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一般取引条件書 

本一般取引条件書は、別紙 1 および 2 を含め（以下、合わせて「一般取引条件書」という）、

ゲームロフト株式会社（以下、「ゲームロフト」という）と広告主（または、当該広告掲載申

込書が広告代理店によってなされる場合は、広告代理店）（以下、「広告主」という）（また、

以下、個別には「当事者」、集合的には「当事者ら」ともいう）の間で締結される。  

 

 

1. 目的：  

本一般取引条件書により、ゲームロフトは、ゲームロフトまたは広告主が発表した、対象とな

るモバイルコンテンツ（以下、それぞれ「ゲームロフトコンテンツ」、「広告主コンテンツ」

という）において、広告掲載申込書に定める期間、広告主がゲームロフトに対して提供したと

おりのクリエーティブ素材、またはゲームロフトが作成したクリエーティブ素材を表示して、

広告主の商標とロゴのもとに、広告主のサービスや製品を宣伝する広告（以下、「広告フォー

マット」という）の掲載を行うことができる（上記が本一般取引条件書の「目的」となる）。 

本一般取引条件書において、「広告フォーマット」とは以下の 2つを指す： 

i) バナー、インタースティシャルを含むクラシック広告フォーマット、およびゲームロフト

がクラシック広告フォーマットと定めたその他のフォーマット （以下、「広告クラシック

メディアフォーマット」という） 

ii) Mini Game、Form、Site、Motion Interstitial フォーマットを含むリッチメディア広告フォー

マット、および今後ゲームロフトが開発するその他の革新的フォーマット（以下、「広告

リッチメディアフォーマット」という）  

別紙 1および 2は本一般取引条件書の不可欠な要素を構成している。  

2. ゲームロフトの義務：  

(a) ゲームロフトは、該当の各広告掲載申込書に記載されている期間中、本

一般取引条件書の条件に従い、自らの裁量で、ゲームロフトコンテンツ（場合によっては広告

主コンテンツ）内における一定の広告用スペースを広告主に提供することに同意する。  

(b) 上記を促進するために、ゲームロフトは、本一般取引条件書に従い、広

告主に対して限定的なサービスを提供することに同意し、それによりゲームロフトは期間中、

本一般取引条件書に添付されている各広告掲載申込書で合意されたように、また別紙 2 で定め

られた業務範囲および技術仕様に従い、(i) 広告クラシックメディアフォーマット向けソフトウ

ェアコードのインストールおよび組み込み、(ii) 広告リッチメディアフォーマットの作成、開発、

および維持、(iii) 合意された広告フォーマットのゲームロフトコンテンツ（場合によっては広

告主コンテンツ）への掲載（以下、「サービス」という）を行う。広告主に提供されるサービ

スには、別紙 1 で定められた特別な条項（以下、「特別条項」という）に従って、広告配信、
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トラフィック作業、キャンペーン管理、一定のデータの提供といった標準的な広告管理サービ

