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Wixアフィリエイトプログラム – 利用規約 

 

このアフィリエイトプログラム利用規約（以下「本規約」）は、40 Namal St. Tel-Aviv, Israelに本社を

置くWix.com Ltd.（その関連会社とともに、以下「Wix」または「当社」）のアフィリエイトプログラム

への参加条件を規定するものです。以下、Wixアフィリエイトプログラムへの参加者を「アフィリエイ

ト」または「利用者」といいます。 

 
1. 全般。 

WIXへようこそ!  

本規約はアフィリエイトがWix アフィリエイトプログラム（以下「プログラム」または「アフィリエイ

トプログラム」）に参加する際に適用される利用規約を含みます。この利用規約はWixと利用者との間

の法的拘束力のある合意を意味しますので、よくお読みいただきますようお願いします。利用者がWix

アフィリエイトになるためには、本規約の条件に同意し、それを承諾する必要があります。 

利用者は申込書の「同意する」ボックスをクリックすることにより、アフィリエイトプログラムのアフ

ィリエイトになるための登録に同意し、以下の事項を証明するものとします。(A)自ら本規約を読み、

その全内容を理解したこと、また(B)あらゆる書類、本規約において言及することによりその一部とみ

なされるポリシーと手続き、および将来における本規約の修正または補則等の本規約の条件に自らが拘

束されること、さらに(C)本規約の履行に適用される法令の下で必要とされるあらゆる承認を得る等し

て、本規約またはその一部を自ら締結または履行することについて、なんらかの対立状態になく、その

他の制限を有しないこと。 

本規約または本規約において言及することでその一部とみなされるその他のあらゆる書類のいずれかの

条項の違反は、書面による通知を必要とすることなく利用者のプログラムへの参加を直ちに中止し、違

反行為により獲得した未払いのアフィリエイト報酬は没収される結果となります。利用者は自己の危険

と費用でプログラムに参加することに同意するものとします。  

2. 定義。  

本規約において使用される各用語は、それぞれ以下に定義する意味を有します:  
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2.1. 「広告」とは、アンカーテキスト、バナー、ボタンリンク、テキストリンク、またはWixがアフ

