Adobe Stock コントリビューター契約
Adobe.com 利用条件への追加条件
お客様による Adobe Stock の使用、および作品（以下で定義）のアップロードまたは提出は本追加条件
に従うものとします。本追加条件は、Adobe.com の利用条件を補足し、それに組み込まれるものです
（ Adobe.com の 利 用 条 件 は 本 追 加 条 件 を 含 み 、 総 称 し て 「 条 件 」 と 呼 ば れ る も の で 、
www.adobe.com/jp/legal/terms.html に記載されています）。疑義を避けるため、お客様とアドビは作品ご
とに個別の契約を締結しないものとし、本契約は、本契約期間中にお客様が Web サイト（以下で定義）
にアップロードするために、アップロードまたはアドビに提供したすべての作品に適用されます。また、
本条件は本契約の発効日より前に提出された一切の作品にも適用されます。お客様が事業体を代理して
作品を提出した場合は、本条件は当該事業体およびその関連会社に適用されます。この場合、お客様は
当該事業体を本条件に拘束させる権限を有することを表明し保証します。お客様が米国内にお住まいの
場合、本条件はお客様と米国 Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）との契約となります。
米国以外のお客様については、本条件はお客様とカナダ Adobe Canada Services Corporation（アドビ カナ
ダ サービス社）との契約となり、本サービスおよび本追加条件はアイルランドの法律に準拠します。
1. 定義
1.1 「ソーシャルメディアサイト」とは、ユーザー間のソーシャルな交流を主目的とし、そうしたソー
シャルな交流の中でユーザーがコンテンツを共有することを可能にする Web サイトまたはアプリケー
ションを意味します。
1.2 「Web サイト」とは、fotolia.com、stock.adobe.com、adobe.com などを含むがこれに限定されないア
ドビの Web サイト、および当該 Web サイトに簡単にアクセスできるようにするアプリケーションを意
味します。
1.3 「作品」とは、写真、イラストレーション、テンプレート（テンプレート内に含まれているか、テン
プレートと共に提出された著作物を含む）、3D アセット、映像、画像、または他の絵やグラフィック作
品（総称であり、すべての関連するキーワード、説明、クレジット、およびキャプションを含む）を意
味し、お客様がアドビに提出または Web サイトにアップロードしたものです。
2. アドビがエンドユーザーにお客様の作品を配布するために必要なライセンス
2.1 アドビユーザーに対する通常ライセンス。お客様は、Web サイトを介してアップロードした時点で
指定された一切の制限に従い、非独占的、世界共通、および永続的に、任意の媒体または形態で作品を
使用、複製、公開表示、配付、変更、公開で実行、および翻訳するアドビの権利をサブライセンスする
ためのライセンスをアドビに付与するものとします。エンドユーザーへのライセンスには、当該エンド
ユーザーによる変更済み作品の使用目的がオリジナル作品に関して許可されているものと同じ使用目的

に限定されている限り、作品を元にした二次的著作物を変更および作成する権利が含まれる場合があり
ます。この権利には、作品または複製物が商品またはその他の著作権成果物に組み込まれるか組み合わ
された場合に、現在知られている形式または今後知られる形式で、販売権またはこれを販売することを
目的とした配付権が含まれますがこれに限定されません。アドビはお客様の作品をアドビの製品および
提供物に含める場合があり、以下の第 6 条に従って支払いを行います。
2.2 API プログラム。アドビは、アドビのパートナーがお客様の作品を展示して販売しやすくするアプリ
ケーションプログラムインターフェイス（「API」）プログラムを提供します。プロモーション、試用、
またはテストの一環としてアドビのパートナー（およびそのユーザー）がアドビの API プログラムを介
して作品にアクセスしていない場合、以下の第 6 条に従ってアドビがお客様に支払いを行います。