スが含まれる場合がある。  

(c) ゲームロフトは、広告フォーマットやその利用に関して懸念を持たせる

ような理由または合理的な要因がある場合は、いつでも、通知なしに、いかなる広告フォーマ

ットも、そのサービスを一時停止および/または消去もしくは停止することができる。ゲームロ

フトはかかる一時停止、消去または停止を速やかに広告主に通知する。ゲームロフトは、直接

的間接的にかかわらず、当 2(c)項によるサービスの一時停止、消去または停止によって広告主

が被るいかなる収入の損失にも責任を負わない。 

3. 広告主の義務：   

(a) 広告主は、本一般取引条件書に従い、ゲームロフトに対し、ゲームロフ

トコンテンツ（あるいは場合によっては広告主コンテンツ）における広告フォーマットの制作

および掲載を目的として、各広告掲載申込書で指定された期限内に、ゲームロフトが随時指定

する仕様に沿ったクリエーティブ素材を提供することに同意する。 こうしたクリエーティブ素

材には、事前に広告主が入手したフォントや音楽トラックも含まれる場合がある。 

(b) ゲームロフトが広告主に対して広告リッチメディアフォーマットの承認

を求めた場合、広告主は 5 暦日以内に返答を行う。5 暦日以内に返答を行わなかった場合、当

該広告リッチメディアフォーマットは承認されたものと見なす。 

(c) 広告主はゲームロフトに対し、広告掲載申込書において広告リッチメデ

ィアフォーマットが掲載される広告主コンテンツのリストを提供する（その他のウェブサイト

やモバイルアプリケーションは除く）。 

4. 料金と支払：  

(a) 広告主は、期間中、ゲームロフトに対し、本一般取引条件書に添付され

た各広告掲載申込書に従って当事者らで合意された料金を支払わなければならない。 

(b) 10 c)項および広告掲載申込書に定めるとおり、キャンペーンを解除した

場合、広告主には違約金が課せられる。 

(c) 広告掲載申込書にて別途当事者らが合意する場合を除き、ゲームロフト

は、サービスの運営と保守に関するあらゆる費用を含み、かつこれらに限定されず、本一般取

引条件書のもとでサービスの提供を行い、また、義務を履行することに関連して発生するあら

ゆる費用や経費について全責任を負う。 

5. 権利の留保： 

(a) 広告主は、広告掲載申込書内に規定されている地域と期間において、明

示的に許諾されている限定的な権利に従い、本一般取引条件書にて具体的に定められていると

おりに、広告フォーマットを展開・使用する非独占的かつ譲渡不可能な権利をゲームロフトに

対して付与する。さらに広告主は、キャンペーン終了後、サンプルとしての目的のみで、ゲー

ムロフトが制作した広告フォーマットをその企業ウェブサイト、ブログおよびアプリケーショ

ン上に無期限で表示する権利をゲームロフトに対して付与する。 
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(b) ゲームロフトはゲームロフトコンテンツおよびそれに対するあらゆる追

加に関係するすべてのコンテンツ、デザイン、ソフトウェア、データベース、ルック＆フィー

ル、ユーザーインターフェイスおよびその他の要素と技術について、すべての権利、権原およ

び利益の独占的所有者である。またゲームロフトは、(i)ゲームロフトコンテンツ、サービス

（すべてのソフトウェア、ソースコード、変更、アップデート、追加を含む）、(ii)ゲームロフ

トが作成した広告クラシックメディアフォーマットのクリエーティブ素材、ならびに(iii)ゲーム

ロフトによって所有または管理され、広告主によって本一般取引条件書で利用可能とされるそ

の他すべての商標とロゴに関するあらゆる所有権を保持する。 

当事者らは、広告リッチメディアフォーマットは以下のもので構成されることを認め、これに

同意する。 

i) 広告主により提供されたクリエーティブ素材（すべてのドキュメント、イラスト、

デザイン、ネガを含み、かつこれらに限定されない）。これらは、広告主が独占的所有者であ

る。 

ii) ゲームロフトにより開発、作成およびデザインされたクリエーティブ素材（ソース

コード、ソフトウェア、イラスト、デザインおよび広告リッチメディアフォーマットの作成に

使用されたその他の要素など）。これらは、ゲームロフトが独占的所有者である。 

明確化のために付言すると、いずれの当事者も、本一般取引条件書の適用外、期間終了後あ

るいは早期終了後、他方当事者の書面による事前の許諾なしに、相手方が所有するクリエーテ

ィブ素材および広告リッチメディアフォーマットの一部を使用することは認められない。 

広告リッチメディアフォーマットの掲載終了後、ゲームロフトは広告主に帰属する書類、デ

ジタルコピー、あらゆるクリエーティブ素材またはその他のデータ、コンテンツまたは素材の

返却を速やかに行う。 

6. 保証および免責事項: 

(a) ゲームロフトは、広告主に対し、以下を表明し、保証する：(i) 広告フォ

ーマットが掲載されるすべてのゲームロフトコンテンツに表示されるコンテンツ、および広告

フォーマットに含まれ、ゲームロフトが提供するクリエーティブ素材はゲームロフト独自のも

のであるか、ゲームロフトがそれらを使用するために必要な権利をすべて保有し、あらゆる適

用法令を遵守していること; (ii) ゲームロフトが本一般取引条件書のもと、その義務を負い、履

行する権能と権限を有すること; (iii) ゲームロフトが知る限りにおいて、本一般取引条件書のも

とで、その義務を履行する能力を損なう可能性のある制限は現在存在しないこと、; および (iv) 

