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PIXTA 利用規約：サービス利用規約 

ピクスタ株式会社（以下「当社」といいます。）が運営し提供する、写真・イラスト・映像・音楽素材

のマーケットプレイス PIXTA（以下「本サービス」といいます。）を利用するには、以下のサービス利

用規約（以下「利用規約」といいます。）に同意いただき会員登録を行っていただくことが必要です。 

なお、コンテンツ使用許諾契約及びコンテンツ提供契約は、利用規約と一体となって本サービスの利用

に適用されるものとします。 

コンテンツ使用許諾契約及びコンテンツ提供契約の双方、又はいずれか一方と、利用規約の間に矛盾・

抵触する規定がある場合は、コンテンツの使用については、コンテンツ使用許諾契約の規定が優先し、

クリエイター会員の義務と権利については、コンテンツ提供契約の規定が優先します。 

 

第 1 条 サイトの利用について 

1. 利用規約は、本サービスの利用に係る規約を定めるものです。本サービスにアクセス、又は利用す

る方すべて（法人・個人を問わず、又会員登録をした者に限りません。以下「ユーザー」といいま

す。）に、利用規約は適用されます。 

2. 写真、イラスト、映像、音楽素材、テキスト等本サービス上の素材は一切、当社又は当該素材の権

利者に帰属するものであり、著作権法を含む知的財産権に関する法の下、保護されています。適切

な許諾を取得することなく、これらを無断で使用することは、法律の下、禁じられています。 

 

ポイント 

サイト内のコンテンツは全て、著作権法を含む知的財産権に関する法の下に保護されており、無断使

用・転載は禁止されています。 

 

3. 当社とのコンテンツ使用許諾契約を締結しない限り、当社の素材をダウンロードし、複製その他使

用はできません。但し、無料素材及びカンプデータ等、別途素材の使用許諾条件が明示されている

場合は、これに従います。 

4. 本サービスにおいて提供するカンプデータは、透かしの有無を問わず、レイアウトや構成の確認等

コンテンツの使用に先立つ準備を目的にのみ使用できます。カンプデータに埋め込まれた透かし

は、当社の承諾なく削除することはできません。また、カンプデータをコンテンツの使用に先立つ

準備という目的を超えて使用した場合、利用規約違反及び著作権侵害となり、使用の差止め、違約

金又は損害賠償請求等の対象となります。 

5. 本サービスの商標、名称、ロゴ等の権利は、当社に帰属します。当該ロゴ等の使用にあたっては、

PIXTA ロゴ使用ルールに準拠します。 

6. 本サービスは、原則として、未成年は利用できません。なお、本サービスの会員になろうとする者

が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合、会員登録及び本サービスを利用す

る毎に、事前に、後見人、保佐人又は補助人等法定代理人の同意を得るものとします。成年被後見

人等の本サービスの使用にあたっては、当該法定代理人の同意を得ているものと見なします。 



 

