Behance追加条件
2021 年 7 月 27 日最終更新。以前のすべてのバージョンを置き換えます。
本追加条件は、お客様による Behance の使用に適用され、http://www.adobe.com/go/terms_jp に記載され
ているアドビ基本利用条件（以下「アドビ基本利用条件」という）に、参照により組み込まれます（以
下、本追加条件とアドビ基本利用条件を総称して「本条件」という）。本条件で定義されていない用語
は、アドビ基本利用条件で定義される意味を持つものとします。
1. お客様のコンテンツのライセンス お客様は、お客様のコンテンツに対する権限と所有権をすべて
保持しますが、アドビはお客様のコンテンツに対するお客様からの特定のライセンスが必要です。お客
様は本サービスにコンテンツをアップロードまたは送信することにより、アドビに対して、当該コンテ
ンツを使用、複製、公開表示、配布、変更（例えばお客様のコンテンツの見映えを良くする目的による
もの）、公開実施、翻訳するための、非排他的、世界的、ロイヤリティフリー、サブライセンス可能、
かつ譲渡可能なライセンスを付与したものとみなされます。お客様が付与するライセンスは、本サービ
スの運営、マーケティング、プロモーション、および改善のために使用されます。アドビが本サービス
の機能または販促資料もしくはマーケテイング資料にお客様のコンテンツを組み込んだ場合、当該機能
または資料はお客様に帰属します。
2.

ユーザーの行動基準

2.1. 本サービスの悪用の禁止 お客様は、違法、侵害、破壊的、有害、脅迫的、侮辱的、不法行為、中
傷的、名誉棄損、低俗、卑猥、冒涜的、猥褻、憎悪的、またはその他の好ましくない行為を行う目的で
本サービスを使用することはできません。本サービスにおいてご自身の創作物を自由に宣伝することは
できますが、他のユーザーへのスパム行為は禁じられています。他のユーザーの情報を本人の同意なく
フィッシングまたは収集してはなりません。アドビの承認なく、本サービスまたはアドビの web サイト
をフレーム化することはできません。本サービスのデザイン、レイアウト、または外観のコピーや模倣
は禁じられています。本サービスは、お客様自身の創作物の投稿にのみ使用することができます。本サ
ービスを、バナー広告などの汎用イメージホスティングサービスとして使用することはできません。お
客様の行動が本条件、または http://www.behance.net/misc/community に掲載され、参照により本条件に
組み込まれるコミュニティガイドラインに違反しているとアドビが判断した場合、アドビは、お客様に
対する通知の有無にかかわらず、お客様のコンテンツを削除し、またはお客様による本サービスの利用
を無効にすることができます。
2.2. なりすまし Behance は、プロのクリエイターがその創作物に対する評価を高めることを目的として
いるため、お客様はプロファイルにおける本名またはクリエイター名の使用が求められ、お客様は本名
またはクリエイター名の使用に同意する必要があります。お客様が他者になりすましてアカウントを作
成したとアドビが誠意を持って判断した場合、アドビは独自の裁量により、内部調査を実施したうえで
、お客様のアカウントを、なりすまされた本人に移転するか、またはお客様に対する責任を一切負うこ
となく、お客様のアカウントを終了することができます。
2.3. 他のユーザーによる本サービスの悪用に関する報告 本サービス上で問題のある行為またはコンテ
ンツを見つけた場合は、「レポート」ボタンをクリックして、その内容をアドビに報告してください。
3. コンテンツへのアクセスと共有 お客様は、本サービスにコンテンツを送信することにより、他の
Behance ユーザーが、Behance に統合されている各種ソーシャルメディアプラットフォームを介してお客
様のコンテンツを共有する権利を併せて付与したものとみなされます。アドビは、お客様が自身のコン
テンツにアクセスして削除する手段を提供する場合があります。本サービスは、お客様がコンテンツの
使用およびアクセスの範囲ならびに他のユーザーによるアクセスと使用の範囲を制限する手段を併せて
提供する場合があります（例えば、お客様が Creative Commons ライセンスに基づいてコンテンツの使用
を許可するなど）。お客様のコンテンツに課される制限を決定し、お客様のコンテンツに適切なアクセ