2.3 ソーシャルメディア
(A) アドビは、第 6 条のアドビの支払い義務に従って、アドビのユーザーおよび他の関連する第三者がお
客様の作品のプロモーションを促進するためにソーシャルメディアサイトに直接または間接的に作品を
投稿、またはそこで共有することを許可する場合があります。
(B) アドビは、(1) 任意のソーシャルメディアサイトで第三者が作品に何らかの形でアクセス、ダウン
ロード、共有、または使用することが明示的または黙示的に許可されている場合でも、当該ソーシャル
メディアサイトに表示される利用規約またはその他の条項や承認について、または (2) ソーシャルメディ
アサイトを介して直接または間接的に作品にアクセスする任意の第三者による一切の使用について、責
任を負いません。
3. アドビがお客様の作品のプロモーションを行うために必要なライセンス
アドビは、お客様の作品、Web サイト、アドビの事業、およびアドビの他の製品・サービスのマーケ
ティングおよびプロモーションを目的として作品を使用する場合があります。この場合、お客様はアド
ビに対し、必要に応じて作品を使用、複製、公開表示、配付、変更（たとえばお客様の作品を立派に見
せるため）、公開で実行、翻訳するために、非排他的、世界共通、ロイヤリティ無料のライセンスを付
与します。アドビは、エンドユーザーがお客様の作品を見つけやすくし、お客様の作品の保護をより強
力に行うことができるように、お客様の作品をアドビのフィンガープリンティングまたはハッシュデー
タベースに含める必要がある場合があります。お客様はアドビに対し、Web サイトの運営、お客様の作
品の提示、エンドユーザーに対するお客様の作品の配付およびマーケティング、新しい機能およびサー
ビスの開発、お客様の作品のアーカイブ、お客様の作品の保護のみを目的に、お客様の作品を使用、複
製、配付、インデックス付け、および変更するための、非排他的、世界共通、永続的、およびロイヤリ
ティ無料のライセンスを付与します。また、お客様はアドビに対し、本条件に基づき、お客様の作品に
対するアドビのライセンスに関して、お客様の氏名、商標、および商号を使用する権利を付与しますが、
これは義務ではありません。アドビがお客様の作品または Web サイト、アドビの配付プログラム、アド

ビのサービスおよび提供物、またはアドビのソーシャルメディアサイトのマーケティングおよびプロ
モーションを行うこと、または市場を拡張して作品のライセンシングを行うことを目的としてお客様の
作品を使用する場合は、第 6 条に記載されているとおり、アドビの裁量でお客様に報酬を支払う場合が
あります。
4. 知的財産権
4.1 IP 権。お客様は、あらゆる著作権、商標、特許、プライバシー権、肖像権、著作者人格権、およびそ
の他の知的財産権（総称して「IP 権」）を含む、作品に対するすべての権利、権原、および権益を有す
ること、または本条件に基づきアドビにライセンスを付与するために必要なすべての権利およびライセ
ンスを有することを表明し保証します。許可されている範囲で、お客様は法律で許可される範囲におい
て作品に関する著作者人格権を放棄します。権利放棄が許可されない場合は、お客様はアドビ、アドビ
の関連会社、およびアドビのエンドユーザーに対してその権利を行使しないことに同意します。またお
客様は、作品が他者の IP 権を侵害しないこと、誤解を招く情報または虚偽の情報が含まれていないこと、
違法または中傷的なコンテンツが含まれていないことを表明し保証します。お客様は、個人もしくは事
業体の IP 権を侵害または冒涜する作品、あるいは個人を名誉毀損、虚偽宣伝、または中傷する作品を
アップロードしないものとします。また、お客様は適用される法律を遵守する必要があります。アドビ
は、独自の裁量によって、事前の通知なく、作品の削除、またはお客様のアカウントの停止を行う場合
があります。
4.2 リリース。作品に、個人を特定できる人物の画像または肖像、商標やロゴ、または IP 権で保護され
ている一定の特徴的性質を持つ財産が含まれている場合、お客様は、作品で表現されている各人物また
は財産について、アドビの標準モデルリリースおよびプロパティリリースに類似した、必要かつ有効な
