
■Mトラッキングアフィリエイト規約 

 

本規約は、株式会社エムフロ（以下、「当社」という。）が管理・運営するインターネット上

のサービス「M Trackingアフィリエイト」（以下、「本サービス」という。）における広告掲

載者（以下、「アフィリエイター」という。）と当社との関係について定めるものである。 

 

■第 1条（用語の定義） 

本規約において使用される各用語の意味は、それぞれ次の各号に定めるものとする。 

（1） 「広告主」とは、本サービスに申込み、アフィリエイターとの提携に基づいて広告

を出稿する個人または法人をいう。 

 

（2） 「広告」とは、本サービス上でアフィリエイトサイト等に掲載される広告主のバナ

ー広告、テキスト広告、メール広告その他一切の種類の広告で、クリックすることによ

りリンク先の露出が行われるものをいう。 

 

（3） 「アフィリエイトサイト等」とは、アフィリエイターが本サービスに登録した、自

己が管理・運営するインターネット上のウェブページまたは電子メールマガジンをい

う。 

 

（4） 「アフィリエイト報酬」とは、アフィリエイターが自己のアフィリエイトサイト等

での広告主の広告掲載による成果の対価として受取る金銭報酬をいう 。 

 

（5） 「成果対象」とは、広告主が定める、アフィリエイトサイト等のユーザーの商品購

入、資料請求申込、バナー広告のクリック、その他の行為で、成果の候補となるものの

うち、アフィリエイトシステム上に記録されたものをいう。 

 

（6） 「成果承認作業」とは、個々の成果対象に対する承認または否認を決定するための

コンピューター上の作業をいう 。 

 

（7） 「承認・確定」とは、成果対象のうち成果承認作業によって承認され、広告主のア

フィリエイト報酬の支払義務が確定したものをいう 。 

 

（8） 「管理画面」とは、本サービスにおいて当社が提供する、アフィリエイターがアフ

ィリエイト報酬の発生金額、その他本サービスに関連するデータの閲覧の目的で利用

するウェブページをいう。 

 



（9） 「提携」とは、本サービス上で広告主とアフィリエイターとの間で締結される、広

告主の広告のアフィリエイトサイト等での掲載に関する契約をいう。 

 

（10） 「アフィリエイトシステム」とは、本サービスを構成するサーバー、コンピュータ

ープログラム、ソフトウェア等の総称をいう。 

 

（11） 「アカウント」とは、本サービスへの登録によりアフィリエイターが当社から与え

られる固有の口座をいう。 

 

■第 2条（登録） 

・本サービスにアフィリエイターとして登録できるのは、法人または個人（満 20歳以上に

限る）とする。 

・当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その登録または再登録を拒否する

ことがあり、またその理由について一切開示する義務を負わないものとする。 

（1） いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または反社会

的活動に参加している者、または過去に反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団

体に所属し、または反社会的活動に参加した経歴を有する者。 

（2） 過去に強制退会処分を受けた者。 

（3） その他当社が登録を不適当と認めた者。 

 

・当社は、次の各号のいずれかに該当する内容のアフィリエイトサイト等の登録を申請した

者に対しては、 その登録または再登録を拒否することがあり、またその理由について一切

開示する義務を負わないものとする。 

（1） 反社会的もしくは公序良俗に反する表現または内容を含むもの。 

（2） 著作権その他の知的財産権を侵害するおそれのある表現・内容を含むもの。 

（3） 他人の名誉・プライバシーの権利・肖像権その他の権利を侵害するおそれのある表

現・内容を含むもの。 

（4） ねずみ講、マルチ商法、ネットワークビジネス等に関わるもの、またその情報紹介

を行っているもの。 

（5） 家族・友人等、特定者の利用のみを対象としているもの。 

（6） 関連法令等に違反した表現または内容を含むもの。 

（7） 閲覧にＩＤ番号またはパスワードを必要とする等、特定の者しか閲覧できないペ

ージを含むもの。 

（8） その他当社が登録を不適当と認めたもの。 

 

・アフィリエイターが登録したアフィリエイトサイト等のＵＲＬの変更を希望する場合は、



当社所定の手続により変更を申請しなければならない。 

 