ィリエイトの利用に供するグラフィック装置でアフィリエイトサイトからWixサイトにリンクす

るために使われるものをいいます。  

2.2. 「アフィリエイト申込書」とは、アフィリエイトがプログラムに参加するために、Wixサイト上

のフォームに入力して提出する形式の申込書をいいます。 

2.3. 「アフィリエイト報酬」または「報酬」または「紹介料」とは、紹介料プランに従って異論な

く承認され、一件につき一度だけアフィリエイトに支払われる金銭をいいます。 

2.4. 「アフィリエイトサイト」とは、アフィリエイトが所有、管理または使用するWebサイトで、

アフィリエイトがWixサイトへのリンクを貼っているものをいいます。 

2.5. 「提携期間」とは、アフィリエイトの参加承認時から始まり、下記第11条の規定に従って終了

するまでの間の、アフィリエイトがプログラムへの参加者として活動する期間をいいます。 

2.6. 「アフィリエイト取引」とは、アフィリエイトのトラッキングコードを介して誘導されたプレ

ミアムユーザーがWixプレミアムパッケージを購入することをいいます。 

2.7. 「月間アフィリエイト取引数」とは、各暦月におけるアフィリエイト取引の総数をいいます。 

2.8. 「コンテンツ制限」とは、本規約第3.3条に記載された意味を有します。  

2.9. 「コンバージョン要件」とは、誘導されたユーザーが成約してプレミアムユーザーになったこ

とを判定するため、Wixがその単独の裁量で設定してアフィリエイトのダッシュボードに表示し

ている要件をいいます。 

2.10. 「ダッシュボード」とは、アフィリエイトがアフィリエイトプログラムへの参加を管理し、同

プログラムにおける実績をモニターできるように、Wixがアフィリエイトプログラムの参加者専

用に設定したオンラインインターフェースをいいます。 

2.11. 「不正トラフィック」とは、アフィリエイトサイトにおいて、またはアフィリエイトが違法な

手段もしくは悪意で、または当社を欺く目的で行う活動を通じて行われるなんらかの入金また

はトラフィックをいい、当社に実害を及ぼしたか否かを問いません。不正トラフィックには、

次のものが含まれますが、これらに限定されません。スパム、虚偽広告、窃取されたクレジッ

トカードを使った入金、共謀、サービス、システム、ボーナスもしくはプロモーションの不正

操作、他の利用者にアフィリエイト報酬を直接的または間接的に分配し合うことを申し出るこ

と、および第三者のアカウント、著作権または商標権のその他のあらゆる不正使用。 

2.12. 「知的財産権」とは、著作権、商標権、特許権、営業秘密、著作者人格権、パブリシティ

権、著作者の権利、契約・ライセンス権、営業権および現在または将来存在するその他のあら



3 
 

ゆる知的財産権、ならびにそれらの更新および延長をいい、これらの権利が合衆国またはその

他の州、国もしくは法域のいずれにおいて発生したものであるかを問いません。 

2.13. 「ライセンス」とは、本規約第4.3条に記載された意味を有します。 

2.14. 「最低取引数の要件」とは、各アフィリエイトがアフィリエイトプログラムへの参加を継続す

るために最低でも達成するようWixが求める月間のアフィリエイト取引数をいいます。 

2.15. 「活動停滞アフィリエイト」とは、本規約第9.2条に記載された意味を有します。  

2.16. 「オプトアウトリクエスト」とは、本規約第6.3.4条に記載された意味を有します。 

2.17. 「誘導されたプレミアムユーザー」とは、本規約に定める誘導されたユーザーに最初になった

日から三十(30)日以内にダッシュボードに表示されたコンバージョン要件を完全に満たす誘導

されたユーザーをいいます。  

2.18. 「紹介料プラン」とは、本規約に基づいてプレミアムユーザーを誘導したことに対し、アフィ

リエイトがダッシュボードに表示された報酬体系に従って支払いを受けるアフィリエイト報酬

プランをいいます。 

2.19. 誘導されたユーザー」とは、アフィリエイトのサイト、Eメール、またはその他の通信手段のア

フィリエイトのトラッキングコードを介してWixサイトで初めてアカウントを開設したユーザー

をいいます。  

2.20. 「特別セール条件」とは、誘導されたユーザーが利用する個々のクーポンを除き、Wixが一定の

プレミアムパッケージサービスに適用することに決定した場合に提供される特別割引またはそ

の他の特典をいいます。 

2.21. 「スポンサーリンク」とは、いずれかのインターネット検索エンジン、ポータル、スポンサー

広告サービスまたは検索キーワードを使って一定のインターネットサイトを特定し、それに対

する関心を集め、またはトラフィックをそのサイトに向けるその他の検索もしくは紹介サービ

スにより有料で（コストパークリック、コミッション、またはその他の取引合意のいずれかを

問いません）提供、設定または表示されるリンクをいいます。 

2.22. 「トラッキングコード」とは、アフィリエイトの活動（アフィリエイトサイトからの活動を含

みますが、それに限定されません）を介して発生するトラフィックやユーザーをトラッキング

するために、Wixがアフィリエイトに提供する特有のコードをいいます。このトラッキングコー

ドは、Wixサイトへのリンクを貼る際にアフィリエイトが使う特別のタグ付きURLリンクです。

Wixでは有効期間が三十(30)日のクッキーを使ってユーザーをトラッキングします。なんらかの

理由でクッキーを設定していない（設定していたクッキーの有効期限が切れた場合を含みます

）ユーザーは、アフィリエイトにより誘導されたユーザーとはみなされません。 
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2.23. 「ユーザー」とは、誘導されたユーザーおよび 誘導されたプレミアムユーザーの両者を意味し

ます。  

2.24. 「Wixマーク」とは、Wixの標章、サービスマーク、トレードドレス、商号、会社名、ロゴおよ

びWixの事業において、またはそれに関連して使われるその他の独特のブランド特性等のことを

いいます。  

2.25. 「プレミアムパッケージ」または「Wixプレミアムパッケージ」とは、WixサイトにおいてWix

が提供するいずれかの有料パッケージのことをいいます。なお、Wixは随時、これらのパッケー

ジを更新または変更することがあります。有料パッケージのうち、(i)購入日から十四(14)暦日以

内に取り消されたもの、または(ii)一定の状況下でWix返金ポリシーもしくは適用法令に従って

払い戻されたもの、あるいは(iii)誘導されたプレミアムユーザーが料金を全額支払わなかったも

のは、プレミアムパッケージとはみなされません。  

2.26. 「Wixサイト」とは、www.wix.com および当社が随時、その単独の裁量において追加するその

他のWebサイトのことをいいます。  

 

3. プログラムへの参加。  

3.1. 登録プロセスを始めるには、アフィリエイトはWixサイトから必要事項を入力したアフィリエイ

ト申込書を提出します。アフィリエイト申込書には真実に基づき完全な情報を正確に記載しな

ければなりません。Wixはアフィリエイト申込書を誠実に審査したうえ、三十(30)営業日以内に

申込者に承認または拒否を通知します。アフィリエイトはプログラムへの参加を承認する明確

な書面による通知をWixから受領しない限り、プログラムの参加者とはみなされません。   

3.2. Wixは、その単独の裁量においてアフィリエイトのサイトまたは活動がなんらかの理由でプログ

ラムに適していないと判断した場合、アフィリエイト申込書を拒否することがあります。Wixが

アフィリエイト申込書を承認した後、その単独裁量においてアフィリエイトのサイトまたは活

動がプログラムに適していないと判断した場合、Wixはいつでもアフィリエイトの参加を解除す

ることがあります。  

3.3. 不適切なアフィリエイトのサイトまたは活動は次のものを含みますが、それらに限定されるわ

けではありません。違法、不快、乱用、侵害といった性質を帯びるコンテンツを含むサイトも

しくはそれに関連した活動、またはなんらかの方法で違法、有害、威嚇的、中傷的、わいせつ

、嫌がらせもしくは人種差別的、反倫理的等の好ましくない画像またはコンテンツを取り入れ

たサイトまたは活動。これに該当するサイトまたは活動には、暴力を助長するもの、人種、性

別、信仰、国籍、障害、性的指向または年齢に基づく差別を助長するもの、違法行為を助長す

るもの、または第三者の著作権、特許権もしくはその他の知的財産権を侵害するか、第三者の

このような侵害行為を幇助する内容を含むもの等が挙げられますが、これらに限定されません

（以下「コンテンツ制限」）。  

3.4. Wixがアフィリエイト申込書を拒否しても、その後そのアフィリエイトが本規約の条項を遵守し

ていつでもプログラムに再び申し込む権利を制限するものではありません。  

http://www.wix.com/
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4. トラッキングコードおよび広告。 

