
サイバーエージェント AmebaInfeed利用規約（広告主様・代理店様向け） 

第１条 規約の適用 

1. 本規約は、株式会社サイバーエージェント(以下、｢当社｣といいます)と当社から本サービス（第 2 条第

1 号に定義します）の提供を受ける広告主等（第 2 条第 2 号に定義します）との間に適用されるもので

す。 

2. 当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて当社が別途定めるガイドライン、マニュアル、

仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程（サービス追加その他何らかの事由により当社が

これらを変更した場合は、変更後のものを指します）は、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本サービスの一部である「A.J.A. Recommend Network」の運用については、当社から当社子

会社 株式会社 AJA に委託するものとし、広告主等はこれを了承のうえ利用するものとします。 

第２条 用語の定義 

本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、次の各号に定める定義に従う

ものとします。 

(1) 「本サービス」 

当社が運営するアドネットワーク型インターネット広告サービス（「AmebaInfeed」/ディスプレイ

広告をはじめとする本サービスで取扱いの対象となる全ての広告、広告クリエイティブ等を総称し、

以下、「広告等」といいます）の配信に関連したサービスや広告商品等を総称していいます。 

(2) 「広告主等」 

本サービスの利用を希望する者のうち、本規約に同意の上、当社所定の方法により本サービスの利用

を申込み、当社から承認を受けた者をいいます。例えば、広告の出稿を希望する広告主様や配信・運

用を任されている広告代理店様等をさします。 

(3) 「メディア」 

本サービスを利用して、広告主等が広告等を出稿する先のあらゆる電子媒体を指し、アプリケーショ

ン、ウェブサイト、アドネットワーク等を総称していいます。 

(4) 「ユーザー」 



メディアを通じて配信された広告等を閲覧した閲覧者をいいます。 

(5) 「管理サイト」 

本サービスのうち必要に応じて提供される広告管理用のウェブサイトをいいます。当社は広告主等に

対して、交付するログイン ID 及びパスワードの認証によりアクセスを許容し、広告主等は当社所定

の登録情報（広告主名、代理店名、連絡先等含むがこれらに限られない情報、以下、「登録情報」と

いいます）や広告情報（タイトル、広告画像、キャンペーン、URL、配信クラスター、メディア等含

むがこれに限られない、以下、「広告情報」といいます）及び本サービスにて広告を掲載する予算額

等（以下、「予算」といいます）を登録することで利用できるものとします。また、管理サイトを通

じて本サービスを利用する上で必要な当社の技術情報や連絡事項等を閲覧することができますが、サ

ービスによっては管理サイトが開発中またはサービスの性質上ない場合もあります。  

(6) 「利用料」 

広告主等が本サービスを利用する対価として、当社に対して支払うべき利用料金をいいます。 

第３条 本規約の変更 

当社は、事前の予告期間を置いて、本規約を変更する旨を変更後の本規約とともに、管理サイトへの掲載

や広告主等への電子メール、その他当社が適当と判断する方法で広告主等に通知または周知することによ

り、本規約を変更することができるものとします。予告期間経過後は、当社が別途定める場合を除き、変

更後の本規約が適用されるものとします。 

第４条 利用登録 

1. 本サービスの利用の申込（以下、「利用申込」といいます）をしようとする方（以下、「利用申込者」

といいます）は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の手続きを行うことにより、利用申込を行

うものとします。 

2. 利用申込者は、広告主等としての登録に際して、別途当社が指定する利用申込の方法に従い必要書類

を提出しなければならない場合があります。 

3. 当社は、次の各号に定める事由のいずれか一にでも該当する場合は、前項に基づく利用申込を承諾し

ないことがあります。 

(1) 利用申込者が法人でないとき 



(2) 利用申込者が、広告等の提供を行うにあたり、当社が定める広告掲載基準等の諸規程に定める条件を

満たしていないときまたはそのおそれがあるとき 

(3) 当社が技術上または業務遂行上支障があると判断したとき 

(4) 利用申込者が、第 16 条第 1 項に基づき本サービスの提供を停止されたことがあるとき、または第 20

条第 1 項及び第 2 項に基づき本サービス利用契約の全部もしくは一部を解約されたことがあるとき 

(5) 利用申込者が当社に対する債務（本規約に基づく債務以外のものを含みます）の履行を現に怠りまた

は怠るおそれがあるとき 