■第 3条（退会・再登録） 

１．アフィリエイターは、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスから退

会することができる。 

２．当社は、アフィリエイターが次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知又は催

告することなく当該アフィリエイターについて直ちに本サービスの利用を一時的に停止し、

又は当該アフィリエイターを直ちに退会させることができる。 

（1）架空または他人の氏名、住所、電話番号、金融機関口座等の情報を用いて登録を行っ

たことが判明した場合。 

（2）第 2条に定める登録拒否自由に該当した場合 

（3）.登録後に第 9条に定める不正行為を行った場合、その他本規約に違反した場合。 

 

本サービスを退会した者は、当社所定の手続を行った上で、本サービスに再登録することが

できる。 

 

■第 4条（提携） 

アフィリエイターは、本サービス上で自己の判断においていつでも広告主との提携申請ま

たは提携の解除を行うことができる。 

提携に関しては、各広告主の広告掲載基準に則り、可否が決定されるものとする。 

 

■第 5条（広告の掲載） 

アフィリエイターは、第４条に定める提携に基づいて、提携した広告主の広告をアフィリエ

イトサイト等内の任意の場所に掲載することができる。 

 

■第 6条（成果の承認） 

本サービスにおいてアフィリエイターが受取るアフィリエイト報酬の金額は、成果対象の

うち広告主または広告主から委任された当社の成果承認作業により承認された成果の件数

に基づいて決定されるものとする。 

アフィリエイターは、広告主または当社が行った成果承認作業の結果について異議を申し

立てること、また、結果に付随する調査などはできないものとする。 

 

■第 7条（アフィリエイト報酬の支払） 

1.当社は、アフィリエイト報酬を 1ヶ月単位で集計し、成果承認月の翌々月 15日。当該日

が金融機関の休日にあたる場合はその翌営業日）に、アフィリエイターが管理画面に登録し

た金融機関口座に振込送金の方法によって支払うものとする。また、広告主ウェブサイト上



の障害発生、又はアフィリエイトタグの不備、その他の事由によって当社に対してアフィリ

エイト報酬の支払が行われない場合は、アフィリエイト報酬の支払いは原則発生しないも

のとする。但し、不払いが専ら当社の責に帰すべき事由による場合には支払債務は残存する

ものとする。 

 

2.前項のアフィリエイト報酬の支払に関わる振込手数料等の費用の負担については、次の各

号に定める通りとする。尚、振込金額はアフィリエイト報酬の合計額とする。 

 

・金融機関の口座への振込については、以下に定める。なお、振込手数料等はアフィリエイ

ターの負担とする。 

 

〈振込先銀行〉振込金額 3万円未満 振込金額 3万円以上 

楽天銀行   50円          50円 

楽天銀行以外  160円            250円 

 

当社が、アフィリエイターに対し、アフィリエイト報酬の支払を行おうとしたにもかかわら

ず、銀行振込手続きが実施できない場合（以下、「振込不能」という）、以下の金額（以下、

振込不能手数料という)が振込手数料の他に発生する。 

 

・振込不能手数料＝（規定する振込手数料＋振込不能一回当たりの振込不能手数料）×振込

不能回数 

 

・振込不能一回当たりの振込不能手数料は、以下の表に定める。 

〈振込先銀行〉 振込不能手数料 

楽天銀行 648円 

楽天銀行以外 864円 

 

なお、振込手数料は一般的に組戻手数料と言われるものである。 

 

当社は、アフィリエイターが次の各号のいずれかに該当する金融機関口座を登録している

ことが判明した場合は、登録口座を次の各号のいずれにも該当しない別の口座に変更する

までの間、アフィリエイト報酬の支払を留保するものとする。 

 

・自己名義でない口座 

・日本国外に存する口座 

・その他当社が振込を行うことができない口座 



 