スレベルを適用することはお客様の責任です。アドビは、お客様のコンテンツに対する他のユーザーの

行為について監視または管理しません。お客様のコンテンツについて許可されている共有方法を他のユ
ーザーに明示すること、およびお客様のコンテンツのアクセスおよび共有に関する設定を適切に調整す
ることは、お客様の責任です。
4. サードパーティの web サイトおよびサービス 本サービスは、アドビの運営ではない web サイトま
たはサービスへのリンクを含む場合があります。アドビは、これらの web サイトまたはサービスに表示
されるコンテンツについて、管理しておらず、責任を負いません。
5. サービス固有の条件 本サービスの中には、サービスの一部または全部にアクセスするために、サ
ブスクリプションやメンバーシップの購入が必要なものがあります。サブスクリプション条件について
は、こちらを参照してください。
6. Behance クリエイターサブスクリプション 当社は、特定の Behance ユーザー（以下「クリエイタ
ー」という）が、他の Behance ユーザー（以下「サブスクライバー」という）向けに有料サブスクリプ
ション（以下「クリエイターサブスクリプション」という）を作成、管理、および提供できる機能を本
サービスで提供することができます。
6.1. 当社の限定的な役割の了解
(A) クリエイターサブスクリプションに対する責任の否認 当社は、クリエイターサブスクリプション
、クリエイター、またはそれらに起因するもしくはそれらから獲得される申立て、コンテンツ、もし
くは利益について責任を負わず、保証しません。同様に、当社は、クリエイターサブスクリプション
で発生が見込まれる支払額または獲得が見込まれるサブスクライバー数について、いかなる保証も行
いません。
(B) 支払いの決済 当社は、クレジットカードによる支払いを処理せず、サブスクライバーがクリエイ
ターサブスクリプションに関連して支払ったいかなる資金も保持しません。代わりに、第三者決済処
理パートナーである Stripe, Inc.（以下、「Stripe」という）が、サブスクライバーからのすべての支
払いを処理します。お客様は、クリエイターサブスクリプションに関連する支払取引の一環として、
Stripe が Stripe のプライバシーポリシー（または後継 URL）に従ってデータを処理、使用、転送、ま
たは開示することに同意するものとします。当社は、Stripe によるお客様情報の使用について何らの
権限も有しません。
(C) 紛争 当社は、サブスクライバーとクリエイターの間で発生する紛争、またはクリエイターサブス
クリプションに関わる紛争に関与せず、また調査の義務を負いません。サブスクライバーは、クリエ
イターサブスクリプションに関する解約または返金の要求その他の問題は、該当するクリエイターの
みを相手方とし、かつ該当するクリエイターが完全に処理する必要があることに同意するものとしま
す。当社は、クリエイターサブスクリプションに関連する返金または支払取り消しの要求を処理しま
せん。当社は、クリエイターサブスクリプションに関連して、いかなる賠償責任も負いません。
6.2. クリエイターに適用される条件
(A) 設定 クリエイターサブスクリプションを設定するには、クリエイターサブスクリプションの価格
の設定、Stripe 商用アカウントの作成と連携、Stripe が要求するアクションの完了など、設定プロセ
スの一環として必要なすべての手順を完了する必要があります。当社は、価格、価格変更の可否、お
よびクリエイターサブスクリプションの解約または新規作成に関する制限を含め、クリエイターサブ
スクリプションの条件に制限を課す権利を留保します。当社は、随時、お客様のクリエイターサブス
クリプションをアクティブに保つために追加の措置を講じるよう要求できます。
(B) プレミアムコンテンツ サブスクライバーにプレミアムコンテンツまたはアクセス制限のあるコン
テンツへのアクセス権を付与する場合は、クリエイター独自の責任で行うものとします。クリエイタ
ーからサブスクライバーに提供されたプレミアムコンテンツまたはアクセス制限のあるコンテンツの
第三者使用または不正使用について当社は責任を負いません。

(C) 支払い取引 すべてのクリエイターサブスクリプションは、第三者決済処理機関である Stripe を利用
して、お客様と該当するサブスクライバーとの間で直接取引が行われます。お客様が Stripe アカウン
