Ad Generation 利用規約

第 1 条（定義）
1. 「Ad Generation 利用規約」では、使用する用語を以下のように定義します。
(1) 「当社」： Supership 株式会社
(2) 「本規約」：Ad Generation 利用規約
(3) 「本サービス」：「Ad Generation」と総称される、当社の SSP（Supply Side Platform）サ
ービス全般
(4) 「本システム」：本サービスを提供するためのシステム全般
(5) 「本広告」：本サービスで配信される広告
(6) 「利用者」：本サービスの利用者（アカウント登録をしている者をいいます。）
(7) 「本広告枠」：利用者又は第三者が運営する本広告の配信スペース
(8) 「本広告掲載メディア」：本広告枠を設置する利用者又は第三者が運営するサービス
（ウェブサイト、スマートフォン向けアプリサービスを含みますが、これに限られません。）
(9) 「本媒体料」：当社が利用者に対して支払う本広告を本広告掲載メディアに配信すること
の対価

第 2 条（同意）
1. 本規約は、本サービスを利用する全ての利用者と当社との間で、本サービスの利用について
の基本的な事項を定めるものです。
2. 本サービスにおいては、提供するサービスに応じて、個別の規約、約款、その他のガイドライ
ン等（以下「個別規約」といいます。）が定められている場合があります。個別規約は、本規約
の一部を構成しますが、本規約と個別規約が抵触する場合は、個別規約が優先するものと
します。
3. 当社は、本サービスの円滑な運用のために、本規約及び個別規約の全部又は一部について、
利用者の承諾なくして、利用者に通知することをもって、これを改定することができるものとし、
本サービスの管理画面上に提示した時に効力を生じるものとします。

4. 利用者が、本サービスを利用するには、本規約及び利用するサービスに関係する個別規約
の全てに同意し、誠実に遵守していただく必要があります。なお、本サービスを利用した利用
者は、利用時点における本規約及び関係する個別規約の全てに同意したものとみなします。
5. 本規約に定める条件と異なる条件を定める場合には、当社と利用者との間の書面によっての
みこれを変更することができるものとします。

第 3 条（本サービスの利用）
1. 利用者は、本サービスで提供される情報等の完全性、正確性、有用性、及び合目的性につい
て、自己の責任で判断するものとします。当社は、これらについて万全を期していますが、こ
れらを保証するものではありません。
2. 利用者は、本サービスを利用するのに必要となる電気通信設備・機器、システムハードウェ
ア・ソフトウェア等（以下「電気通信設備等」といいます。）について、全て自己の責任と費用負
担で用意するものとします。

第 4 条（意思表示）
1. 本サービスにおける利用者と当社との間の連絡は、本規約に特段の定めがない限り、原則と
して、本システム上又は本システムに登録いただいた電子メールにて行うものとします。
2. 当社は、登録された ID 及びパスワードによりログインされた者による本システム上の意思表
示について、当該登録 ID を有する利用者の有効な意思表示であるとみなします。
3. 利用者は、当社との間の電子メールの送受信を適法かつ適切に行うことのできる環境を自ら
の責任と負担で準備するものとし、正当な理由なくして、当社からの電子メールを受信できな
い状態にすることは認められないものとします。
4. 利用者と当社との間の連絡その他に関する意思表示は、本規約に特段の定めがある場合を
除き、当該電子メールその他の電子的方法による意思表示が相手方に到達（サーバーに受
信したことをいい、発信後通常到達すべき期間の経過をもって受信したものとみなし、以下同
様とします。）し、これに対する確認又は承諾の意思表示が到達した時点で、その効力が生じ
るものとします。但し、連絡事項に関する意思表示を発信後、当社の 5 営業日以内に、確認
又は承諾の意思表示が到達しなかった場合には、当社の 5 営業日経過をもって、効力が生
じるものとします。なお、本項について、本規約その他で特段の定めがある場合には、この限
りではありません。

5. 当社は、利用者が法人その他の団体である場合において、当該法人その他の団体に帰属す
る個人（雇用形態その他団体との帰属関係を問いません。）による本サービスに関する全て
の意思表示は、当然に、当該法人その他の団体による有効な意思表示であるとみなし、当
該意思表示に対する効果は、全て当該法人その他の団体に帰属するものとします。
6. 当社は、利用者と本広告掲載メディアの運営者が異なる場合、当該利用者と当社間における
意思表示の効果は、その内容に応じて、本広告掲載メディアの運営者にも帰属するものとし
ます。