(6) 広告主等としての登録内容または当社に提出した必要書類に虚偽または誤った記載があると当社が

判断したとき 

(7) その他当社が不適当と判断したとき 

4. 当社は、利用申込の内容を審査し、利用申込を承諾するか否かについて利用申込者に通知するものと

します。当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、本サービスの利用に関する契約（以下、

「本サービス利用契約」といいます）が締結されたものとします。 

第５条 ID及びパスワード 

1. 広告主等は、当社が広告主等に対して付与する ID 及びパスワード（以下、「ID 等」といいます）を、

自己の費用と責任において厳重に管理し、ID 等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入

等をしてはならないものとします。 

2. 広告主等は、正当な権限を有する役員または従業員以外に ID 等を利用させてはならないものとしま

す。 

3. 管理サイトに広告主等の ID 等が入力された場合は、当社は当該広告主等が入力したものとみなしま

す。 

4. 広告主等は、ID 等の漏えい、盗難、不正利用等の事実を知った場合またはその疑いが生じた場合は、

直ちにその旨を当社に通知するものとします。この場合において、当社から指示があったときは、こ

れに従い対応するものとします。 

5. ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、広告主等、ユーザーその他第三者に損

害が生じた場合、その責任は広告主等が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。また、

ID 等が不正に利用されたことにより、当社に損害が生じた場合、広告主等は、当社に対しその損害

を賠償するものとします。 

第６条 登録情報の変更 



1. 広告主等は登録情報に変更があった場合、速やかに当社所定の手続きにより当社に届け出るものとし

ます。この届出のない場合、当社は、登録情報の変更のないものとして取り扱うことができるものと

します。 

2. 広告主等が前項に基づく届出を怠ったことにより広告主等が不測の不利益を被ったとしても、当社は

その責任を負いません。また、広告主等が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が広告主等宛に

発送した通知が到達せず、または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に広告主等に到達した

ものとみなします。 

第７条 広告等の提供可能範囲 

広告主等が本サービスを通じて広告等の提供が可能な地域、メディア、時間帯、利用可能な端末の種類等

の提供可能範囲については、別途当社が定めるところによるものとします。 

第８条 広告審査 

1. 広告主等は、当社の定める広告掲載基準や各メディアのガイドライン等の諸規程に従い、広告を制作、

提供するものとします。なお、当該諸規程が変更された場合は、変更後の諸規程に従って制作、提供

するものとします。 

2. 広告主等は、当社の別途指定する方法により、広告情報及び当社が指定した事項（以下、「審査対象

事項」といいます）について届け出るとともに、当社の審査を受けるものとします。 

3. 当社は、審査対象事項について、当社の定める広告掲載基準や各メディアのガイドライン等の諸規程

に基づき審査を行います。なお、当社が諸規程の変更を行った場合は、変更後の諸規程に従って審査

を行うものとします。 

4. 審査に合格した場合、当社は広告主等に対し、速やかにその旨通知します。 

5. 審査に合格しなかった場合、当社は広告主等に対し、速やかに不合格の旨を通知するものとします。

当該通知を受けた場合、広告主等は必要な修正等を行い、再審査を受けることができるものとします。

なお、当社は広告主等への不合格の理由に関する開示義務は負いませんが、再審査については、前各

項の規定に従うものとします。 

6. 広告主等は、メディアが広告等の全部または一部を不適切であると判断した場合、審査後であっても、

当社の指示に従い、変更または削除しなければならない場合があります。 

第９条 広告等の変更 



1. 広告主等は、提供中の広告等の内容変更（広告クリエイティブの変更やアプリのアップグレードによ

る変更、配信設定の変更等を含みます）をする場合、当社の指示に従い、変更後の広告情報を当社に

提出し、変更内容について、当社所定の期日までに当社の承認を得なければならないものとします。 

2. 広告主等は、前項に基づき広告等の変更を行う場合、当社が指定する期日までに、その変更内容を、

管理サイトを通じて行う等、当社の指定する方法で通知するものとします。 

3. 広告主等は、管理サイトにて当月に本サービスにて広告等を掲載する予算を設定するものとします。

なお、広告主等が特段の変更を行わない限り、管理サイトで設定された予算額に従い次月以降も自動