4.1. アフィリエイトが正確なトラッキング、レポーティング、および未払い紹介料のトラッキング

ができるように、Wixは特定のトラッキングコードをアフィリエイトに提供します。アフィリエ

イトは、アフィリエイトサイトとWixサイトとの間のリンクのそれぞれがアフィリエイトに提供

されたトラッキングコードを正しく使っていることを確認しなければなりません。  

4.2. アフィリエイトはいずれのトラッキングコードをも改ざん、修正または変更する権限を与えら

れていません。アフィリエイトは紹介料プランに従って報酬を獲得するに過ぎません。アフィ

リエイトがこのようなトラッキングコードの使用に失敗してもWixは責任を負いません。アフィ

リエイトがトラッキングコードになんらかの修正を施した場合に、取引のトラッキングにおい

てエラーが発生してもWixは責任を負いません。誤解を防ぐために明記すると、アフィリエイト

はこのプログラムのためにのみトラッキングコードを使います。トラッキングコードのその他

の目的での使用は無効と判断され、Wixの単独の裁量により本規約違反とみなされるとともに、

このような不正使用を理由にアフィリエイトに報酬を受ける権利を認めません。  

4.3. Wixはここに、もっぱら本規約の目的のためにWixがアフィリエイトに提供する広告内のWixマ

ークを使用するための非独占的で譲渡不可能な、限定的ライセンスを付与します。Wixは、アフ

ィリエイトサイトからWixサイトへの適切な広告をアフィリエイトが作成できるように、必要な

情報を提供します。アフィリエイトは広告に含まれる以外の方法ではいかなるWixマークをも使

用することはできません。さらに、アフィリエイトはいかなる方法でも広告のいずれかを修正

することはできません。ライセンスは有効期限が切れたとき、または提携期間が終了したとき

に失効します。  

4.4. アフィリエイトは、Wixの商標ガイドラインを含むWixがアフィリエイトに遵守を求めるその他

の要件を条件として、広告が表示される媒体上でその広告が最も人目を引く位地に、品位のあ

る形で広告を表示しなければなりません。アフィリエイトは、Wixの単独の裁量で判断すると

Wixについて中傷的であったり、否定的な印象を与える方法で広告およびWixマークを表示する

ことはできません。アフィリエイトは、本規約において付与された限定的ライセンスに伴う権

利の他には、広告およびWixマークに対するいかなる権利、権原もしくは利益も有しません。  

4.5. アフィリエイトはそのマーケティング活動の内容および方法について全責任を負います。マー

ケティング活動はすべてプロ意識が高く、適切なうえに、適用される規則または法令の下で合

法でなければなりません。  

4.6. Wixは事前の通知なくいつでも、Wixの単独の裁量において広告を削除もしくは修正、または

Wix広告素材もしくはテキストをWixに適した広告素材またはテキストに動的に置き換えるよう

、アフィリエイトに対して求めることができます。  
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4.7. アフィリエイトとWixとの間では、Wixサイト、プログラムおよびWixマークに対するすべての

知的財産権を含むあらゆる権利、権原、利益をWixが所有します。  

 
5. 最低取引数の要件。 

5.1. アフィリエイトプログラムへの参加は、各アフィリエイトがプログラム参加期間中に歴月ごと

の最低取引数を達成することを条件とします。 

5.2. 最低取引数の要件として、アフィリエイトは各歴月に最低三(3)件のアフィリエイト取引を成立

させなければなりません。Wixはその単独の裁量で、いつでも最低取引数の要件を変更する権利

を有します。そのような変更を行った場合、Wixはプログラムに参加して活動しているすべての

アフィリエイトに通知します。    

5.3. アフィリエイトが最低取引数の要件を満たさなかった場合、Wixはその裁量で、そのアフィリエ

イトのアフィリエイトプログラムへの参加を取り消す権利を有します。そのような参加中止を

決定した場合、Wixはアフィリエイトに対してプログラムへの参加が取り消されたことを通知し

ます（以下「参加を取り消されたアフィリエイト」）。そのような場合、参加を取り消された

アフィリエイトは、取消しの結果としてWixに対しなんらかの請求または要求を有するものでは

ありません。  

5.4. 参加を取り消されたアフィリエイトは、プログラムへの参加が取り消された日から六(6)か月間

、同プログラムに再び参加することができません。   

   

6. Eメールおよびその他の情報の送信。  

6.1. アフィリエイトが、直接的または間接的に本規約やプログラムに関連するEメール、インスタン

トメッセージ（以下「Eメール等」）等のメッセージまたは情報を電子的方法で送信した場合、

アフィリエイトはこのようなEメール等のすべてが電子的メッセージの使用に関して適用される

連邦および州のあらゆる法令および規制に完全に遵守していることについて同意、承認、表明

および保証するものとします。この遵守の対象となる法令等は、2003年スパム対策法（以下「

CAN-SPAM法」）、1998年児童オンラインプライバシー保護法 （以下「COPPA」）、ならび

にヨーロッパの法令や指令のすべて、および連邦取引委員会の規制等を含むアフィリエイトと

アフィリエイトサイトに適用される一切の法令を含みます。 

6.2. アフィリエイトはWixを宣伝する際にスパムを利用しないことに同意します。Wixは迷惑メール

を含むあらゆるスパムの送信を断じて容認しない方針を取っています。こうした行為があった

場合は直ちにアフィリエイトのアカウントが停止または解除され、未払い報酬があるときはそ

の取消し、および没収に至ることがあります。またアフィリエイトは本規約に違反し、法的措

置の対象となるほか、Wixが被る財産的損害について責任を問われることになります。  
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6.3. スパムとは一般に以下のものを含むものとして定義されますが、これに当てはまらない例を除