すべてのリリースまたは合意を取得していることを表明し保証します。ただし、お客様が「エディトリ
アル使用のみ」と指定された作品をアップロードする場合、アドビは、独自の裁量で、アドビのガイド
ラインまたは要件に従って、モデルリリースまたはプロパティリリースがなくてもその作品を受け入れ
る場合があります。「エディトリアル使用のみ」と指定された作品については、お客様は、(A) 作品が誠
実に対象を描写し、付随するすべてのキーワード、説明、クレジット、およびキャプションが正確であ
ること、および (B) エディトリアルという趣旨または全体性を変更するような方法で作品が変更されてい
ないことを表明し保証します。
5. お客様による作品の所有権の保持
5.1 お客様は、作品に関するすべての権利、権原、および権益を有し（本条件に従って付与されたライセ
ンスを除く）、本条件に従って作品に関する権原もしくは所有権がアドビに移転されることはありません。

5.2 アドビおよび作品を使用するユーザーは、通常の方法でお客様を作者および作品の提供者として識別
する権利を有しますが、これは義務ではありません。また、アドビが責任を負うことなく、メタデータが
変更または削除されたり、アドビの再販業者またはエンドユーザーに追加されたりする場合があります。
5.3 お客様は、権利侵害者に対してお客様の IP 権を行使する権利をアドビに付与しますが、アドビはこ
れを行使する義務を負いません。
6. 支払い
6.1 価格決定と支払いに関する条件。アドビは、アドビの価格決定と支払いに関する標準ポリシー（最
新 版 ： https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties （ ま た は そ の 後 継 Web サ イ ト ） お よ び
https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties/Videos（またはその後継 Web サイト））（総称して「価
格決定と支払いに関するポリシー」）に従って、お客様に対し、販売額からキャンセル、返品、および
返済分を差し引いた支払いを行います。アドビは価格決定と支払いに関するポリシーの見直しを随時行
います。この見直しは、作品のカテゴリーの更新、価格決定と支払いに関する条件の更新、および/また
は新しい価格決定と支払いに関するポリシーのお客様への紹介を含みますが、これに限定されません。
お客様は価格決定と支払いに関するポリシーを定期的に確認する必要があります。作品の提出または
アップロードを続ける、または作品を削除しないでおくことにより、お客様は、随時改訂される新しい
価格決定と支払いに関するポリシーに同意したものと見なされます。お客様は作品を無料コンテンツと
して指定することができます。この場合、アドビはお客様に支払いを行う責任を負わずにコンテンツを
配付できます。本条件に記載されている場合を除き、アドビはお客様に対する支払い義務を負いません。
お客様への支払いを円滑に行うため、アドビは PayPal などの第三者決済処理業者を使用する場合があり
ます。アドビが作品のプロモーション、試用、テスト、または透かし画像加工を行う場合、本条の支払
い義務は適用されません。
6.2 税金。お客様は、支払いを受けるために必要な IRS フォームを作成する責任を負います。「米国人」
（IRS の定義による）は、IRS フォーム W-9 に記入してアドビに提出する必要があります。「外国人」
（IRS の定義による）は、米国と所得税に関する租税条約を結んでいる外国の居住者として、源泉徴収の
割合を減らす、または源泉徴収の免除を請求するために、IRS フォーム W-8 に記入してアドビに提出す
る必要があります。お客様に支払う料金が税務当局による源泉徴収または収入に対して課されるその他
の税の対象となる場合、アドビは当該税金をお客様に支払う金額から控除します。アドビは、当該税金
の支払いに関する正式な税金徴収証明書の写しが入手可能な場合、これをお客様に提供するために合理
的な努力を払います。当該税金に関して適用される租税条約の恩恵を受けるために、アドビはお客様と
合理的な協力を行います。

7. 作品の提供、提出、管理
