしま

す。 

 

第15条 （責任の限定） 

1. 広告主は、次に定める免責事項について承諾するものとします。 

(1) 当社が、広告掲載期間中の毎日の配信及び日毎・時間毎の均等配信については何ら保証をす

るものではないこと 

(2) 広告を閲覧するユーザーの閲覧環境によっては、コンテンツを配信することができない、コ

ンテンツが正しく表示されない、コンテンツ内のリンクをクリックしてもリンク先へ誘導さ
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れない等の可能性があること 

(3) 当社はコンテンツの配信期間を保証するものではなく、広告配信契約に定める配信量が想定

期間内に消化されない場合には、配信期間の延長等の対応となること 

(4) 当社又は外部事業者による掲載審査の結果によっては、広告配信契約に定める期間通りに配

信を行うことができない可能性があること 

(5) 価格その他の商品仕様は事前の通知なく変更される場合があること 

2. 広告主は当社に対し、次に定める事項について求めることはできないものとします。 

(1) 複数のコンテンツを配信する場合においての配信比率の指定 

(2) 掲載されたコンテンツのスクリーンショットの提供 

 

第16条 （損害賠償） 

お客様及び当社は、本規約の定めに違反したことによって相手方に損害を与えた場合、通常且つ直接

の範囲内を上限として、当該損害を賠償します。 

 

第17条 （不可抗力） 

当社及びお客様は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、

法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による条例、規則、通達、行政指導その他の指導、

輸送機関の問題又は合理的な範囲内で管理の及ばない事柄などの不可抗力による本規約上の債務不履

行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。 

 

第18条 （遅延損害金） 

お客様が、広告配信契約に基づく金銭の支払義務を怠ったときは、支払うべき金額に対し適用される

法令に定める利率の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第19条 （広告配信契約の解除） 

1. 当社及びお客様は、相手方に以下に掲げる各号の何れかの事由に該当したときは、催告なしに広

告配信契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 

(1) 本規約又は広告配信契約の定めに違反したとき 

(2) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手

続、特別清算手続等の倒産処理手続（本契約締結後に改定若しくは制定されたものを含む）

の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受け若しくは自らこれらの申立をしたとき 

(3) 仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき（第三債務者としての場合を除く） 

(4) 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき 

(5) 合併によらずして解散したとき 

(6) 第 20 条の確約に違反したとき 

(7) その他、個別業務の遂行が困難になるおそれありと判断する相当の事由が生じたとき 

2. 前項に基づき広告配信契約が解除された場合、お客様は期限の利益を失い、ただちに広告配信契

約に基づく金銭を支払わなければなりません。 

 

第20条 （反社会的勢力の排除） 

1. 当社及びお客様は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当しない

ことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約する。 
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2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要

求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説・偽計・威力を用いて会社の信用

を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。 

 

第21条 （譲渡） 

当社又はお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、広告配信契約上の権利義務を第

三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。 

 

第22条 （裁判管轄の合意） 

当社及びお客様は、本規約に関する一切の訴訟又は法律上の紛争については、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23条 （準拠法） 

本規約の解釈・適用・履行については、日本法を適用するものとします。 

 

第24条 （協議） 

本規約に定めない事項、及び解釈につき疑義を生じた場合には、商習慣等による他、甲乙誠意をもって

協議し、信義誠実の原則に基づき円満解決を図るものとします。 

 

以上 
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【別紙 1】 

広告掲載基準 

 

1) ユーザーのビジネスやワークスタイルをより良くするサービス・商材の広告を掲載します。 

‑ 法人として、購入するサービス・商材 

 

2) 以下のサービス・商材に関する広告については掲載不可とさせていただいております。 

‑ 健康、美容、ダイエット食品系 

‑ 成人向けコンテンツ 

‑ 宗教、思想 

‑ 消費者金融、キャッシング等の賃金業、一部ローン・ファクタリング商材等、個人向け投資商材 

‑ 暴力団等反社会勢力に関連する商品、サービス 

‑ 当社事業の競合にあたると判断した商品、サービス 

‑ その他当社が掲載不可と判断するもの 

 

3) ユーザーが Eight を使用している時のモードを崩さない内容のクリエイティブを掲載します。 

‑ 過度に目を引かない内容のクリエイティブ 

‑ Eight のトーンと大きく外れない内容のクリエイティブ 等 
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【別紙 2】 

掲載禁止内容 

 

1) 暴力、賭博、麻薬、買春などの行為を肯定・美化するもの 

2) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの 

3) 性に関する表現、または性を連想させる表現で卑猥性の高いもの 

4) その他風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの 

5) 公序良俗に反しているもの 

6) 犯罪行為に結びつくもの 

7) 第三者の財産、プライバシーを侵害するもの 

8) 第三者に不利益を与えるもの 

9) 第三者を誹謗中傷しているもの 

10) 広告の表現とリンク先の内容が著しく異なるもの 

11) 明示的、暗黙に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を上げる比較表現、不公平

な基準による比較表現が含まれるもの 

12) 投機、射幸心を著しく煽るもの 

13) 医療、医薬品、化粧品において、薬事法の定めを遵守していないもの 

14) 非科学的、または迷信に類するもので、ユーザーを惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの 

15) 氏名、写真、談話及び商標、著作物等を無断で利用したもの 

16) 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの 

17) 詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの 

18) 宗教、政治、アダルトを増長するとみなされるもの 

19) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する恐れのあるも

の 

20) 紙幣・通貨(またそれに類似するもの)を連想させる表現があるもの 

21) その他法律に反しているもの 

22) 掲載先のイメージを著しく低下させる恐れのある表現のもの 

23) 人材採用を目的としたもの  

24) その他弊社が不適切と判断した内容 