第 5 条（アカウント登録）
1. 本サービスの利用を開始するには、アカウント登録が必要です。
2. 本サービスの利用希望者は、当社所定のフォームに基本情報（以下「登録情報」といいます。）
を入力のうえ、当社に対してアカウント登録申請を行ってください。
3. 当社は、利用者の登録申請を受領した後、登録情報について、当社の定める審査を経て、ア
カウント登録の可否を決定いたします。
4. 当社が、利用希望者の登録申請を承諾し、ID を発行及び貸与した場合、利用希望者のアカ
ウント登録が完了したものとみなします。アカウント登録が完了したことをもって、当該アカウ
ント登録者を利用者とします。
5. アカウント登録の完了後、本規約に対する同意の意思表示が当社に到達した時点で、当社と
利用者との間に、本規約の各条項を内容とする本サービスの利用契約（以下「利用契約」と
いいます。）が成立するものとします。
6. 利用者は、登録情報に変更等が生じた場合、直ちに当社の定める方法に従い、変更等を届
出なければなりません。なお、登録情報に誤り又はそのおそれがある場合であっても、当社
は、利用者に対する通知義務はないものとします。
7. 当社は、利用者が、前項に定める登録情報の変更等の届出を懈怠したことにより生じた全て
の事象について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
8. 当社は、利用者又は利用希望者に対して、登録情報の確認のため、書類（商業登記簿謄本、
住民票を含みますが、これに限られません。）の提出を求める場合があり、利用者又は利用
希望者は、当該要求に速やかに対応しなければならないものとします。なお、当該要求に応
じない場合には、当社は、アカウント登録を拒否し、又は既に登録されているアカウントを削
除することができるものとします。

第 6 条（本広告の配信）
1. 当社は、利用契約に基づき、本サービスの仕様に従い、本広告枠に本広告を配信します。な
お、本広告掲載メディア上のどこに本広告を配信するかについては、広告の完全な表示を損
なわない範囲で、利用者と当社が決定するものとします。また、利用者は、本サービスの仕
様を超えて、広告主を指定することはできません。
2. 利用者は、当社が前項の配信を行うために、当社が指定するアドタグを、当社が指定する場
所に貼り付けることとします。
3. 当社が配信した広告表示用の HTML コード又は CSS、バナー又はピクチャー等の広告素材
（以下「広告素材等」といいます）は、当社若しくは広告主、又は第三者に一切の権利が帰属
するものであり、利用者が、広告素材等を改変すること、及び広告サイズを変更することは、
理由の如何を問わず、一切禁止とします。
4. 当社が承認した本広告掲載メディア以外で、本サービスを利用した広告の掲載又はその恐れ
があることを発見した場合は、本規約第 21 条の定めを準用するものとします。
5. 利用者は、本サービスにおいて、当社が広告効果に関する基準を設定していることに同意す
るものとします。なお、当該広告効果に関する基準について、当社は一切これを開示・公表
いたしません。
6. 当社は、前項に定める広告効果に関する基準に従い、広告効果が著しく低いと当社が判断す
る状況が一定期間継続した場合には、当社は、本サービスの提供を拒否することができるも
のとします。なお、当社は、利用者に対し、当該措置に関する説明義務を負わず、利用者は、
当社に対し、一切異議申立を行わないものとします。

第 7 条（適切なカウント）
1. 当社は、掲載された広告に対して、適切にカウントを行うように最善の注意を払うものとし、そ
のカウントが適切か否かの判断は、当社が行うものとします。なお、当社は、適切なカウント
を行うために、不正対策システム及び本広告掲載メディアに対する目視により、管理及び監
視を行っており、利用者は、これに同意するものとします。
2. 短期間に同一人物により多数作成されたカウントや、携帯通信端末機、検索エンジン、自動
巡回ロボット等のロボットが作成したカウント、及び利用者が誤った設定をしているタグから
のカウント等については、前項のカウントからは除くものとします。また、あわせて、サーバー