的に広告等が掲載されるものとします。また、当該設定を持って本サービスへの申込みがなされたも

のとします。 

第１０条 遵守事項 

1. 広告主等は、自己の名と責任において、広告等を安定的に提供しなければならないものとします。 

2. 広告主等は、次の各号の一に該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはならず、また、

第三者をして、同様の行為を行わせてはならないものとします。 

(1) 本規約に違反する行為 

(2) 当社または第三者の権利もしくは利益を侵害する行為 

(3) 虚偽、不正確または誤解を招くような内容を含む情報等を掲載、登録する行為 

(4) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを送信、掲載する行為 

(5) 当社または第三者の機器、設備、システム等の利用もしくは運用に支障を与える行為 

(6) 当社が承認するサイト以外へのリンクを掲載する行為 

(7) 当社の社会的信用、名誉を失墜させる行為 

(8) 犯罪的行為を助長する等、社会的に有害な行為 

(9) 公序良俗に反する行為 

(10) 法令に違反する行為 

(11) その他、当社が不適切と判断する行為 

3. 広告主等の提供した広告等に起因して、ユーザーその他第三者からの問合わせ、苦情、紛争等が発生

し、これにより当社が損害を被った場合は、広告主等はその損害及び合理的な範囲内での費用（弁護

士費用を含みます）を賠償するものとします。 

4. 本入稿物（動画）を広告掲載するにあたって必要となる著作権等の知的財産権、 その他（画像、音

楽、出演者に関する権利を含みます）権利の一切については、 広告主等 にて予め許諾を得ているこ

とを保証いたします。 また、音楽利用においての権利処理（楽曲著作権管理団体からの許諾、報告、

支払などを含む） については、広告主等にて行うものといたします。 



第１１条 料金 

当社または株式会社 AJA は、当社が別途定める広告配信単価や広告主等による広告等の申込条件等に基づ

き、毎月末日で締切り（以下、「締切日」といいます）、広告掲載料金等（以下、「利用料」といいます）

を算出し広告主等に通知するものとします。なお、算出した利用料に小数点以下の端数が生じた場合には、

当該小数点以下の金額については、切り捨てるものとします。 

第１２条 利用料の支払い 

広告主等は、前条にて定める利用料を当社または株式会社 AJA に対して締切日の翌月末日まであるいは別

途当社または株式会社 AJA との間で取り決めている期日までに、振込みにて当社へ支払うものとします。

振り込み手数料は広告主等が負担するものとします。 

第１３条 ユーザー情報の取扱い 

1. 当社は、本サービスを通じて取得した広告配信のための識別番号及びユーザーから取得したアクセス

ログ等（ブラウザーのユーザーエージェントや IPアドレスを含むユーザーの行動履歴に関する情報）、

ユーザーから適切に同意を得た上で取得した性別等の属性に関する情報等のユーザーに関する情報

（以下、「ユーザー情報」といいます）を次の各号の目的で利用するものとします。 

 

(1) 本サービスにおける広告配信のため 

(2) ユーザーの動向の分析や本サービスの技術強化、新たな企画・開発、改良をするため 

(3) ユーザーに対し、複数回以上にわたって、同一広告を露出しない等の調整をするため 

(4) ユーザーに対し、より最適化された広告を配信するための加工や改変、分析をするため 

2. 本サービスを通じて提供される広告等にユーザー情報の無効化（オプトアウト）等ができるプライバ

シーポリシー・ユーザー情報の利用に関するガイドラインへのリンク等が含まれることを広告主等は

予め承諾するものとします。 

3. 当社は、ユーザー情報について、本条第 1 項に定める目的以外では利用しないものとし、ユーザー情

報は広告主またはメディアに帰属するものとします。なお、ユーザー情報の取り扱いの詳細について

は、当社が別途定める「Cookie 情報等の取り扱いに関するガイドライン」に定めるとおりとします。 

4. 当社は、ユーザー情報について、広告主やメディア等が発行する Cookie その他の ID と当社が発行

する ID を連携させ、ユーザーに最適な広告を配信することがありますが、これらのユーザー情報を

広告配信以外の目的で第三者に提供することはありません。 

5. 当社は、ユーザー情報のうち、直接個人を特定することが困難な場合でも、特定されるおそれのある

情報については、次条に定める個人情報の取り扱いと同等の情報（個人関連情報）として、法令や業



界団体のガイドライン等及び当社のプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱うものとします。 

6. ユーザー情報の保存期間は最長で 2 年間としますが、ユーザー情報を継続して保持する義務を負うも

のではありません。 

 