本一般取引条件書に基づくゲームロフトの義務の履行はすべての適用法令、規則および/または

規制に違反しないこと。 

(b) 広告主は、ゲームロフトに対し、以下を表明し、保証する：(i) 広告フォ

ーマットが掲載されるすべての広告主コンテンツに表示されるコンテンツは広告主独自のもの

であるか、広告主がそれらを使用するために必要な権利をすべて保有し、あらゆる適用法令を

遵守していること; (ii) ゲームロフトに提供され、広告フォーマットに含まれるクリエーティ

ブ素材はすべて広告主独自のものであるか、広告主がここで規定される目的でそれらの素材を

使用するために必要な権利をすべて有していること; (iii) 広告主が本一般取引条件書のもと、そ

の義務を負い、履行する権能と権限を有すること; (iv) 広告主が知る限りにおいて、本一般取引
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条件書のもとで、その義務を履行する能力を損なう可能性のある制限は現在存在しないこと; 

(v) ゲームロフトに提供され、広告フォーマットに含まれるクリエーティブ素材に以下のコンテ

ンツのいずれも含まれてはいないこと：みだらな、猥褻な、もしくはポルノグラフィーの素材、

ヘイトスピーチ、大きな物議をかもすコンテンツ、ドラッグ、タバコおよび喫煙に関するコン

テンツ、暴力を促進するコンテンツ、いずれかの適用法令、規制もしくは第三者の権利に違反

するコンテンツ、および第三者もしくは第三者が提供する製品もしくはサービスに対して非難

する、からかう、傷つける、嫌がらせをする、脅迫する、中傷する、もしくは誹謗するコンテ

ンツ; (vi) ゲームロフトに提供され、広告フォーマットに含まれるクリエーティブ素材がウイル

ス、スパイウェア、アドウェアもしくは悪質なコードを含まず、また拡散せず、またその他の

方法をもって、ゲームロフトが第三者に提供するモバイルコンテンツとゲームに過度な負担を

かける、妨害する、損害を与える、または損なってはならないこと ; (vii) ゲームロフトに提供

され、広告フォーマットに含まれるクリエーティブ素材は配信が適法なものであり、第三者の

知的財産権を侵害しない、かつ、してはならないこと（商標、特許、著作権、肖像権、人格権、

もしくはその他のいかなる第三者の権利を含み、かつこれらに限定されない）、また、その他

の方法において、いかなる刑法も含む、いかなる適用法令及び規制に違反しないこと(児童オン

ラインプライバシー保護法を含む); また(viii) 本一般取引条件書に基づく広告主の義務の履行は

すべての適用法令、規則および/もしくは規制に違反しないこと。上記にかかわらず、特定の

国々の法令または規制においては、一部のプロダクトカテゴリーおよびサービス（アルコール

やたばこなど）の広告が禁止または規制の対象となるが、広告主は広告フォーマットのキャン

ペーンターゲットとするすべての地域の適用法令または適用規制を遵守することを表明し、保

証する。 

(c) 上記を除き、いずれの当事者もいかなる種類の保証をも行わず、またい

ずれの当事者も本一般取引条件書によって、明示または黙示を問わず、市場性、非侵害、特定

目的への適合性の保証および統一商事法典§ 2-312 またはいかなる類似の州法、規則、規制もし

くは条項において提供される保証も含め、すべての保証から免責される。国際物品売買契約に

関する国連条約は、本一般取引条件書には適用されない。 

7. 守秘義務：   

(a) 各当事者は他方から得た事業、技術および財務に関する情報はすべて開

示した当事者側の機密の所有物であることに同意する（以下、「機密情報」という）。本一般

取引条件書内で明記される場合を除き、受取側の当事者は開示側の当事者の機密情報の機密性

を守り、本一般取引条件書の目的以外での利用または開示をしない。受取側の当事者は自己の

情報保護と同程度の、ただし相当の注意以上の、注意をもってかかる機密情報を保護するもの

とする。受取側の当事者が次の情報であることを証明できる場合、本 7 条の義務は負わない：

(i) 受取側の当事者またはその従業員や職員の落ち度ではなく、既に制限なしに公に入手可能な

もの;  (ii) 開示側の当事者の事前の承認をもって開示されたもの; (iii) かかる情報を合法的に所有

している第三者より制限なしに受け取ったもの; (iv) 開示側の当事者による開示に先立ち、制限

なしかつ合法的に受取側の当事者が所有していたもの; または(v) かかる機密情報に接すること

なく受取側の当事者の従業員やコンサルタントが独自に開発したもの。上記にかかわらず、 受