トの収支を良好な状態に維持できない場合、またはお客様の Stripe アカウントと本サービスとの間の
連携を解除した場合、当社はお客様のすべてのクリエイターサブスクリプションを直ちに解約するこ
とができ、お客様はサブスクライバーからそれ以降の支払いを受け取ることができなくなります。お
客様の Stripe アカウントと本サービスとの連携には、以下の条件が適用されます。
(1) お客様は、Stripe 連携アカウント契約の利用条件を常に遵守する必要があります。これには、
Stripe の制限事業リストで明示的に禁止されている活動を行わないことが含まれます。
(2) お客様は、当社がクリエイターサブスクリプションの促進、本サービスの運営、およびお客様へ
のクリエイターサブスクリプションに関する情報の提供のために、お客様の Stripe 支払い ID、ア
カウント状況、および取引履歴にアクセスして使用することを許諾するものとします。
(D) サービス料金 クリエイターサブスクリプションに基づいて行われた支払いに関連して、Stripe から
2 種類の料金が請求されます（以下を参照）。これらの料金は、Stripe アカウントへの入金前に差し
引かれることがあります。クリエイターサブスクリプションを設定すると、これらの料金が表示され
ます。
(1) Behance プラットフォーム料金 当社は、各クリエイターサブスクリプションの支払取引に関連
して、プラットフォームサービス料金を受領します。当社はこの料金を随時変更することができ
ます。当社は、当社の独自の裁量により、クリエイターの収益、サブスクライバー数、Creative
Cloud サブスクリプションのステータス、またはその他の理由により、この手数料の一部または
全部を免除することができます。
(2) Stripe 支払処理料金 Stripe は、お客様の Stripe 連携アカウント契約の規定に従い、各クリエイ
ターサブスクリプション支払取引に関する支払処理手数料を受け取ります。Stripe は、支払処理
手数料を予告なしに随時変更することができます。
(E) 税金 お客様は、クリエイターサブスクリプションに関連して適用されるすべての連邦、州、地方
、および外国税額、関税、課徴金、源泉徴収、ならびにこれに類した賦課金（売上税、使用税、およ
び付加価値税を含むが、これらに限定されない）を負担し、責任を負うことに同意するものとします
。お客様のクリエイターサブスクリプションに関連してお客様がサブスクライバーから受け取った支
払いに課税される場合、その判断はお客様の責任であり、納税義務がある場合に正しい税額を評価、
徴収、報告、または適切な税務当局に納付することはお客様が独自に責任を負います。当社はいかな
る場合においても、当該税金の計算、徴収、または納付について責任を負いません。
(1) 書類および通知書 お客様のクリエイターサブスクリプション関連の支払いに関して、Stripe が
お客様に特定の税務関連の通知または書類（税務請求書など）を提供する義務がある場合、お客
様は当社がお客様に代わって当該通知および書類を受け取ることを許諾し、Stripe がお客様に当
該通知および書類を直接提供する義務を免除するものとします。通常、通知または書類にアクセ
スするには、お客様の Stripe アカウントにログインする必要があります。
(F) 停止および終了 当社は、（1）お客様が本条件に違反した場合、（2）お客様が Behance から Stripe
アカウントの連携を解除した場合、連携された Stripe アカウントの収支を良好な状態に維持しなかっ
た場合、もしくはお客様の Stripe アカウントが終了した場合、または（3）当社の支払処理業者との
契約が終了もしくは失効した場合などには、当社の独自の裁量により、事前の通知なしに、責任を負
うことなく、いつでもお客様のクリエイターサブスクリプションを一時停止または終了する権利を留
保します。
6.3. サブスクライバーには、以下の条件が適用されます。
(A) クリエイターとの直接取引 お客様は、クリエイターサブスクリプションを購入する場合、当社で
はなく、当該クリエイターとの間で直接、独立した法的関係を締結することに同意し、了解するもの
とします。お客様がクリエイターサブスクリプションを購入する場合、お客様はクリエイターを支援

したいという理由のみで購入するものとし、クリエイターサブスクリプションの一環としてその他の