第 14 条 個人情報の取扱い 

1. 当社は、申込書や管理サイトを通じて広告主等または直接ユーザーから同意を得た上で取得した個人

情報（氏名・連絡先・電子メールアドレス等）について、次の各号の目的で利用します。 

(1) 本サービスの運営 

(2) 本サービス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調査、及び分析 

(4) 次条にて定定義するユーザーからの問合せ等に関する連絡 

(5) その他、本サービスの運営に必要な範囲での利用 

2. 当社は、個人情報について、当社のプライバシーポリシーに基づき、取り扱うものとします。 

3. 広告主等が本サービスに登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができ

るものとし、ご本人からの請求であることが確認できる場合に限り、当社はこれに速やかに対応する

ものとします。 

 

※本サービスにおける、個人情報に関する問合せの窓口は以下の通りとなっております。 

 

お問い合わせ先 株式会社サイバーエージェント プライバシー担当 

caprivacypolicy@cyberagent.co.jp 

第１５条 ユーザーへの対応 

1. 広告主等は、ユーザーまたは第三者から広告等及び広告の内容に関する問合わせ、苦情、損害賠償、

その他の請求等（以下、「問合わせ等」といいます）があった場合には、自らの責任によりこれを

解決するものとします。 

2. 当社は、ユーザーからの広告等及び広告の内容に関する問合わせ等があった場合には、自らのサポ

ート窓口で受け付け、対応するものとします。ただし、当社は、必要に応じて、広告主等に対応の

協力を依頼することができるものとし、この場合、広告主等は、当社の対応に必要な調査、情報提

供等を行い、当社の対応に協力するものとします。 

http://helps.ameba.jp/inquiry.html


3. 広告主等は、前項に基づき当社が協力を依頼した問合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構

築し、かつこれを維持するものとします。また、広告主等は、当社からの依頼に対して、当社と広

告主等が別途合意する時間内に電話またはメールで迅速に調査結果を回答し、もしくは情報の提供

等を行うものとします。 

第１６条 本サービスの停止・中断 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知を要することなく、広告主等に対する

本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。 

 