取側の当事者は、裁判所またはその他の政府機関による有効な命令、適用されるあらゆる証券

取引所からの要求もしくは規制に応じて、あるいは本一般取引条件書に基づきいずれかの当事

者がその権利を有する場合、開示側の当事者の機密情報を開示する場合がある。ただし、開示

側の当事者および受取側の当事者ともに、機密情報の開示を防ぐための措置を求めることとす

る。 
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(b) ゲームロフトが掲載したプライバシーポリシーに従ってゲームロフトの

ためだけに収集すると説明を受けた個人ユーザーが提供する、個人を特定できるすべての情報

は、ゲームロフトの所有物であり、ゲームロフトが掲載したプライバシーポリシーおよび本一

般取引条件書別紙 1に従うものとする。  

8. 有限責任：本一般取引条件書で定められている補償義務を除き、いかなる場合

であっても、契約、過失、厳格責任、またはその他の法理論のもと、いずれの当事者も他方の

当事者に対して、次の責任は負わない：(I)本一般取引条件書の主題から発生したもしくは主題

と関係のある、特別、間接的、もしくは結果的な損害すべて; または(II)代替の商品もしくはサ

ービスの調達費用すべて。  

9. 補償：   

(a) ゲームロフトは、第三者から起こされる申立て、示談、または訴訟を原

因とした、以下に関するあらゆる責任、損害、費用および経費（合理的な弁護士費用も含む）

から、広告主を保護、補償し、かつ広告主を無害に保つことに同意する：(i)ゲームロフトによ

る本一般取引条件書上の重要な義務、表明もしくは保障の違反; および(ii)ゲームロフトコンテ

ンツが、管轄を有する裁判所により、第三者の知的財産権を侵害したもしくは悪用したと判断

された場合。広告主はこれらの申立てを受けた場合、必ず書面にて速やかにゲームロフトに通

知する。ゲームロフトは、広告主による支払いや義務の負担が必要となる解決や和解の場合は、

広告主の書面による事前の承認を得るものの、その場合を除き、広告主は、これらの申立ての

弁護および/または解決のすべてについて、ゲームロフトに単独の管理を認めなければならない。

また、広告主はかかる弁護において、ゲームロフトに対し、ゲームロフトの費用負担で合理的

な援助を提供しなければならない。上記にかかわらず、ゲームロフトは、以下に記載したもの

に起因する、いかなる損害についても法的責任を負わない。(1) 広告主により提供された詳細仕

様、素材または情報に基づき、ゲームロフトが行った広告フォーマットのカスタマイズ、また

は (2) 広告掲載申込書で規定された地域外で広告フォーマットを視聴したユーザー（規定され

たターゲットの範囲外で行われた広告フォーマットの視聴は、ゲームロフトに直接的に起因す

るとは見なされない）。 

(b) 広告主は、第三者に起因し、以下に関する、あらゆる責任、損害、費用

および経費（合理的な弁護士費用も含む）から、ゲームロフトを保護、補償し、かつ無害に保

つことに同意する：(i) 本一般取引条件書に記載されたあらゆる表明保証、もしくは責任も含み、

かつこれらに限定されず、広告主による本一般取引条件書上の重要な義務、表明もしくは保障

の違反; (ii)ゲームロフトに提供され、広告フォーマットに含まれる全てのクリエーティブ素材

もしくは関連コンテンツが第三者の知的財産権を侵害もしくは悪用しているという申立て;(iii) 

ゲームロフトに提供され、広告フォーマットに含まれる全てのクリエーティブ素材もしくは関

連コンテンツが名誉棄損もしくは中傷的、または第三者の権利を侵害している、もしくは法令、

規制、またはその他訴訟もしくは行政処分に違反しているという申立て;または(iv) 広告主コン

テンツについての、管轄を有する裁判所による、第三者の知的財産権を侵害したもしくは悪用

したとの判断。ゲームロフトはこれらの申立てを受けた場合、必ず書面にて速やかに広告主に

通知する。広告主は、ゲームロフトによる支払いや義務の負担が必要となる解決や和解の場合

は、ゲームロフトの書面による事前の承認を得るものの、その場合を除き、ゲームロフトは、

これらの申立ての弁護および/または解決のすべてについて、広告主に単独の管理を認めなけれ

ばならない。また、ゲームロフトはかかる弁護において、広告主に対し、広告主の費用負担で

合理的な援助を提供しなければならない。 
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10. 契約の期間および解除： 