のログファイルを提出するよう求めることができるものとします。なお、これらの不適切なカウ
ントにあたる恐れがある場合についても同様とし、かかる判断は、すべて当社が独自の判断
で行うものとし、これに関して、当社は、その理由等を開示する義務は負わず、利用者は、当
社に対し、一切異議申立を行わないものとします。

第 8 条（本媒体料の支払）
1. 当社は、利用者に対し、本広告を本広告枠に配信することの対価として、当社が定める基準
に従い本媒体料を日本円で支払います。
2. 当社は、毎月末日を締日とし、当該 1 ヶ月間の本媒体料を締め、締日の属する月の翌々月末
日（金融機関休業日の場合にはその前営業日）に、本媒体料とこれにかかる消費税及び地
方消費税相当額を、利用者が登録情報で指定する金融機関口座に振込送金して支払うもの
とします。なお、国内振込手数料は当社が負担しますが、海外振込手数料は利用者が負担
するものとします。（振込手数料実費を差引いた上で媒体料をお支払いいたします。）
3. 前項にかかわらず、締日における本媒体料が 3,000 円（税抜）未満の場合（支払口座が海外
口座の場合には 100,000 円（税抜）未満の場合）には、当社は、次の支払期日まで支払を留
保できるものとし、以後同様とします。但し、利用者からアカウント登録抹消の申請があった
場合、又は、当社が利用者のアカウント登録を抹消した場合には、当該事由が生じた月の
翌々月末日に支払うものとします。なお、本項に基づく支払留保について利息は付しませ
ん。

第 9 条（アカウント管理）
1. 本サービスのログインにあたっては、第 5 条で当社が貸与した ID 及びそれに伴い利用者が設
定するパスワードによる認証が必要となります。
2. 利用者は、ID 及びパスワードを善良な管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとしま
す。なお、ID 及びパスワードに関して、以下のいずれかに該当する使用をすることはできま
せん。
(1) 不正の目的をもって自ら使用すること、又は第三者に使用させること。
(2) 第三者に対し、貸与、譲渡、売買、担保設定をすること。
(3) 第三者と共有すること。

3. 利用者は、ID 又はパスワードの失念、漏えい、又は第三者による不正使用が判明した場合、
直ちに当社の定める方法に従い、その旨を連絡するとともに、当社からの指示に従い、適正
な処理を行ってください。
4. ID 又はパスワードの取扱に関して、利用者の管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正
使用、その他一切の行為により利用者に生じた損害は、当社の責めに帰すべき事由による
場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第 10 条（利用者情報の利用）
1. 当社は、利用者の登録情報、及び本サービスの利用にあたって登録又は提供された情報（以
下登録情報と合わせて「利用者情報」といいます。）を以下の目的で利用するものとします。
(1) 本サービスの運営（各種連絡を含みます）。
(2) 当社の商品又はサービス（本サービスを含みますが、これに限られません。）に関する
情報の提供。
(3) 本サービスの品質管理のためのアンケート及び分析。
(4) その他上記に付随関連する事項。
2. 当社は、利用者情報に含まれる個人情報（登録情報に含まれる個人情報を含み、以下同様と
します。）について、当社のプライバシーポリシーに基づき取扱うものとします。

第 11 条（アカウント登録の削除）
1. 利用者は、本サービスの利用の終了を希望する場合、当社所定の方法により、アカウント登
録抹消の申請をするものとします。
2. 当社は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約の全部又は一部を解除し、利
用者のアカウント登録を削除することができるものとします。なお、これらの判断は、全て当
社が独自に行うものとし、当社は利用者に対する説明義務は負わないものとします。
(1) 利用者からアカウント登録削除の申請を受けたとき。
(2) 利用者による本サービスの最後の利用から 1 年を経過したとき。
(3) 本規約又は個別規約に特段の定めがあるとき。
(4) 前各号のほか、アカウント登録を削除する必要があると当社が判断するとき。

3. アカウント登録を削除し、又は削除しなかったことにより、利用者に生じた損害について、当社
の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