外するものではありません:  

6.3.1. 多数者宛電子メール広告の送信、大量メール送信の実行、もしくはEメール攻撃の目的で、

またはブログ、メッセージボード、広告一覧、オークションサイト、altnet、newsnet、

newsgroups、その他類似するサービス等のインターネットフォーラムに迷惑投稿する目的で

、特にアフィリエイトからそのようなメッセージを受領することを明示的に希望していない

（またはEメール等の将来における受領を断った）者に対してEメールを自ら送付するか、ま

たは第三者に送付させる。  

6.3.2. アフィリエイトの同一性、メッセージの目的、件名もしくは発信源に関する不正確もしくは

虚偽の情報を用いたり、アフィリエイトの同一性、Eメールの目的、件名もしくは発信源に

関する正確な情報を伝えない。  

6.3.3. クライアントまたはサーバー機の実証済みまたは未実証のセキュリティーホールを悪用する

。  

6.3.4. (i)Eメールの「発信者名」および「件名」欄を明確、有効に分かりやすく表示しない、(ii)受

信者がアフィリエイトに対して配信の停止要求（以下「オプトアウトリクエスト」）を提出

できるように、Eメールの送信日から最低三十(30)日間有効な返信先アドレス（またはハイ

パーリンク）をEメールに含めることを怠る、または(iii)アフィリエイトがオプトアウトリク

エストを受領してから十(10)日以内にそのリクエストに応じない。  

6.3.5. 自動的にメールアドレスを取得する、または名前、文字、番号の自動組合せ、ディクショナ

リーアタック、またはスパイウェア、ウィルス、システムセキュリティを回避するその他の

方法または消費者プライバシーの侵害等を通じて自動収集したアドレスに無差別にEメール

を送る。  

6.3.6. Eメールに関連してなんらかの不正、虚偽、不正確または誤解を招く情報を用いる。  

6.3.7. 十八(18)歳未満の者に対してなんらかのマーケティング目的のEメールを送る、またはその

ような者から個人情報を収集する。  

6.4. アフィリエイトはそのサイトに登録したユーザーにアフィリエイトが送信するEメール内のトラ

ッキングコードを使うことができます。  

 

7. 法令および規制の遵守、複数プログラムへの参加の禁止。 

7.1. アフィリエイトは米国、その他の国、または自己がEメールや電子的情報通信に関して一定の行

為を行う法域の一切の規制、制定法および適用法令を遵守しなければなりません。アフィリエ

イトにはこのような規制、制定法および法令を把握している責任があります。  

7.2. アフィリエイトはトラッキングコードを含むEメール等またはWixもしくはWixのプログラムに

関するEメール等のみを送ることができます。アフィリエイトがなんらかの形で本第6条、CAN-
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SPAM法またはCOPPAの遵守を怠った場合、アフィリエイトは本規約について重大な違反を犯

したものとみなされ、アフィリエイトが取得した報酬に対するあらゆる権利が剥奪されます。  

7.3. アフィリエイトはWixの株式がNASDAQに上場し、取引されていることを認めるものとします

。したがってアフィリエイトは、Wixに関する重要な非公開情報を受領した者による株式の売買

、およびそのような情報に依拠して株式を売買する可能性のある第三者へのそのような情報の

伝達について、連邦証券取引法が科す制限を承認するものとします。アフィリエイトがWixに関

する重要な非公開情報を持っているか、または認識している限り、アフィリエイトはWixの株式

の直接的または間接的な売買に関して適用されるすべての証券取引法を遵守するものとします

。本第7.3条の違反があった場合、本規約は他の規定に影響を及ぼすことなく、事前の通知なく

直ちに解約されます。 

7.4. アフィリエイトがWix ResellerプログラムまたはWix Pro (Arena)プログラム等のWixが提供する

その他のプログラムに参加する場合は、直ちにWixに対して書面で通知することを約束するもの

とします。その場合、Wixはその単独の裁量において、アフィリエイトをWixのアフィリエイト

または再販者（Resellerプログラムに定義）に指定することがあります。ただし、Wixが書面で

別段の同意をしない限り、いかなる場合においても、その両方に指定することはありません。

Wixの書面による事前の同意なくアフィリエイトが2つまたはそれ以上の異なるプログラムに参

加するとWixが疑う場合、Wixはその単独の裁量により、直ちに本規約を解除することができ、

未払いの報酬（複数のプログラムの1つから得たものか、すべてから得たものかを問わず）は取

消し無効となります。上記の規定にもかかわらず、WixはWixの書面による事前の同意なく2つ

またはそれ以上の異なるプログラムに参加したアフィリエイトに支払われた報酬のすべてにつ

いて返還を求める権利を有します。  

 

8. スポンサーリンクに対する禁止。 

8.1. アフィリエイトはWixマークのいずれかを使用または包含するスポンサーリンクを使用、獲得、

入札、またはその他の方法で取引してはなりません。  

8.2. アフィリエイトはWixマークのいずれか、またはそれに変更を加えたものを含むインターネット

ドメイン名を登録、獲得、または使用してはなりません。  

 

9. 紹介料。 

9.1. アフィリエイトが本規約の規定に従うことを条件として、アフィリエイトのトラッキングコー

ドを介して誘導されたプレミアムユーザーが新規に購入したWixプレミアムパッケージのぞれぞ

れについて、アフィリエイトはそのダッシュボードに表示された紹介料プランに従ってアフィ

リエイト報酬を受け取る権利を有します。  
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9.2. 前記第9.1条の定めにもかかわらず、誘導されたいずれかのユーザーが特別セール条件に従って