規定にかかわらず、1ヶ月間に発生したアフィリエイト報酬の合計額が 2,000円未満の場合

の支払は、未払のアフィリエイト報酬の累計額が 2,000円以上となる月の翌々月 15日（当

該日が金融機関の休日にあたる場合はその翌営業日）まで順次繰越されるものとする。 

当社は、アフィリエイターが本サービスを退会したときは、退会時までに発生した未払のア

フィリエイト報酬の累計額を、退会日の属する月の翌々月 15日（当該日が金融機関の休日

にあたる場合はその翌営業日）に、アフィリエイターが管理画面に登録した金融機関口座に

対する振込送金により支払うものとする。なお、支払にかかる振込手数料等の負担について

は、前述の規定に準ずるものとする。 

退会したアフィリエイターの退会時までに発生した未払のアフィリエイト報酬の累計額が

2,000円未満の場合、、アフィリエイト報酬受領の権利は退会と同時に消滅するものとする。 

 

アフィリエイターが第 3 条第 2 項に定める強制退会処分を受けた場合は、退会時までに発

生した未払のアフィリエイト報酬の受領の権利は退会と同時に消滅するものとする。 

 

当社は、アフィリエイターのアカウントが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該アフ

ィリエイトに対するアフィリエイト報酬の支払の遅延または不履行に対して、その一切の

責任を負わないものとする。 

 

・金融機関口座が登録されていない場合。 

・金融機関口座の登録内容に不備または漏れがある場合。 

 

■第８条（禁止事項） 

アフィリエイターは、以下に定める行為をしてはならないものとする。なお、当該行為に該

当するか否かの判断は、当社が行うこととし、アフィリエイターに対するその内容・根拠の

説明を要しないものとする。当該判断は、社会通念上合理的と認められる根拠に基づいて行

われる限り有効とみなされるものとし、アフィリエイターはその場合、何ら異議を述べるこ

とはできないものとする。 

1. アフィリエイターは、当社が配信する広告表示用のプログラムを改変もしくは第三者

に改変させ、または広告主が提供するバナー広告を含む広告表示用のＨＴＭＬコード

を変換してはならない。 

2. アフィリエイターは、成果対象を強制もしくは嘆願する内容の文言またはユーザーに

誤解を与えるような文言を自己のアフィリエイトサイト等上に表示してはならない。 

3. アフィリエイターは、自己のアフィリエイトサイト等の宣伝を目的とした第三者のウ

ェブページ上の掲示板等への書込み等、第三者に迷惑を与える行為をしてはならない。 

4. アフィリエイターは、広告主のサービスに関する法令等（不当景品類及び不当表示防止



法、薬事法、銀行法、貸金業規制法、金融商品取引法等を指すが、これらに限定されな

い。）に違反する表示及び行為をしてはならない。 

5. アフィリエイターは、本サービスに登録したアフィリエイトサイト等以外のウェブペ

ージ等上に広告を掲載してはならない。 

6. アフィリエイターは、本サービスの利用によって知り得た本サービス、当社および広告

主に関する全ての情報を第三者に開示、提供または漏洩してはならず、また本サービス

以外の目的に利用してはならない。 

7. アフィリエイターは、本サービスに関連して、当社を介さずに広告主に対して直接問合

せたり、その他の目的で連絡をしてはならない。 

8. アフィリエイターの広告報酬の獲得のためだけに、ビジターに対してクリックを強要・

嘆願・依頼する表現、広告がアフィリエイト・プログラムを採用している旨の説明、広

告報酬額の記載等、広告主の意図や本サービスの目的に適合しない行為をしてはなら

ない。 

9. アフィリエイターが第三者から依頼を受け、代理で注文・登録など広告報酬の支払対象

となる行為をしてはならない。 

10. アフィリエイター自身が、あるいは第三者と共謀して、あたかもアフィリエイト報酬の

発生を装うなど、不正な行為をすること、その他、広告目的及び本サービスの趣旨から

外れたクリックや注文、登録が発生した場合等、不当に成果報酬を得ようとするとみな

される一切の行為をしてはならない。 

11. アフィリエイターは、事前に当社の承諾を得ることなく、当社を介さずに広告主との間

で広告掲載契約を締結、またはその働きかけをしてはならない。 

 

 

■第９条（不正行為） 

当社は、アフィリエイターが本サービス上で不当な手段を用いて意図的に成果対象の発生

数を増加させていると認められる行為（以下、「不正行為」という。）をなした場合は、その

程度に応じて当該アフィリエイターに対して当該不正行為の中止を求める通知を発し、ま

たは第 3条に定める強制退会処分を行うことができる。 

 