(1) 広告主等が本規約や当社または各メディアが別途定めるガイドライン等の諸規程をみたさない場合 

(2) 広告主等が第 10 条第 1 項もしくは第 2 項に違反し、または違反するおそれがある場合 

(3) 広告主等が当社の承認した広告等を当社に無断で変更し、提供していると認められる場合 

(4) 当社が広告等の全部または一部を不適当と判断した場合 

(5) その他広告主等が本規約及びガイドラインに違反した場合 

2. 当社は、本サービスの提供に必要となる設備について、移設、保守、点検または工事等の作業を要す

る場合、広告主等に事前に通知することにより、本サービスの全部または一部を中断することができ

るものとします。ただし、本サービスの中断が緊急やむを得ない場合、またはアクセス数の集中、天

災地変、その他不可抗力による場合には、当該通知は事後可及的速やかに行うことで足りるものとし

ます。 

3. 当社は、前各項に基づき広告主等に対する本サービスを停止または中断したことにより、広告主等、

ユーザーその他の第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。 

第１７条 権利の帰属 

1. 当社は、広告等について、ユーザーその他の第三者に対し、本サービス自体の広告宣伝のために、広

告等を当社のホームページ、ブログ等のメディアにおいて掲載・紹介することができるものとします。 

2. 本サービス及び本サービスに関連して広告主等に提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及

び一切の情報についての著作権、特許権及び商標権等の知的財産権ならびにノウハウ等の一切の権利

は、当社または当社に許諾を与えた第三者に帰属するものであり、別途書面により定める場合を除き、

広告主等は、本規約に基づき明示的に定める範囲を超えて、転載、譲渡、貸与、翻訳、改変、公衆送



信（送信可能化を含みます）、配布、出版、営業使用等、その他一切の利用を行ってはならないもの

とします。 

第１８条 秘密保持 

1. 広告主等は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用に際して、または本サービス利用

契約の履行を通じて当社から口頭または書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、

写真、仕様、データ等の当社の技術上、営業上、業務上の一切の情報（以下、「秘密情報」といいま

す）を本サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩してはならないものとしま

す。 

2. 前項の規定にかかわらず、広告主等が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含

まれないものとします。 

(1) 開示されまたは知得する以前に公知であった情報 

(2) 開示されまたは知得する以前に自らが既に所有していた情報 

(3) 開示されまたは知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報 

(4) 開示されまたは知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 

(5) 開示されまたは知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した

情報 

第１９条 本サービスの廃止 

1. 当社は、本サービスの全部または一部を廃止する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ廃

止日を、管理サイトへの掲載、広告主等への電子メールでの通知、その他当社が適当と判断する方法

で広告主等に通知または周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではあ

りません。 

2. 前項の場合、当該本サービスの全部または一部の廃止日をもって、当該廃止にかかる本サービス利用

契約も当然に終了するものとします。 

3. 当社は、本条に基づき本サービスを廃止し、または本サービス利用契約を終了したことにより、広告

主等その他の第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。 

第２０条 解除 



1. 当社は、広告主等が次の各号の一にでも該当する場合、何らの通知・催告をすることなく、本サービ

ス利用契約の全部または一部を解約し、または当該広告主等が提供するメディアを削除する等、当社

が適切と判断する措置をとることができるものとします。 

(1) 本規約に違反した場合 

(2) 登録情報、その他当社への届出内容に虚偽または誤った記載があると当社が判断した場合 

(3) 広告主等が当社の承認した広告等を当社に無断で変更し提供していると認められる場合 

(4) 広告主等の所在が不明となった場合または連絡が不可能となった場合 

(5) 正当な理由なく本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められる場合 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、もしくはこれ

らのための保全手続の申立がなされまたは受けた場合 

(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または滞納処分等を受けた場合 

(8) 自己振出の手形または小切手が不渡りとなった場合 

(9) 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けた場合 

(10) 当社に重大な損害を与えた場合またはそのおそれがある場合 

(11) 反社会的勢力との資金関係、取引関係その他何らかの関係があると疑われる場合 

(12) その他、信用状況が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

2. 当社は、前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当する場合、広告主等に対し相当の期間を定め

て当該事由を解消するよう催告を行った後、本サービス利用契約ならびに別途定めるガイドラインの

全部または一部を解除することができ、広告主等に対し当社が被った損害の賠償を請求することがで

きるものとします。 

(1) 広告主等、広告等または広告の内容について、ユーザーから苦情が多発した場合 

(2) 広告等について、地方自治体、行政機関、業界団体またはそれらに準ずる機関から当社に対し、解約、

変更その他の要請があった場合 

(3) 当社の業務の遂行上支障があると当社が認めた場合 

3. 当社は、前各項に基づき本サービス利用契約を解除した場合、これにより、広告主等に損害が生じた

としても、当該損害に対する責任を負わないものとします。 

第２１条 免責事項 



1. 当社は、広告主等の責による故意または過失による操作や設定ミス等により生じた広告主等または第

三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。 

2. 当社は、本サービスの内容の詳細、または広告主等が本サービスの利用により得た情報等の全てにつ

いて、完全性、確実性、正確性、有用性に関して責任を負うものではありません。 

3. 広告主等が、本条第 1 項により、第三者に対し損害を与えた場合、または第三者より損害を被った場

合においても、広告主等は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社は一切の責任を

負わないものとします。 

4. 当社は、本サービスに発生した不具合、エラー、障害等（以下、「障害等」といいます）に起因して

生じた損害、または当該障害等の発生により、広告主等が本サービスを利用できなかったことによっ

て生じた機会損失等について、一切の責任を負わないものとします。 

5. 何らかの外的要因（システムの故障や外部からの攻撃等）により、本サービス内のデータが破損した

場合は、当社はそれらのデータの復活の責任及び損害賠償の責任を負わないものとします。 

6. 当社は、本サービスの円滑な運営のための管理または監視を行いますが、その義務を負うものではあ

りません。 

7. 当社は、本サービスを利用したことによる広告等の効果・ユーザー情報をはじめとするデータの保存

期間を保証するものではありません。 

 