、アフィリエイトのトラッキングコードを介して新規のプレミアムパッケージを購入する場合

において、アフィリエイトに支払うべきアフィリエイト報酬が発生しているときは、その額は

特別セール条件の下でプレミアムパッケージに適用される割引またはその他の特典に従って減

額されます。  

9.3. 本規約期間中、Wixは誘導されたユーザーにトラッキングコード設定して、三十(30)日間そのユ

ーザーを継続的にトラッキングします。ただし、その期間は提携期間内とします。その期間中

に誘導されたユーザーがプレミアムユーザーとして登録しなかった場合、たとえその誘導され

たユーザーが後に該当するコンバージョン要件を満たす行為を取ったとしても、アフィリエイ

トにはそのユーザーに関するいかなるアフィリエイト報酬も認められません。  

9.4. Wixはその単独の裁量においてアフィリエイトのいずれかに追加的な報酬を与える権利を有しま

す。  

9.5. 紹介料は、それぞれの誘導されたプレミアムユーザーによる初回のWixプレミアムパッケージの

購入についてのみ、アフィリエイトに支払われるものであることをここに明記します。紹介料

は更新、試用版（該当する場合）、2度目の購入等には適用されません。  

 

10. アフィリエイト報酬の支払いおよびレポート作成。  

10.1. Wixは各アフィリエイト報酬の計算に関連し、それに必要な誘導されたプレミアムユーザーの購

入活動をまとめたレポートを定期的に作成し、アフィリエイトの利用に供するため、ダッシュ

ボードにリアルタイムで表示します。レポートの形式、内容および頻度についてはWixがその単

独の裁量において決定し、随時更新することができます。  

10.2. アフィリエイト報酬は各暦月の末日から四十五(45)日以内（以下「支払い日」）に支払われま

す。 

10.3. アフィリエイトのアカウントの下で最低三(3)件のコンバージョンが発生するまで、Wixはいか

なる場合もアフィリエイトに対して報酬を支払いません。したがってまた、アフィリエイトが

支払い日までに最低三(3)件のコンバージョンを達成しない場合、発生したコンバージョン（お

よびそれに関連する報酬）は翌月のアフィリエイト報酬に繰り越され、加算されます。アフィ

リエイトが暦上の連続した三(3)か月間に最低三(3)件のコンバージョンを達成しない場合、その

アフィリエイトは活動停滞アフィリエイトとみなされ、それまでに達成したコンバージョンお

よび誘導されたプレミアムユーザーにより得た報酬は取消し無効とされ、さらにWixはアフィリ

エイトに対する支払い義務その他一切の責任を負うことなく、本規約を解除することができま

す。  

10.4. Wixは、Wixアフィリエーションシステムにより自動的にトラッキングされ、ダッシュボード上

で報告されるトラッキングコードに基づいてアフィリエイト報酬を支払います。Wixは、トラッ

キングコードがWixアフィリエーションシステムによりトラッキングされ、ダッシュボード上で

報告されない限り、アフィリエイト報酬を支払いません。  
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10.5. Wixがその単独の裁量により別段の決定を行った場合を除き、すべてのアフィリエイト報酬は米

ドル建てでのみ支払われます。支払いは電信送金またはWixの単独の裁量において指定するその

他の方法により、アフィリエイトが発行する有効なインボイスに対して行われます。アフィリ

エイトはアフィリエイト報酬の送金のために必要とされる完全で正確な詳細情報をWixに提供す

る責任があり、そのような詳細情報をWixに対して適切に、遅滞なく提供しないことから発生す

るあらゆる支払いの遅れについて単独で責任を負うものとします。 

10.6. Wixがその独自の判断において、なんらかの活動について疑いを抱いた場合、Wixは関連する取

引を確認するために百八十(180)日を上限としてアフィリエイトへの報酬の支払いを遅らせるこ

とがあります。Wixがその活動について不正トラフィックに該当すると判断した場合は、Wixの

単独の裁量において、それに対応してアフィリエイト報酬を再計算するか、または差し引きま

す。アフィリエイトが直接的または間接的になんらかの不正、虚偽、操作的またはそれ以外の

性質のWixに関連する違法な活動に関与したものとWixが判断した場合、Wixは本規約または適

用法令の下で得られる他のなんらかの権利または救済手段に加えて、そのアフィリエイトに割

り当てられたトラッキングコードを動作不能にし、そのアフィリエイトに対していかなる補償

もせずに、そのプログラムへのアクセスを直ちに阻止する権利を有することをここに明記しま

す。アフィリエイトは、Wixが取ったそのような行為に関して自己がWix、その役員、取締役、

株主または従業員に対して有するなんらかの請求もしくは要求をここに確定的に放棄します。  

10.7. アフィリエイトにはその事業活動に課されるすべての税金を支払う責任があります。アフィリ

エイトに対する支払いは法令上義務づけられている源泉徴収税の対象となります。紹介料には

VATを含むあらゆる法令上の税金を含むものと合意されています。  

 

11. Wix取引の処理サービスに関するポリシーおよび価格設定。 

11.1. Wixは、アフィリエイトサイトからWixサイトへのトラッキングコードを使用したユーザーが実

行した取引を処理します。  

11.2. Wixはその定期的に設定する一定の合理的な要件を遵守しない取引を拒否する権利を留保します

。  

11.3. Wixは取引の処理および履行のあらゆる面について責任を負います。  

11.4. Wixはアフィリエイトサイトから誘導されたユーザーが行った購入をトラッキングします。正確

なトラッキング、レポート作成、および未払いアフィリエイト報酬計算を実現するため、アフ

ィリエイトは必ずトラッキングコードが適切に実装されているようにしなければなりません。

Wixは不適切に実装されたトラッキングコードに関する責任を負いません。  
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11.5. Wixは適用法令に一致する範囲で価格、ポリシーおよび処理手順を変更することがあります。例