第 12 条（広告掲載メディア基準）
1. 当社は、利用者によるアカウント登録の申請にあたり、申請された本広告掲載メディアについ
て、これを審査することができるものとし、本広告掲載メディアが以下のいずれか（以下「広告
掲載メディア基準」といいます。）に該当すると判断した場合、アカウント登録を拒否し、又は
既に登録されているアカウントを削除することができるものとします。
(1) 特定の第三者又は当社の知的財産権、著作権、肖像権、パブリシティ権その他の権利
を侵害している内容を含むとき。
(2) 特定の第三者又は当社の名誉、信用等を毀損する内容を含むとき。
(3) 特定又は不特定の第三者、又は当社に対する誹謗中傷的な表現が著しい内容を含む
とき。
(4) 反社会的な内容を含むとき。
(5) 違法な活動を支援又は助長する内容を含むとき。
(6) 内容が不明若しくは内容が無く、又は自動生成若しくは広告過剰等、ユーザーにとって
メリット（価値）がないとき。
(7) ユーザーに対して、不正にクリック行為や申込行為をさせる手法を含むとき。
(8) マルチ商法、無限連鎖商法等にかかわるとき。
(9) その他当社が不適当と判断する内容を含むとき。
2. 当社は、利用契約の成立後、その他本広告の配信後であっても、適時、本広告掲載メディア
を監視することができるものとし、広告掲載メディア基準に抵触することを発見した場合には、
利用者に対する事前の通知なくして、直ちに、以下に定める措置の全部又は一部を行うこと
ができるものとします。
(1) 利用契約の全部又は一部の解除（配信中の本広告の配信の停止を含みます）。
(2) 当社のサービス（本サービスを含みますが、これに限られません。）の全部又は一部の
提供の停止。
(3) 司法若しくは行政機関、又はこれに準ずる公的機関・団体等に対する連絡その他通
報。

3. 前二項についての判断は、全て当社が独自に行うものとし、当社は利用者に対する説明義務
等は負わないものとします。
4. 利用者は、本広告掲載メディアが広告掲載メディア基準に抵触することにより当社に生じた全
ての損害について、これを賠償しなければなりません。

第 13 条（禁止行為）
1. 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下のいずれかに該当する行為又はそのおそれ
がある行為（以下「禁止行為」といいます。）を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為。
(2) 本規約又は個別規約に違反する行為。
(3) 他の利用者、第三者、又は当社の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、
パブリシティ権等の正当な権利を侵害する行為。
(4) 他の利用者、第三者、若しくは当社の信用又は名誉を侵害する行為。
(5) 他の利用者、第三者、若しくは当社に不利益又は損害を与える行為。
(6) 本サービスに使用するシステム（プログラムを含みます。）の改変、翻案、リバースエン
ジニアリング等の解析・分析をする行為。
(7) 当社又は第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、
クラッキング行為、アタック行為、及び当社又は第三者の運用する電気通信設備等に支
障を与える方法若しくは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を
促進する行為。
(8) 本サービスの利用の目的の範囲を超えて、当社の事前の承認なくして、本サービスに
関連して営利を目的とする行為。
(9) 本サービスの円滑な運営を妨害する行為。
(10) 虚偽の利用者情報を登録又は提供する行為。
(11) 他の利用者又は利用希望者の利用者情報を不正に利用する行為。
(12) 故意に本広告の表示回数、クリック数、又は獲得数を作出する行為。
(13) 自動化された手段、不正な手段、又は詐害的な手段によって、間接又は直接に表示
回数、クリック数、又は獲得数を作出する行為。

(14) 本広告の表示回数、クリック数、又は獲得数を作出するために、ユーザーに対し、対
価、金銭、プレゼント、ディスカウント・ポイント等のインセンティブを提供する行為。
(15) その他当社が不適切と判断する行為。
2. 利用者が禁止行為を行った場合、前条第 2 項乃至第 4 項の定めを準用するものとします。
3. 利用者が禁止行為を行ったことに起因して利用者又は第三者に生じた損害については、全て
利用者が自己の責任と負担で対応するものとします。

第 14 条（契約上の地位の譲渡）
利用者は、当社の事前の書面による承諾なくして、利用契約上の地位並びに権利義務について、
全部であるか一部であるかを問わず、第三者に承継させ、若しくは第三者に譲渡し、引受け
させ、又は担保に供してはならないものとします。