第２2 条 広告主等が行う本サービス利用契約の解約 

広告主等は、本サービス利用契約の全部または一部を解約しようとするときは、その 30 日前までに別途当

社が定める方法に従い当社に通知するものとします。 

 

第２3 条 権利義務の譲渡禁止 

広告主等は、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、ま

たは担保に供してはならないものとします。 

第２4 条 損害賠償 

広告主等及び当社は、本規約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他本サービス利用契

約に関し自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本サービス利用契約の解除の有



無にかかわらず、相手方が被った直接かつ通常の損害を賠償しなければならないものとします。但し、別

途個別契約（申込書等）により、賠償額の上限について別途定めている場合はこの限りではありません。

また、本サービスによる広告配信の結果生じた損害（逸失利益、風評被害を含み、かつこれらに限らない)

について当社は一切責任を負わないものとします。 

第２5 条 準拠法 

本サービス利用契約の成立、履行及び本規約の解釈その他本サービスに関する一切の事項については、日

本国の法令を準拠法とします。 

第２6 条 管轄裁判所 

本サービス利用契約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第２7 条 協議事項 

広告主等及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、そ

の都度誠意をもって協議し、解決するものとします。 

以上 

2016 年 1 月 1 日 

2018 年 1 月 1 日改定 

 

 

 

 

■株式会社サイバーエージェント 広告倫理基準 

1. 広告は社会の信頼にこたえるものでなければならない 

2. 広告は公明正大にして、真実でなければならない 

3. 広告は関係諸法規に違反するものであってはならない 

4. 広告は公序良俗に反するものであってはならない 

 

■株式会社サイバーエージェント 広告掲載基準 

1. 当社及び当社の運営するメディアの品位を損なうと判断される広告は掲載しない 



2. 法律、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反する広告は掲載しない 

3. 責任の所在が明らかでないと判断される広告は掲載しない 

4. 内容及び、その目的が不明確な広告は掲載しない 

5. 広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのある広告は掲載しない 

6. 公正・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用している広告は掲載しない 

7. 以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のある広告は掲載しない 

（１）犯罪を肯定・美化する表現・内容 

（２）性に関する表現で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容 

（３）醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容 

（４）非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容 

（５）不良商法、詐欺的とみなされる表現・内容 

（６）誹謗中傷・人権侵害になる表現・内容 

8. 個人、団体の氏名、写真、談話及び肖像、商標、著作物等を無断で使用し、無体財産を侵害する広告は

掲載しない 

9. 以下のようなインターネット特有の仕組みや不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲載を中止

する。 

（１）広告のリンク先及び内容の変更により不都合が生じた場合 

（２）広告のリンク先からメディアのウェブサイトにブラウザーの「戻る」ボタンで戻れないような細工

が故意に施されている等の場合 

10. その他、当社が不適当と判断した広告は掲載しない 

  



 

■株式会社サイバーエージェント 広告掲載基準細則 

 

1. 広告本文またはリンク先第一階層ページに、以下各号につき記載のない広告は、広告掲載基準第３条及

び第４条に則り掲載しないものとする。 

（1）広告主名 

（2）広告商品・サービス名 

（3）広告主（問合せ先）の住所、メールアドレス、電話番号のいずれか１つ 

 

2. ユーザー個人情報（メールアドレスを含む）を収集する広告のうち、広告本文またはリンク先第一階層

ページに、以下各号につき記載のない広告は、広告掲載基準第３号及び第４条に則り掲載しないものとす

る。 

（1）キャンペーン主催者名 

（2）問合せ先メールアドレスまたは電話番号 

（3）収集する個人情報の利用目的 

（4）利用目的内でのみ個人情報を利用する旨 

（5）収集する個人情報を不正に第三者に開示・漏洩しない旨 

（6）応募者に対してメール等を送信する場合には、当該メールの概要がわかる説明文章またはサンプル、

及びメールの利用規約 

 