えば、Wixはその価格設定ポリシーに従ってサービスに対する代価を決定します。そのような変

更がアフィリエイトが既にそのサイトに掲載した事項、広告またはアフィリエイトが本規約お

よびそのプログラムへの参加との関係で第三者に提供したその他の情報に影響を及ぼす場合、

アフィリエイトはそのような変更を認識し、アフィリエイトサイトまたは関係のあるその他の

マーケティング手段においてそれを反映させる必要があります。  

 
12. 提携期間および解除・終了。 

12.1. アフィリエイトのプログラムへの参加期間は、アフィリエイトの申込みが承認されたときから

開始し、本第12条の規定に従っていずれかの当事者が解除通知を提示したときに終了します（

以下「提携期間」）。  

12.2. いずれの当事者も他方当事者に対して書面により十(10)日前の解除通知を行うことによりいつ

でも、理由の有無を問わず、提携期間を終了させることができます。  

12.3. 本規約第12.4条を条件として、提携期間の終了によりアフィリエイトのアカウントは停止もし

くは抹消され、またはWixサイトのアフィリエイトアカウントへのアクセスが阻止される結果と

なり、アフィリエイトアカウントに発生または支払いが予定されているアフィリエイト報酬の

すべてが没収または放棄の対象となります。  

12.4. 上記第9条の規定を条件として、別段の定めがない限り、提携期間が終了したとき、アフィリエ

イトは本規約期間中に発生し未払いとなっている誘導されたプレミアムユーザーに関するアフ

ィリエイト報酬を受け取る権利を有します。  

12.5. アフィリエイトによる本規約に対する重大な違反があった場合、Wixはその単独の絶対的な裁量

により、事前の通知なく直ちに提携期間を終了することができ、アフィリエイトは期間終了前

に発生した未払いのアフィリエイト報酬を受け取る権利を有しません。  

12.6. いずれかの理由により提携期間が終了したとき、アフィリエイトはトラッキングコード、広告

およびプログラムに関連するその他のコンテンツをアフィリエイトサイトまたはアフィリエイ

トが使うその他の通信手段から直ちに削除しなければなりません。アフィリエイトは、Wixサイ

トへのすべてのリンク、およびWixマークのすべて、ならびに本規約に基づき、またはプログラ

ムに関連してWixが提供もしくはWixに代わって第三者がアフィリエイトに提供するその他のあ

らゆる物の使用を直ちに停止するとともに、それらを直ちにアフィリエイトサイトから削除す

るものとします。  

12.7. 本規約第2条、第4.5条および第12条ないし第20条ならびにその他の条項で明示的な規定による

か、またはその性質上、提携期間の終了後も有効に存続するものは、提携期間の終了にもかか

わらず、引き続き効力を有します。  

 
13. 守秘義務。 
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13.1. Wixはアフィリエイトがプログラムに参加することの結果として、当社が秘密事項と考える一定

の情報（以下「秘密情報」）をアフィリエイトに開示することがあります。本規約の目的のた

め、「秘密情報」という用語は以下のものを含みますが、それらに限定されません。(i) アフィ

リエイトまたはアフィリエイトサイトのために特別に設定されたプログラム条項で、プログラ

ムの他のアフィリエイトには一般的に適用されないものについて行われるなんらかの修正。

(ii)Wixまたはそのサービスに関する価格ガイドライン、将来導入予定のサービスに関する発表

、営業秘密、技術情報、発明、プロセス、プログラム、略図、データ、価格・割引表、顧客リ

スト、財務情報および販売・マーケティング計画。秘密情報は、本規約の期間中にWixが秘密と

指定するあらゆる情報も含みます。秘密情報は以下に該当する情報を含みません。(a)守秘義務

を伴わず、または本規約違反を引き起こすことなく既に他方当事者に公知となっている情報。

(b)アフィリエイトが情報を受領する前または後に（アフィリエイトによらずに）公知となった

情報。(c)法令または裁判所、司法機関もしくは行政機関の命令に基づいて他方当事者が開示す

る必要のある情報。  

13.2. アフィリエイトは期間中およびそれ以降常に秘密情報の秘密を厳守し、Wixの書面による事前の

同意がない限り、本規約に基づくアフィリエイトの義務を履行するために合理的に必要な目的

のため以外には秘密情報を使用してはなりません。  

 

14. 一般条項、アフィリエイトの責任、事実表明および保証。  

14.1. アフィリエイトは自己が十八(18)歳以上であること、およびあらゆる点においてアフィリエイ

トが本規約を締結する資格および能力を有することを、ここに表明し、保証します。  

14.2. アフィリエイトは自己の同一性に関する正確で完全な情報および以下のような個人情報を提供

するものとします: 銀行口座、電信送金の指示、住所またはその他の必要な情報。  

14.3. アフィリエイトはアフィリエイトのサイトおよび活動ならびにそれらに関連するすべてのもの

の開発、運営、および維持について全責任を負います。アフィリエイトはそのサイトまたは活

動の進展、運営、維持、方法、およびコンテンツに関するあらゆる第三者の請求が原因でWixが

被るなんらかの請求、損害賠償および費用について、Wixを補償し、免責するものとします。 

14.4. いずれかの自然人または法人（アフィリエイトのあらゆる従業員、代理人、下請人または代表

者を含み、それぞれを以下「アフィリエイトの代理人」）がプログラムに参加するか、または

それ以外の方法で本規約に関してアフィリエイトのために行動する場合、アフィリエイトはそ

のような代理人が本規約の条項を完全に遵守するようにしなければなりません。またアフィリ

エイトはそのような代理人のあらゆる作為または不作為について完全に責任を負うものとしま

す。  
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14.5. アフィリエイトはそのサイトに掲載する事項が第三者の権利に違反したり、それを侵害するも