(a) 本一般取引条件書は、広告フォーマットが当該広告に適用される広告掲

載申込書の条項によって管理されている限り、いずれかの当事者によって本一般取引条件書に

従って解除されるまで（以下、「期間」という）有効である。 

(b) いずれかの当事者は他方の当事者に対し、60 日前の書面による通知を送

付することで、その時点で有効な広告掲載申込書も含め、正当な理由がなくとも、本一般取引

条件書を解除することができる。一方の当事者が本一般取引条件書の重大な違反をし、違反を

していない側の当事者から違反の性質を合理的に読み取れる程度に詳細な説明を付した通知を

受け取ってから 15日以内にその違反を是正することができない場合、違反をしていない側の当

事者は本一般取引条件書およびその時点で効力のあるすべての広告掲載申込書を途中解除する

ことができる。 

(c) 広告主がキャンペーンのリリース前もしくはキャンペーン中、正当な理

由の有無に関わらず、キャンペーンの早期解除を行った場合、広告主には広告掲載申込書の規

定に応じた違約金が課せられる。 

(d) 上記にかかわらず、ゲームロフトは、広告主が上記 3 条または 6(b)項に

違反していると合理的に信じる場合、ゲームロフトコンテンツ内（もしくは場合によっては広

告主コンテンツ内）への広告フォーマット掲載を即時に一時停止することができる。 

(e) 本一般取引条件書の定めのうち、その性質や効果のために本一般取引条

件書の解除後も順守もしくは履行されなくてはならない、またはされることが意図されている

あらゆる条項もしくは義務は、本一般取引条件書の失効や解除後も有効であり、当事者ら、そ

の承継人、および譲受人を、その利益のために拘束する。 

11. 通知：本一般取引条件書に関連するすべての通知と要求は、手交された時点、

または郵便料金前払い、配達証明書付きの配達証明郵便か書留便をもって、速達で送られた場

合は、発送後 3日で、到達したとみなされる。  

12. その他：当事者はそれぞれ独立した契約者であり、またパートナー、合弁の参

加者、または他社の代理人としてではなく、独立した契約者として行動するものとする。本一

般取引条件書および、定められている権利、義務、ライセンスは当事者ら、当事者らの相続人、

承継人、譲受人、および遺言執行者に対して拘束力を持ち、かつその利益のために効力を生ず

る。いずれかの当事者が本一般取引条件書に関係する資産またはビジネスの大部分の合併、再

編成、売却に関連して本一般取引条件書を譲渡する場合を除いて、いずれの当事者も他方当事

者の書面による事前の許諾なしに、本一般取引条件書のすべてまたは一部を譲渡してはならな

い。上記にかかわらず、広告主は本一般取引条件書をゲームロフトの書面による事前の許諾な

しに、ゲームロフトの直接の競合他社に譲渡してはならない。本一般取引条件書は主題の件に

つき、当事者ら間の理解のすべてを定めるもので、口頭であれ書面であれ、その他すべての合

意と理解に優先する。双方の当事者らのために、署名を有する書面で行われない限り、本一般

取引条件書にいかなる変更、修正、権利放棄も行うことはできない。もし、本一般取引条件書

の一部が違法、または法的拘束力がないとされる場合も、本一般取引条件書が当事者らの本来

の意図をできるだけ正確に反映することができるよう、その部分のみ必要最小限な範囲で書換

え又は削除され、その余の部分は変わらず効力を維持する。本一般取引条件書は、抵触法にか
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かわらず、フランスの法令に準拠し、それに従って解釈されなければならない。各当事者はこ

れにより、本一般取引条件書およびその主題から発生する、またはそれらに関係するすべての

法的手続について、パリの裁判所の専属管轄権に服する。本一般取引条件書の権利を行使する

ための行動または手続において、勝訴等をした当事者が妥当な訴訟費用と妥当な弁護士費用を

回収する権利を有する。 
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別紙 1  

 