・広告のクリックを不適切に誘発する行為 

・クリック報酬（広告をクリックすることにより発生する報酬をいう。）が設定された広告

に対し、連続かつ大量のクリックを行う行為 

・アフィリエイター自身の広告リンクを通じて架空の申込みをする行為 

・アフィリエイター自身の広告リンクを通じて第三者の代理申込みをする行為 

 

■第 10条（第三者による本サービスの利用） 



当社は、管理画面の閲覧等に必要なアフィリエイター固有のＩＤ番号またはパスワードを

第三者が用いて本サービスを利用した場合は、これをアフィリエイターの本サービスの利

用とみなし、これによってアフィリエイターが損害を被った場合は、その一切の賠償責任を

負わないものとする。 

 

 

■第 11条（本サービスの停止・中止） 

当社は、アフィリエイターに事前に告知することにより、アフィリエイトシステムの保守点

検その他の目的で本サービスの一部または全部を停止することができる。 

当社は、アフィリエイトシステムに突発的な障害等が発生した場合は、アフィリエイターに

事前に告知することなく本サービスをただちに停止することができる。 

当社は、自己の営業上の重要な変更があった場合は、アフィリエイターに 7 日前までに告

知することにより本サービスを中止することができる。 

本条の場合、当社はその理由にかかわらず、本サービスの停止または中止によりアフィリエ

イターが被った損害に対して、その一切の賠償責任を負わないものとする。 

 

■第 12条（個人情報） 

1. 当社は、アフィリエイターの個人情報（氏名、住所、電話番号、口座番号その他当該個

人を特定することが可能なあらゆる情報を意味する。）を、当社個人情報保護方針に基

づき管理するものとし、アフィリエイターの承諾なしにこれを第三者に開示、提供また

は漏洩しないものとする。 

 

2. また、前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三

者に対してアフィリエイターの個人情報を開示することができる。 

 

（1） 法令または裁判所もしくは政府機関の強制力を伴う緊急の命令、要求も

しくは要請があった場合、その他個人情報の保護に関する法律第 23条第 1項列記

事由に該当する場合は、アフィリエイターの承諾なしに必要な範囲で個人情報を

提供または開示することができる。 

 

（2） アフィリエイターが本規約に違反したことにより広告主に損害が発生し、

広告主から当社に対して特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信

者情報の開示に関する法律（平成 13年法律第 137号）第 4条第 1項に基づいて当

該違反行為を行ったアフィリエイターの個人情報の開示の要求があり、当社が当

該開示を必要と認めた場合。 

 

https://www.mfro.net/privacy/


（3） 本サービスに関連して広告主からアフィリエイターに対して直接商品等

を送付する等広告主がアフィリエイターの個人情報を必要とする場合。 

 

（4） 本サービスに関連して当社と提携する企業がアフィリエイターの個人情

報を必要とする場合。 

 

（5） 当社が本サービスに関連する業務を第三者に委託する場合。 

 

3. なお、個人情報の取り扱いについては以下の通りに定めるものとする。 

 

（1） 事業者の氏名又は名称 

株式会社エムフロ 

 

（2） 2. 個人情報保護管理者（若しくはその代理人）の氏名又は職名、所属及び連絡先 

管理者職名：個人情報保護管理者 

所属部署：株式会社エムフロ 山田 浩司 

メールアドレス：info-p-mark@mfro.net 

 

（3） 個人情報の利用目的 

・お問い合わせ対応（本人への連絡を含む）のため 

 

4.提供された個人情報は、以下の目的のため第三者に提供することがある。 

・第三者に提供する目的 

報酬等の振込みのため 

・提供する個人情報の項目 

氏名、口座情報など 

・提供の手段又は方法 

WEB登録 

・当該情報の提供を受ける者又は提供を受ける者の組織の種類、及び属性 

当社の取引銀行 

 

5. 個人情報取扱いの委託 

当社は事業運営上、利用目的の範囲に限って個人情報を外部に委託することがある。この場

合、個人情報保護水準の高い委託先を選定し、個人情報の適正管理・機密保持についての契

約を交わし、適切な管理を実施させるものとする。 

 