のではなく、また同サイトに掲載する事項が中傷的またはそれ以外の形で違法であったり、本

規約における自己の事実表明または義務のいずれかに違反するものでもないことを、Wixに対し

てここに表明し、保証します。Wixは上記全事項に関する一切の責任を否認します。  

14.6. アフィリエイトのプログラムへの参加条件として、アフィリエイトは、本規約期間中、法令、

条令、規則、規制、命令、ライセンス、許可、判決、決定または政府機関が設定したその他の

要件でアフィリエイトに適用されるもののすべてを、それらが現在有効であるか、または本規

約期間中の将来の時点で発効するかを問わず、遵守することをここに表明し、保証します。  

14.7. 本規約はアフィリエイトが適切かつ有効に署名し、交付したもので、本規約の条項に従ってア

フィリエイトに対して履行を強制することのできる合法、有効、かつ拘束力のあるアフィリエ

イトの義務を構成します。  

14.8. アフィリエイトによる本規約に基づく義務の実行、引渡し、および履行は、通知の有無を問わ

ず、時間が経過したか否かも問わず、適用される範囲のあらゆる法令、規則、もしくは規制の

条項、アフィリエイトの資産もしくは財産に適用されるかそれを拘束するなんらかの命令、コ

モンロー裁判所の判決、衡平法裁判所の判決、アフィリエイトの付属定款もしくは基本定款の

条項、またはアフィリエイトに適用されるかその資産もしくは財産を拘束するなんらかの契約

または証書に矛盾したり、違反するものではありません。  

14.9. 本規約の実行、引渡し、および履行、またはアフィリエイトによる本規約に基づくその他の行

為の実行に関連して、アフィリエイトがなんらかの政府機関または第三者の同意、承認、もし

くは認可を取得したり、それらから免除を受けたり、またはそれらに書類を提出する必要はあ

りません。  

14.10. アフィリエイトの知る限り、本規約の実行、引渡し、および完了に関して、または知的

財産権侵害に関して、アフィリエイトまたはその関係者に対して現実化するおそれのある請求

、民事訴訟、刑事訴訟が存在することはありません。また利用者の知る限り、そのような請求

、民事訴訟または刑事訴訟のいかなる理由も存在しません。  

14.11. アフィリエイトは、Wixがいつでも（直接的か間接的かを問わず）本規約の規定とは異

なる条件で顧客の紹介を勧誘することがあり、またはアフィリエイトサイトに類似もしくは競

合するサイトを運営する場合があることを認識しています。  

14.12. Wixはその単独の裁量において、いつでもアフィリエイトサイトをモニターし、アフィ

リエイトが本規約の条件を遵守しているかどうかを随時判断する権利を有します。本規約のガ

イドラインおよび取扱いから逸脱することがある場合は、事前にWixから書面による承認を得

なければなりません。  

 

15. 当事者の関係。  
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15.1. Wixおよびアフィリエイトは独立の契約当事者であり、本規約のいかなる条項も当事者間になん

