Adobe Stock コントリビューター契約
アドビ基本利用条件に対する追加条件
2020 年 3 月 16 日にリリース。2020 年 4 月 16 日に有効。以前のバージョンをすべて置き換えます。
本追加条件は、www.adobe.com/go/terms に掲載されているアドビ基本利用条件（「アドビ基本利用条件」）
に、参照により組み込まれ、Adobe Stock への本作品のアップロードまたは提出についてのお客様による Adobe
Stock サービスの使用に適用されます。本追加条件は、本追加条件またはその旧版に基づきお客様がアドビに提
出し、または本 Web サイトにアップロードしたすべての本コンテンツ、写真、イラスト、ベクター、画像、テ
ンプレート、3D アセット、ビデオ等、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
をすべて含む絵画作品やグラフィック作品全体（総称して「本作品」）に適用されます。本追加条件とアドビ基
本利用条件を総称して「本条件」といいます。本追加条件で定義されていない用語は、アドビ基本利用条件に定
義されるものと同じ意味を有します。「本 Web サイト」とは、アドビの Web サイト、および当該 Web サイト
への容易なアクセスを提供するアプリケーションを意味します（contributor.stock.adobe.com、fotolia.com、
stock.adobe.com、adobe.com などを含みますが、これに限定されません）。お客様が本作品を著作権所有者の
代理として提出する場合、お客様は、ご自身が必要に応じて当該著作権所有者に対し本条件を遵守させる権限を
有すること、また遵守させることを表明および保証します。お客様が組織の代理として本作品を提出した場合、
当該組織およびその関連組織に本条件が適用されます。この場合、お客様は当該組織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。
1. アドビに対するライセンス許諾 お客様はアドビに対し、本 Web サイトの運営、エンドユーザーに対する本
作品の提示、配布、マーケティング、プロモーションおよびライセンス許諾、新機能およびサービスの開発、本
作品のアーカイブ、本作品の保護のみを目的に、本作品を使用、複製、公開表示、配付、公開で実行、インデッ
クス付け、翻訳および変更するための、非独占的、全世界対象、永久的、全額払込み済みおよびロイヤリティフ
リーのライセンスを付与します。アドビは、お客様の本作品、本 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本作品を使用することができます。こ
の場合、お客様はアドビに対し、必要に応じて本作品を使用、複製、公開表示、配付、変更、公開で実行、翻訳
するための非排他的、世界共通、ロイヤリティフリーのライセンスを付与します。アドビは、下記第 5 条（支払
い）の規定に従い、アドビの裁量でお客様に報酬を支払います。また、お客様はアドビに対し、アドビのマーケ
ティングおよびプロモーション活動、ならびに本作品につき本条件に基づきアドビに供与されたライセンスに関
連して、お客様の表示名、商標、および商号を使用する権利（義務ではありません）を付与するものとします。
2. ユーザーに対するライセンス許諾 お客様は、任意のメディアまたは形態で本作品を使用、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さらにサブライセンスするための非独占的、全世界
対象、および永久的なライセンスをアドビに付与するものとします。アドビは、アドビとユーザーとの間の書面
によるまたは電子的な合意（「ユーザー契約」）に従い、本作品をサブライセンスすることができます。アドビ
のエンドユーザーへのライセンスには、本作品を変更する権利および本作品に基づき二次的著作物を作成する権
利が含まれる場合があります。この権利には、本作品またはその複製物が、商品その他の著作成果物に組み込ま
れるか組み合わされた場合に、当該本作品またはその複製物を、現在知られているか今後知られるメディアまた

は形式で販売する権利、または販売する目的で配付する権利が含まれますが、これに限定されません。ただし、
変更された本作品のエンドユーザーによる使用目的がオリジナルの本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場合に限られます。明確さのために付記すると、アドビは、ユーザーおよび他の許可さ
れた第三者（マーケティングコンサルタント、サービスプロバイダーを含むがこれらに限定されない）が、ユー
ザー契約によって課される制限に従って、ソーシャルメディアサイト、または他のサードパーティの Web サイ
トに本作品を投稿または共有することを許可することができます。アドビは、アドビのパートナーが本作品を展
示して、容易に販売できるように支援するため、アプリケーションプログラムインターフェイス（「API」）プ
ログラムを提供しています。
3. 知的財産権
3.1 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