7.1 作品の提供と提出。お客様はアドビが要求する形式および提供方法で、作品を提供するものとします。
また、お客様は、アドビの Web サイトから入手可能なガイドラインまたはアドビからお客様に提供され
たガイドライン（「ガイドライン」）に従って作品を提出し、アドビによる確認を受けるものとします
アドビはガイドラインを随時更新する可能性があるため、お客様はガイドラインを確認する責任を負い
ます。アドビは、お客様がアドビの Web サイトにアップロードするかそれ以外の方法でアドビに提供し
た作品を、独自の裁量で受け入れまたは拒否することができます。
7.2 作品の管理。お客様は Web サイトからお客様の作品をいつでも削除することができます。ただし、
作品のうち 100 点または作品の 10% のいずれか多い数を超える作品を、アドビに対して 90 日前までに
書面で通知せずに任意の 90 日間で削除しないことが条件となります。
8. お客様の補償義務
お客様は、お客様がアドビに提出したお客様の作品または他のコンテンツ、お客様による Web サイトの
使用、またはお客様による本条件の違反によって発生する、またはこれに関連する、あらゆる請求、要
求、損失、または損害（合理的な弁護士費用を含む）に対して、アドビおよびその子会社、関連会社、
役員、エージェント、従業員、パートナー、ライセンシー、およびライセンサーを免責にするものとし
ます。アドビは、独自に選択した弁護士により、お客様による補償の対象となるすべての請求、訴訟、
または事柄の弁護を管理する権利を有します。お客様は、このような請求、訴訟、または事柄の弁護に
おいて、アドビに完全に協力するものとします。上記第 6 条に基づきお客様に支払われる、または支払
われる可能性のある金額は、お客様への請求または通知を行わずに、本契約のお客様の補償義務に従っ
てお客様が保有すべき金額と相殺およびそこから減額される場合があります。
9. 契約の停止と存続
9.1 契約の停止。アドビは、事前通知なく、本条件の終了、一切の作品の削除、またはお客様のアカウン
トの一時停止を行う場合があります。お客様が本条件に違反した場合、または不正もしくは違法行為に
対するアドビによる調査の一環として、または法執行機関の要求に応じて、アドビはお客様に通知後、
お客様のアカウントを終了するものとします。正当な理由によって本条件を終了する場合は、アドビは
お客様に対し支払い義務を負いません。お客様は、90 日前までにアドビに書面で通知することにより、
いつでも本条件を終了することができます。アドビは、お客様がアドビの Web サイトから削除したすべ
ての作品が、アドビの Web サイトから作品を削除してから 60 日以内に、アドビの関連会社の Web サイ
ト（共同ブランド業者の Web サイトを含む）から削除されるよう、合理的な努力を払います。本条件が
終了するまで、またはアドビの関連会社の Web サイトから作品が削除されるまで、アドビのエンドユー
ザーはお客様の作品の新しいライセンスを引き続き取得できます。

9.2 本条件終了後の効力。アドビは、社内でのアーカイブおよび参照を目的としてのみ、または本第 9
条 2 項に定めるとおり、作品を引き続き使用できます。第 1 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条 1 項（アドビ
が支払い義務を負う場合）、第 6 条 2 項、第 8 条、第 9 条は、本条件の終了後も引き続き効力を有しま
す。終了日前、または Web サイトから作品を削除する前にアドビのエンドユーザーまたはアドビに付与
されたすべてのライセンスは、本条件の終了後も引き続き効力を有します。また、契約により作品を無
料版（エンドユーザーまたはエンドユーザーのクライアント向けのプレビューサンプルなど）としてラ
イセンス付与され所有することを認められたアドビのエンドユーザーは、当該ライセンスを使用許諾に
変換することができます。アドビは、本条件の終了後に作品に関連して受領したライセンス料について、
第 6 条に定めるとおり、支払いを行います。
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