6. 個人情報の開示等の請求 

アフィリエイターは、当社に対して自身の個人情報の開示等に関して、下記の当社問合わせ

窓口に申し出ることができるものとする。その際、当社は本人確認をしたうえで、合理的な

期間内に対応するものとする。 【お問合せ窓口】 株式会社エムフロ 個人情報問合せ係 メ

ールアドレス：info-p-mark@mfro.net ※土・日曜日、祝日、年末年始、弊社休業日は翌営

業日以降の対応 

 

7. 個人情報を提供されることの任意性について 

本人が当社に個人情報を提供するかどうかは任意によるものとする。 ただし、必要な項目

の情報提供がない場合、適切な対応ができない場合がある。 

 

■第 13条（損害賠償） 

アフィリエイターは、本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、または当社が広告主

その他の第三者から損害賠償を請求された場合は、その損害額（直接的損害および通常損害

のみならず、逸失利益、事業機会の損失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特

別的、派生的または付随的損害の全てを含む。）の全額を当社に対して支払うものとする。 

 

■第 14条（登録内容の変更） 

アフィリエイターは、本サービスの登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更後の内

容を管理画面に入力することにより当社に届出なければならない。 

当社は、アフィリエイターが前項に定める登録内容の変更を怠ったことにより生じたアフ

ィリエイト報酬の支払遅延その他の不利益に対して、その一切の責任を負わないものとす

る。 

 

■第 15条（非保証・免責） 

1. 当社は、本サービスがアフィリエイターの特定の目的に適合すること、期待する機

能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、アフィリエイターによる本サービスの利用

が適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないこ

とについて、何ら保証するものではない。 

2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、ア

フィリエイターが本サービスに提供した情報の削除又は消失、その他本サービスに関して

アフィリエイターが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。 

3. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、当該損害につき、

過去【６ヶ月】間に当社がアフィリエイターに支払った本サービスの金額を超えて賠償する

責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利

益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。 



■第 16条（通知） 

当社からのアフィリエイターに対する通知は、アフィリエイターが登録した電子メールア

ドレス宛に当社が電子メールを発信した時点で、通常到達すべき時にアフィリエイターに

到達したものとみなす。 

 

■第 17条（権利義務の譲渡） 

アフィリエイターは、本規約に基づいて発生した権利および義務を第三者に譲渡し、または

担保に供してはならない。 

当社は、本サービスの営業を第三者に譲渡する場合（会社分割等実質的に営業を譲渡する場

合を含む。）は、事前にアフィリエイターに告知することにより、本規約の契約上の地位ま

たは本規約に基づいて発生する権利もしくは義務について、第三者に対する譲渡、担保設定

その他の処分を行うことができる。 

 

■第 18条（規約の改定） 

当社は、本規約の内容をアフィリエイターの事前の承諾なくいつでも変更することができ

る。この場合、当社は変更後の本規約を当社のウェブページ上ですみやかに告知するものと

する。 

変更後の本規約の効力は、当社が本規約の変更を当社のウェブページ上で告知した時点か

ら 2 週間後または告知後アフィリエイターが本サービスの利用を開始した時点のいずれか

早い時点から発生するものとする。 

アフィリエイターは、変更後の本規約の内容に同意しない場合は、当社所定の手続を行うこ

とにより本サービスから退会することができる。 

 

■第 19条（有効期間および存続条項） 

本規約は、アフィリエイターが本サービスの会員登録を完了した時点からアフィリエイタ

ーの退会時点まで効力を有し、当社およびアフィリエイターを拘束する。ただし、第 6条、

第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 13 条、第 17 条、第 19 条および第 22 条は、本規約の有効

期間が満了した後も有効に存続する。 

 

■第 20条（解除） 

当社およびアフィリエイターは、30 日前に相手方に通知することにより、いつでも本規約

を将来に向かって解除することができる。 

 

■第 21条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執

行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と



判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。 

 

■第 22条（準拠法および合意管轄） 

本規約についての解釈、適用については、日本国法に準拠するものとする。また、本規

約に関連して当社とアフィリエイターとの間に紛争が生じた場合は、第一審の専属的合意

管轄裁判所を東京地方裁判所とする。 

 

以上 

 

平成 30年 3月 1日 