データ別紙 

1. 定義 

 

1.1 「ゲームロフトデータ」とはすでに存在している、作成された、収集された、またはゲー

ムロフトから広告主に提供された個人を特定できる情報（以下で定義するとおり）または

個人を特定しない情報（年齢、精度の低い位置情報、性別を含み、かつこれらに限定され

ない）を指し、パブリッシャーデータを含む。  

1.2 「個人を特定できる情報」とは、氏名、実際の住所、メールアドレス、電話番号、写真、

特定の場所などの高精度の地理的位置情報、クレジットカード情報、永続的識別子

（IDFA/IDFV を含む）、IP アドレスを含み、かつこれらに限定されず、場合によってはユ

ーザー名といった、ユーザー個人を特定する可能性を含む種類の情報を指す。  

1.3 「地域」 とは当該広告掲載申込書に記載されている地域を指す。  

2. ゲームロフトデータの使用 

2.1 ライセンス 

本一般取引条件書の条件を順守することを条件として、ゲームロフトは広告主に対し、当

該広告掲載申込書内に規定されている地域と期間において、ゲームロフトデータを使用す

る非独占的、個人的、 譲渡不可能、かつ、サブライセンス許諾不可能な権利を付与する。  

2.2 制限 

ゲームロフトは本一般取引条件書で明示的に許諾されていないすべての権利を留保する。  

特に、広告主がユーザープロフィールを作成または補足する目的（例：設定可能な興味を

追加する、ユーザーの行動プロフィールを位置データとともに作成する目的）、ゲームロ

フトの書面による事前の承認を得ることなしにゲームロフトデータを第三者に譲渡する目

的、または、ゲームロフトの広告用スペース以外の広告用スペースでユーザーを対象とす

る目的で、ゲームロフトデータを収集、分析、使用、販売、開示してはならないことを、

広告主は認め、同意する。 

2.3 所有権 

本一般取引条件書において明示的に許諾されたライセンスを除き、広告主とゲームロフトの

うち、ゲームロフトがゲームロフトデータのすべての権利、権原、利益を保持する。  

3. ユーザープライバシー 

各当事者がそのパートナーと提携する際、そのパートナーは法的に十分なプライバシーポリシ

ーを発表し、それを遵守する必要があり、また同様に十分な通知、変更通知、そしてオプトア

ウトを提供する必要があり、それらは適用法の要件を満たさなければならない。いずれかの当

事者が上記プライベートポリシーの発表もしくは遵守を怠った場合、他方の当事者により広告

掲載申込書が即時解除される場合がある。 
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4. 保証 

広告主は、地域に現在存在する又は将来公布されるオンライン行動広告自主規制ガイドライン

を遵守することをここに表明し、保証する。広告主は、対象地域において本一般取引条件書上

の自らの義務を履行すると同時に、児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）を含む、あ

らゆる適用法令を常に遵守しなければならない。広告主はそれゆえ以下の目的のためにゲーム

ロフトデータを使用したり、使用を許可してはならない：(a)行動ターゲティング広告を 13歳

未満のユーザーに向けて掲載すること 、もしくは 13歳未満のユーザー向けのゲーム内で掲載

すること; (b) 13歳未満のユーザーのプロフィールや、13歳未満のユーザー向けのゲームへの訪

問者のプロフィールを作成すること; または (c)13歳未満のユーザーから個人を特定できる情報

を、または 13歳未満のユーザー向けのゲームへの訪問者の個人を特定できる情報を集めること 

当事者らは、2018 年 8 月あるいはそれ以前に、EU 一般データ保護規則（規則（EU）2016/679）

上の条件に基づき義務を履行し、本一般取引条件書の修正に署名することに同意する。 

5. 個人情報保護実現のための協力 

広告主および/またはゲームロフトによるゲームロフトデータの収集、受領、および/または使

用について、いかなる第三者（消費者、自主規制機関、規制機関を含み、かつこれらに限定さ

れない）から切迫した申立てがゲームロフトにあった場合、広告主はゲームロフトに対して、

ゲームロフトがその事案を調査、回答、および/または解決するために必要と思われるあらゆる

合理的な協力、援助、情報を提供する。  
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別紙 2 

業務範囲 / 技術仕様書 