財産権（総称して「IP 権」）を含む、本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。またお客様は、本作品が他者の 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 権を侵害する本作品、または個人もしくは事業体に対する名誉毀損、虚偽宣伝、または中傷
に当たる本作品をアップロードしてはなりません。また、お客様は適用法令を併せて遵守する必要があります。
3.2 リリース 本作品に、個人を特定できる人物の画像や肖像、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、（A）本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と実質的に同等の、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。また（B）お客様は、アドビの要請を受けた場合には
、速やかに当該リリースまたは合意書のコピーをアドビに提出するものとします。ただし、当社のエディトリア
ルコンテンツのコレクションにお客様が投稿することに当社が同意し、かつお客様が「エディトリアル使用（に
）限定」と指定された本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当該作品を受け入れることができます。「
エディトリアル使用（に）限定」と指定された本作品については、お客様は、（1）本作品が誠実に対象を描写
し、（2）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、ならびに
（3）編集の趣旨または公正性を変更するような方法で本作品が変更されていないことを表明し保証します。
4. 本作品の権利の帰属と使用 本作品に関する権原または所有権が、本条件への同意の結果、アドビに移転さ
れることはありません。本条件に従ってお客様が付与したライセンスを除き、アドビは本作品に対する所有権を
主張しません。アドビおよび本作品を使用するユーザーはいずれも、通常の方法でお客様を作者および本作品の
提供者として表示する権利を有しますが、これは義務ではありません。お客様は、本作品の商用的な使用におい
て、（A）通常、かかる使用においては作成者のクレジットが表示されないこと、（B）ユーザーは作成者のクレ
ジット表示義務を負わないこと、および（C）あらゆる主題（ポルノまたは違法な事項を除く）に関連し、本作
品が変更されて使用される場合があることを了解し、これに同意するものとします。したがって、お客様は、こ
れらの一般的なビジネス慣行に異議を申し立てる権利を放棄します。ただし、ユーザー契約では、本作品をポル
ノまたは違法な目的に使用することが禁じられています。また、アドビ、アドビの販売代理店およびエンドユー
ザーが責任を負うことなく、メタデータが変更、削除または追加される場合があります。アドビは、ユーザー契

約条件の非遵守または第三者による不正使用について責任を負いません。 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するものとしますが、アドビはこれを行使する義務を負いません。お客
様の本作品が不正使用されていると思われる場合、お客様は、アドビに通知し、アドビの書面による事前同意な
しには一切措置を講じないことに同意するものとします。
5. 支払い
5.1 価格決定と支払いに関する詳細 アドビは、https://helpx.adobe.com/stock/contributor/help/royaltydetails.html または後継ページもしくは後継 URL に掲載されている本作品のライセンス販売に関する価格決定と
支払いに関する詳細（総称して、「価格設定と支払いに関する詳細」）の記載に従って、お客様に対し、販売額
からキャンセル、返品、および返金分を差し引いた金額を支払います。アドビは、価格決定と支払いに関する詳
細を随時見直します。この見直しには、本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
よび価格設定と支払情報を定めた新しい価格決定と支払いに関する詳細のお客様への案内などが含まれます（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詳細を定期的に確認する必要があります。お客様
は、本作品の提出またはアップロードを継続し、または本作品を削除しないことにより、随時改訂される新しい
価格決定と支払いに関する詳細に同意したものとみなされます。お客様は本作品を無償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、お客様への支払いその他の責任を負うことなく、当該本作品を配付す
ることができます。お客様が本作品の著作権所有者でない場合、必要に応じて当該著作権所有者に補償する全責
任は、お客様にあります。お客様への支払いを円滑におこなうため、アドビは PayPal などの第三者の決済処理
業者を使用する場合があります。アドビまたはアドビのパートナーが、本作品のプロモーション、試用、テスト
、または透かし加工版を提供する場合、本条の支払い義務は適用されません。
5.2 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。
6. 本作品の提供、提出、および管理
6.1 本作品の提供と提出 お客様はアドビが要求する形式および提供方法で、本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（「本ガイドライン」）に従って本作品を提出し、アドビによる確認を受けるものとします。アドビは
本ガイドラインを随時変更することができます。お客様は、本ガイドラインを定期的に確認する必要があります
。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等の方法でアドビに提出した本作品を、独自の
裁量で受け入れまたは拒否することができます。
6.2 作品の管理 お客様は、本 Web サイトから自己の本作品をいつでも削除することができます。ただし、任意
の 90 日間に削除する本作品の数が 100 点またはお客様の本作品総数の 10％のいずれか大きい方を上回る場合に