第 15 条（秘密保持）
1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして、本サービスの利用にあたって知得した当
社の業務上、技術上、その他一切の秘密情報を公表又は漏えいし、若しくは第三者へ開示
し、又は本サービスの利用以外の目的に使用してはなりません。但し、以下に定める情報に
ついて、この限りでないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知の情報。
(2) 開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報。
(3) 開示を受けた時、既に情報受領者が適法に保有していた情報。
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した情
報。
(5) 開示を受けた情報によらず、単独で開発又は作出した情報。
2. 利用者は、当社からの要求があったときは、開示された全ての秘密情報及びその複製物を、
当社の指示に従い、当社に返却し、又は破棄するものとします。
3. 利用者は、本条に違反した場合、当該行為により当社に生じた全ての損害について、これを
賠償しなければなりません。

第 16 条（個人情報及びユーザー情報の保護）
1. 利用者は、本サービスの利用にあたって、個人情報（個人に関する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別できる情報いいます。）
又はこれに準ずるユーザー情報（以下「ユーザー情報等」といいます）を取扱う場合には、善
良な管理者の注意義務をもってこれを取扱い、利用契約の有効期間のみならず、その終了
後も、厳重にこの秘密を保持し、当該ユーザー情報等の主体となる本人の承諾がある場合
を除いて、故意・過失を問わず、第三者に対して一切これを開示してはなりません。
2. 利用者は、ユーザー情報等を取扱うことができる自己の役員及び使用人（派遣社員、アルバ
イトを含み、以下同様とします。）、並びに取扱の範囲を、本サービスの利用に必要最小限な
範囲に限定するものとします。
3. 利用者は、自己の役員及び使用人に対して、その在職中はもちろん、退職後も第 1 項に定め
るユーザー情報等の秘密を保持する義務を負わせるものとし、自己の役員又は使用人がこ
れに違反した場合には、利用者が第 1 項の守秘義務に違反したものとして、その責任を負う
ものとします。
4. 利用者は、ユーザー情報等の適正な取扱を厳に確保し、個人のプライバシーの保護を図るも
のとします。
5. 利用者は、故意・過失を問わず、自己の保有するユーザー情報等が、第三者に開示され、又
は漏えいしていたことが判明した場合には、再発防止策を策定し、これを実施しなければなり
ません。
6. 前項の場合において、利用者が第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、速やかに当
社に報告するとともに、当社と協議し、決定した方法に基づき、自己の責任と負担でこれを解
決しなければなりません。
7. 利用者は、本条に違反した場合、当該行為により生じた全ての損害について、これを賠償しな
ければなりません。

第 17 条（本サービスの停止又は中断）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に対して、本サービス上で予め通知する
ことにより、本サービスの全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。但し、
緊急やむを得ない場合には、利用者への事前の通知は要しないものとします。

(1) 本サービスにかかる電気通信設備等の点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場
合。
(2) 電気通信回線等が事故により停止した場合。
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運用ができなくなった場合。
(4) その他、当社が停止又は中断することが必要であると判断した場合。

第 18 条（免責事項）
1. 当社は、以下のいずれかに該当する利用者に生じた事象については、一切責任を負いませ
ん。
(1) 利用者による本システムに対する誤入力その他の誤操作により生じた全ての事象。
(2) 利用者が使用する電気通信設備等、電気通信回線等の環境設定又はその変更等によ
り生じた全ての事象。
(3) 本システムの電気通信設備等の障害等（第三者からの攻撃、コンピュータウイルス等に
よるものを含みます。）により生じた全ての事象。
(4) 本広告の内容に関する情報について生じた利用者と第三者との間の取引関係、トラブ
ル等の全ての事象
(5) 本サービスの停止若しくは中断、又は本サービスの変更若しくは終了によって生じた全
ての事象
(6) その他前各号に準じ、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた全ての事象
2. 前項の定めにかかわらず、当社の故意又は重大な過失に基づく事由により、前項第 1 号乃至
第 5 号に定める事象が生じた場合、当社は、利用者に生じた通常かつ直接の損害に限り、
直近 3 ヶ月分の本媒体料相当額を上限として賠償するものとします。
3. 利用者が、本サービスを経由して、別途契約する第三者のサービスから情報を取得、表示、
更新、加工、編集等することは利用者の自らの意思による行為であり、当社は利用者による
これらの行為について一切責任を負いません。なお、当社はこれらの行為の当事者、代理人、
使者、仲立人等となるものではありません。
4. 当社は、利用者が本サービスを経由して、別途契約する第三者のサービスから取得する情報
に関する問い合わせについては、対応する義務はないものとします。