らかのパートナーシップ、合弁事業、代理店、フランチャイズ、販売代理人、または雇用関係

を創設するものではありません。  

15.2. アフィリエイトはWixのためになんらかの申込みまたは表明を行ったり、第三者が行う申込みま

たは表明を受諾するいかなる権限も有しません。アフィリエイトは、自己のアフィリエイトサ

イト上か否かを問わず、本規約のいずれかの条項に矛盾すると合理的に判断される発言をしま

せん。  

 
16. 免責事項。  

16.1. Wixは本規約、プログラム、および本規約に基づいて提供される情報について、明示または黙示

のいかなる保証または事実表明もしません。これには、適合性、商品性、非侵害性の保証、ま

たは実行、取扱い、商業利用の過程で生じる黙示の保証、または特定目的適合性に対する黙示

の保証を含みますが、これらに限定されません。  

16.2. Wixはそのサイトに掲載されているあらゆる情報について、いかなる事実表明もしません。Wix

のサイト上の掲載事項およびアフィリエイトサイト向けの情報は、明示的か黙示的かを問わず

一切の保証を伴わずに現状のままで提供されます。Wixはそのサイトに含まれる情報、テキスト

、グラフィックス、リンク等の正確性または完全性を保証しません。  

16.3. 提供される情報またはサービスが不完全であったり、装置に損害を与えたり、アフィリエイト

またはアフィリエイトを介して苦情を訴える者に損失または不都合を与える場合、アフィリエ

イトはそれに対する全費用および責任を負うものします。  

16.4. アフィリエイトは、アフィリエイトの事業活動もしくはウェブサイトに関連して、または本規

約もしくはWixが提供するプログラム、Webサイトもしくはサービスへの参加をめぐってアフィ

リエイトと第三者との間に発生する紛争に関連して直接的または間接的に発生するなんらかの

請求、債務、損失、費用、損害賠償もしくは経費（弁護士報酬を含む）に対して、Wix、その子

会社、役員、取締役、従業員、代理人、および第三者を補償し、免責するものとします。  

 
17. 責任制限。  

17.1. いかなる状況においても、Wix、その子会社、役員、取締役、従業員、またはサプライヤーは、

Wixのサイトもしくはプログラムのダウンタイムまたは利用可能性が原因でアフィリエイト、ユ

ーザーまたはその他の第三者が被る何らかの直接的または間接的な損害または損失に対する責

任を問われることはありません。さらに、Wix、その子会社、役員、取締役、従業員、またはサ

プライヤーは、プログラムのダウンタイムまたは第三者におけるダウンタイムに起因するあら

ゆる損失に対して責任を負いません。  



15 
 

17.2. 本規約にこれと異なる規定があっても、Wix、その子会社、役員、取締役、従業員、またはサプ

ライヤーは、契約、過失、不法行為、厳格責任、または間接的、付随的、派生的、特別、懲罰

的もしくは懲戒的損害賠償（営業権、実際または予測上の売上高、利益または逸失した事業機

会を含みますが、がこれらに限定されません）に関するその他の法原理もしくは衡平の理念と

の関係で本規約に内在する問題について、たとえWix、その子会社、役員、取締役、従業員、ま

たはサプライヤーがそのような損害の発生可能性を伝えていたとしても、アフィリエイトに対

する責任を負いません。 

 
18. 修正。  

18.1. Wixはその単独の裁量において、アフィリエイトに対して十四(14)日前に通知することにより、

いつでも本規約条項のいずれかを修正することができます。Wixに提供されたアフィリエイトの

アドレスに宛てたEメールによる変更通知、または当社のWebサイト上での変更通知の掲載は、

本規約条項の修正のアフィリエイトに対する十分な通知とみなされます。修正は支払い可能な

アフィリエイト報酬額の範囲、支払い方法・予定、およびアフィリエイトプログラム規則を含

みますが、これらに限定されません。  

18.2. 上記第18.1条の規定にかかわらず、Wixはその単独の裁量において紹介料プランを改訂、修正ま

たは変更することがあります。ただし、Wixがそのような紹介料プランの変更についてアフィリ

エイトに通知することを条件とします。変更前に獲得したアフィリエイト報酬は、その変更前

に有効であった条件に従って支払われます。変更が有効となった後に獲得した紹介料は、修正

された紹介料プランの発効日の新たな条件に従って支払われます。  

18.3. いずれかの修正がアフィリエイトにとって容認できないものである場合、本規約を解除するこ

とがアフィリエイトに残された唯一の手段となります。Wixサイト上に変更通知または改訂され

た規約が掲載された後、アフィリエイトが引き続きプログラムに参加することにより、そのよ

うな変更を確定的に承認するものとみなされます。  

 
19. 雑則。  

19.1. 本規約の見出しは便宜のために挿入されたに過ぎず、本規約の対象とする事項またはその条項

の目的を定義、制限または説明するものではありません。  

19.2. いずれかの当事者が本規約条項の権利を行使しないか、または規定を強制しない場合でも、そ

のような権利または規定の放棄とはみなされません。Wixが本規約のいずれかの規定の厳格な履

行をアフィリエイトに強制しない場合でも、Wixがその後同規定または本規約のその他の規定を

強制する権利を放棄するものとはみなされません。  

19.3. 本規約はその対象とする特定の事項に関する当事者間の完全な合意を構成します。本規約は当

事者間の書面または口頭によるこれに先立つ契約または合意に優先し、いずれの当事者も本規

約に取り入れられていないいずれかの当事者によるなんらかの発言または表明に拘束されるこ

とはありません。  

19.4. 本規約の履行に関連してなんらかの紛争が発生し、 友好的に解決することができない場合、そ

のような紛争は、本規約の抵触法の規定にかかわらず、イスラエルの法律にのみ準拠し、それ
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に従って最終的に解釈されます。本規約に関して発生するあらゆる紛争はイスラエル、テルア

ビブ所在の管轄権のある裁判所において専属的に解決されるものとします。 

19.5. 本規約に明示的に規定されている場合を除き、アフィリエイトが本規約およびそれに基づく権

利義務をWixの書面による事前の同意なく譲渡または委任しないことを条件として、本規約に基

づく各当事者の権利義務は、本規約当事者それぞれの承継者および譲受人の利益のために効力

を生じるものとします。 

 

20. 独自の調査。  

20.1. Wixは、アフィリエイトがプログラムに参加する前に法律、財務および税金の各分野の専門家に

相談するよう奨励します。  

20.2. アフィリエイトは、本規約のなんらかの規定およびWixもしくはその従業員のいずれか、または

Wixに関係のあるその他の者の発言が、アフィリエイトが本規約を締結する前になんらかの方法

でそのような相談をすることを妨げていないことを認め、それに同意します。  

20.3. アフィリエイトはプログラムへの参加が望ましいものか否かを自主的に評価しており、本規約

に明記された事項以外の表明または発言に依拠しているものではありません。  

20.4. アフィリエイトは本規約をよく読み、理解するとともに、弁護士に相談したうえで、アフィリ

エイトに課された義務に留保なく同意します。アフィリエイトはまた、本規約に同意する前に

、本規約の責任制限条項および保証の免責条項を考慮しました。本規約への同意を説得する目

的で、アフィリエイトに対してなんらかの約束または表明がなされたことは一切ありません。

アフィリエイトは自主的に、強制されることなく本規約の条件に同意します。  

 
 

*** 