は、アドビに対して 90 日前までに書面により通知しなければなりません。アドビは、独自の裁量によって、事
前の通知なく、本作品の削除、またはお客様のアカウントの停止をおこなうことができます。
7. 補償義務 アドビ基本利用条件に規定する義務を制限することなく、お客様は、お客様がアドビに提出した
本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起因また
は関連して発生した、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）について、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
（ユーザーを含む）を免責するものとします。アドビは、独自に選任した弁護士により、お客様に補償を求める
あらゆる申立て、訴訟、または事件について防御を管理する権利を有します。お客様は、かかる申立て、訴訟、
または事件からの防御において、アドビに全面的に協力するものとします。アドビは、お客様への請求または通
知なしに、上記第 5 条（支払い）に基づきお客様に支払う金額、または支払う可能性のある金額から、本追加条
件に基づくお客様の補償義務に従ってお客様が支払うべき金額を相殺し、または当該金額から減額することがで
きます。
8. 終了と存続条項
8.1 終了

アドビは、事前通知なく、本追加条件の終了、本作品の削除、またはお客様のアカウントの一時停止

をおこなうことができます。正当な理由によって本追加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。例えば、お客様はコンテンツのダウンロード数を特定の投稿者によって人為的に膨らませるこ
と、または人為的に支払いを発生させることを主な目的として Adobe Stock コンテンツをダウンロードすること
はできません。お客様は、90 日前までにアドビに書面または電子メールで contributor-support@adobe.com へ
通知することにより、いつでも本追加条件を解約することができます。アドビは、お客様が本 Web サイトから
削除したすべての本作品が、本 Web サイトから本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。本追加条件
が終了するまで、またはアドビの関連会社の Web サイトから本作品が削除されるまで、アドビのエンドユーザ
ーは本作品の新しいライセンスを引き続き取得できます。
8.2 終了の効果および存続条項 本追加条件の終了後、アドビは、内部アーカイブおよび参照の目的でのみ、ま
たは本第 8.2 条（終了の効力および存続条項）に定める範囲で、本作品を引き続き使用できます。第 3 条（知的
財産権）、第 4 条（本作品の権利帰属と使用）、第 5.1 条（価格決定と支払いに関する詳細）（アドビに支払い
義務がある場合）、第 5.2 条（税金）、第 7 条（補償義務）、第 8 条（終了および存続条項）、および第 9.1 条
（関係）は、本追加条件の終了後も存続します。本 Web サイトから本作品を削除する前または本追加条件の終
了日前にアドビの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、本追加条件の終了後も引き続き効
力を有します。また、本ユーザー契約により本作品をカンプ版（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ライセンスに変換すること
ができます。アドビは、本追加条件の終了後に本作品に関連して受領したライセンス料について、第 5 条（支払
い）の定めに従って支払います。
9. 雑則

9.1 関係

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 Inc.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 との契約となります。本追
加条件の下でお客様とアドビとの間に形成される関係は、独立した契約業者同士の関係です。疑義を避けるため
に付記すると、両者の関係は合弁参加者、パートナー、本人と代理人、雇用者と従業員のいずれにも該当しませ
ん。本追加条件のいかなる条項も、第三者にいかなる性質の権利、利益、救済も付与することを意図しておらず
、また付与しません。
9.2 免責事項 アドビまたはアドビの担当者が提供するすべての情報、フィードバック、資料、もしくは質問へ
の回答は、あくまで厚意として提供するものであって、本条件を修正するものでも法的助言でもなく、アドビは
、それらについて一切の責任を明示的に否認します。アドビは、お客様または他のいかなる当事者も、本追加条
件に基づきまたはそれに起因して、いかなるレベルであれ支払いまたは収益を達成できる、または達成するとい
う表明または保証を行わず、一切の制限なくこれを否認します。
9.3 コミュニケーション お客様は、アドビがお客様に電子メール等の方法によって連絡を取り、アドビのコン
テンツのニーズやアドビとお客様の効果的な連携方法に関して伝達することに同意するものとします。
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