5. 当社は、利用者が本サービスを経由して、別途契約する第三者のサービスから取得する情報
の完全性、正確性、確実性、有用性等について、何らの保証も行わず、責任を負担しないも
のとします。
6. 当社は、利用者が本サービスを経由して、別途契約する第三者のサービスから取得する情報
が第三者のサービスで発生した不具合等により正確に取得できなかった場合であっても、何
らの保証も行わず、責任を負担しないものとします。
7. 利用者が本サービスを経由して、別途契約する第三者のサービスから取得する情報はあくま
で参考情報として当社の本サービスにて表示されるものであり、その情報をもとに当社が媒
体費を支払うものではありません。利用者が別途契約する第三者のサービスで発生する媒
体費は利用者と第三者との間で支払われるものとなります。

第 19 条（反社会的勢力の排除）
1. 利用者及び当社は、相手方に対し、自己（その代表者、役員若しくは実質的に経営を支配す
る者又は従業員。）又は代理若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団（「暴力団員
等による不当な行為の防止等に関する法律」（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といい
ます。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいい、以下同様とします。）、暴力団員（暴対法第 2
条第 6 号に規定する暴力団員をいい、以下同様とします。）、暴力団関係企業、総会屋、社
会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及び
これらの者と密接な関わりを有する者（以下、併せて「反社会的勢力」といいます。）に該当し
ないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 利用者及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責
任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為
を行わないことを表明し保証します。

第 20 条（損害賠償）
利用者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に生じた直接の損害について、通
常生ずべきものに限り、これを賠償するものとします。但し、本規約又は個別規約に特段の
定めがある場合には、その定めに従うものとします。

第 21 条（解除）

1. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、利用契約の
全部又は一部を解除し、かつ、アカウント登録を削除することができるものとします。
(1) 本規約又は個別規約に違反し、当社が相当の期間を定めて是正の催告をしたにもか
かわらず、当該違反を是正しないとき。
(2) 差押、仮差押、若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立を受けたと
き。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別
清算開始の申立があったとき。
(5) 合併によらず解散、又は営業の廃止を決議したとき。
(6) 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき。
(7) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
(8) 第 19 条第 1 項に定める事項に違反していることが判明したとき。
(9) 第 19 条第 2 項に定める行為を行ったとき。
(10) その他利用契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき。
2. 当社が、前項に基づき解除を行った場合であって、当社が当該利用者に対して本サービスに
基づき金銭債務を負っている場合、当社は、当然に当該金銭債務の支払を停止することが
できるものとします。
3. 本条に定める解除は、当社の利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。なお、
本条に基づく解除の場合には、前条の定めにかかわらず、利用者は当社に生じた全ての損
害ついて、これを賠償するものとします。

第 22 条（有効期間）
1. 利用契約は、第 5 条第 5 項に定める時より効力を有し、第 11 条に定めるアカウント登録の削
除までの間、存続するものとします。なお、アカウント登録の削除時に、当社と利用者との間
に本サービスに基づく金銭の支払に関する債権債務関係が残存している場合には、本規約
に特段の定めがない限り、利用契約はなお有効に存続するものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、利用契約終了後であっても、第 15 条は終了後 3 年間、第 10 条、
第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条、第 20 条、本条、第 23 条、第 24 条、及び第 25 条
の定めは、なお有効に存続するものとします。

第 23 条（協議事項）
利用者及び当社は、本規約又は個別規約に関して疑義が生じた場合、又は本規約若しくは個別
規約に定めのない事項については、協議の上これを解決するものとします。

第 24 条（裁判管轄）
利用契約について、利用者と当社との間で紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 25 条（準拠法）
本規約及び個別規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。

「Ad Generation 利用規約」
Supership 株式会社
2013 年 10 月 28 日制定
2013 年 11 月 8 日改定
2013 年 12 月 25 日改定
2014 年 7 月 31 日改定
2014 年 12 月 1 日改定
2015 年 2 月 5 日改定
2015 年 11 月 1 日改定