特典（クリエイターとの個人的な交流やプレミアムコンテンツへのアクセスなど）の提供は保証され
ません。お客様がクリエイターに対して行ういかなる支払いも、お客様自身の責任で行うものとしま
す。
(B) 継続的支払い すべてのクリエイターサブスクリプションは、継続的な有料サブスクリプションで
す。お客様は有料のクリエイターサブスクリプションに登録することにより、お客様の登録時に
Stripe が該当する金額をお客様のクレジットカードに請求し、その後、該当するクリエイターサブス
クリプションの登録が取り消されるか終了するまで、継続的に請求することに同意するものとします
。当社は、お客様がアクティブなクリエイターサブスクリプションを管理するための機能を提供する
ことができますが、お客様が行った操作（クリエイターサブスクリプションの登録取り消しなど）が
直ちに実行されることを保証せず、遅延について責任を負いません。
(C) 個人使用以外の目的によるプレミアムコンテンツの使用の禁止 お客様がクリエイターサブスクリ
プションへの登録によってプレミアムコンテンツまたはアクセス制限のあるコンテンツへのアクセス
権を付与された場合、お客様は、当該コンテンツを個人的かつ非商業的な用途にのみ使用し、クリエ
イターから書面による明示的な許可を得ない限り、当該コンテンツを投稿または共有しないことに同
意するものとします。お客様は、他のユーザーがクリエイターサブスクリプションを購入せずにプレ
ミアムコンテンツまたはアクセス制限のあるコンテンツにアクセスできるようにするために、当該コ
ンテンツを投稿または共有してはなりません。
7. Behance API アドビが本サービスの一部として Behance API をお客様に提供する場合、当社はお客
様に対し、本条件で認められた方法での非商業的な目的に限り、Behance API を使用する個人的、非独占
的、譲渡不能、およびサブライセンス不可のライセンスを付与します（ただし、別段の記載のある書面
によって当社がお客様に具体的な権限を付与する場合を除きます）。
7.1. お客様は、コンテンツ所有者が本サービスで提供されるコンテンツまたはプロジェクトの使用につい
て定める条件または制限に従う必要があります。お客様は、コンテンツ所有者が要求する場合、要求か
ら 24 時間以内に当該コンテンツまたはプロジェクトをお客様のアプリケーションから削除する必要があ
ります。
7.2. お客様は、データプライバシーとデータ収集方法について規定したアプリケーションのプライバシー
ポリシーを独自に定める必要があります。
7.3. Behance API は、本サービスの基本的なユーザーエクスペリエンスを複製し、または置き換えを試み
るアプリケーションには使用できません。
7.4. お客様は身元またはアプリケーションの識別情報を隠ぺいしてはなりません。
7.5. Behance API のいかなる部分もコピー、変更、配布、販売、リースすることは禁じられており、
Behance API をリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルすることも禁じられています。ただし、法
律でこれらの制限が禁じられている場合に、お客様がまずアドビに書面で要請を行ったときはこの限り
ではありません。
7.6. サービスを稼働するのに必要な場合以外に（30 日間を超えて）、Behance コンテンツまたは素材を
キャッシュに入れたり、保存したりしてはなりません。
7.7. お客様は、スパイウェア、アドウェア、その他の悪意あるプログラムやコードに関連するアプリケー
ションに Behance API を使用することはできません。
7.8. 法規制に違反したり、プライバシーの権利やパブリシティーの権利を含めたサードパーティの権利を
侵害したりする方法で Behance API を使用することは禁じられています。
7.9. 本サービス、または Behance API を使用している他のアプリケーションの安定性に悪影響を与える方
法で、Behance API を使用することはできません。

7.10. お客様が本条件に違反した場合、または Behance がお客様に通知したうえで随時ライセンスを終了
する場合、Behance API ライセンスは自動的に終了します。
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