第 2 条 本サービスの内容 

1. 本サービスにおいて、ユーザーは、会員登録を行うことで、本サービスで提供する写真、イラス

ト、映像、音楽素材等のコンテンツ（以下「コンテンツ」といいます。）の使用権を購入すること

ができます。このようなコンテンツの使用権の購入は、以下「コンテンツの購入」として言及され

ます。 

2. 本サービスにおいて、会員登録を行ったユーザー（以下「会員」といいます。）は、クリエイター

会員登録を行うことで、著作権等の権利を保有するコンテンツをアップロードし、当該コンテンツ

の使用権を販売することができます。以下、クリエイター会員登録を行った会員を｢クリエイター

会員｣といい、このようなコンテンツの使用権の販売は、「コンテンツの販売」として言及されま

す。 

3. 当社は、コンテンツの販売方法（販売先、価格、利用許諾内容を含む）、販売報酬の計算方法及び

その金額等を当社の裁量で決定することができます。 

4. 当社は、当社が合理的に必要と判断した場合、ユーザーに対して何らの責任を負うことなく、本サ

ービスの内容を変更、休止、廃止することができます。 

5. 当社は、当社が合理的に必要と判断した場合、ユーザーへの事前の通知、承諾を要さず、及びユー

ザーへの何らの責任を負うことなく、ユーザーが提供したコンテンツ及びこれに付随する情報を削

除、変更することができます。 

6. 当社は、当社が合理的に必要と判断した場合、利用規約、コンテンツ使用許諾契約、及びコンテン

ツ提供契約（以下、総称して「利用規約等」といいます。）の内容を変更することができます。当

社が利用規約等を変更する場合、当社は、ユーザーに対して事前に効力発生日及び変更内容を告知

するものとします。ユーザーが効力発生日後に本サービスを利用した場合、最新の利用規約等に同

意したものとみなされます。 

7. ユーザーは、本サービスを利用するにあたり発生する携帯電話を含む情報通信機器等によるメール

の送受信及びサイト閲覧その他に必要な通信費用の一切につき、ユーザー自身がこれを負担しま

す。 

8. 当社は、本サービス上のコンテンツ、付随するタグ表記、タイトル又は情報（コンテンツに係る著

作権、肖像権、パブリシティ権その他財産権の表示を含む）の正確性及び完全性を保証することは

できません。本サービス上にコンテンツ及び情報を提供する場合、及び本サービス上のコンテンツ

を購入し使用する場合、ユーザーはいずれも、利用規約等を遵守し、自己の責任において行うもの

とします。 

 

第 3 条 本サービス利用時の禁止事項 

1. 本サービスを利用するにあたり、ユーザーはすべて、次の行為を行ってはいけません。 

i. 当社、又はあらゆる第三者の著作権等知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その

他の権利又は利益を侵害する行為（本サービス上のコンテンツの無断使用、及び第三者が権利

を有するコンテンツの提供等を含む） 

ii. 本サービスにおいて、虚偽又は過誤の情報を入力すること 

iii. コンピューターウィルス、リバースエンジニアリング等インターネットを通じた違法行為又は



迷惑行為により本サービスの運営を妨害すること 

iv. 会員登録時又はログイン時に虚偽の情報を入力し、権限なく、又は他人になりすまして本サー

ビスを利用すること 

v. 中傷、嫌がらせ、ハラスメント、脅迫等の迷惑行為を当社及びあらゆる第三者に対して行うこ

と 

vi. 本サービスにおいて提供する商品又はサービスの範囲を超えて、他の会員等に対して、宣伝、

勧誘、営業、その他連絡を行うこと 

vii. 公序良俗に反する行為、犯罪行為、不法行為 

viii. その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 4 条 会員登録 

1. ユーザーは、本サービスの利用にあたり、利用規約等に同意の上、会員登録をすることが必要で

す。 

2. 当社は、会員登録を申請又は完了したユーザーが、利用規約第１条第６項の規定に加えて、以下の

各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否又は取消すことができ、当社は、これについ

て一切の責任も負わないものとします。なお、当社は当該拒否・取消の理由をユーザーに説明する

義務を負わず、又ユーザーもこれに異議を唱えることはできません。 

i. 利用規約等に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 

ii. 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

iii. 過去に会員登録を取り消された者である場合 

iv. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人の同意等を得ていなかっ

た場合、又は未成年だった場合 

v. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条で定義される暴力団、指定暴力団、指

定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋若しくは社会運動・

政治運動等標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者（以下「反社会的勢力」といいます。）である、

又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する

等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 

vi. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 

3. 会員は、アカウント、登録メールアドレス及びパスワード、会員としての地位、利用規約等に基づ

く権利若しくは義務並びに本サービスの提供を受ける権利について、譲渡、貸与、名義変更、又は

担保提供、その他第三者の用に供することはできません。 

4. ユーザーは、会員登録に際し、登録メールアドレス及びパスワードの記入をすることが必要です。

当社は、登録メールアドレス及びパスワードの一致を確認した場合、当該登録メールアドレス及び

パスワードを保有する者として登録されたユーザーが本サービスを利用したものと見なします。ユ

ーザーは、登録メールアドレス及びパスワードを厳重に管理するものとし、パスワードは第三者に

知られないようにしなければなりません。 

5. 第三者による登録メールアドレス又はパスワードの使用により、ユーザーに損害が生じた場合、ユ

ーザーの過失の有無にかかわらず、当社は、一切責任を負いません。 

6. ユーザーは、メールアドレス、住所、電話番号等当社に届出ている内容に変更が生じた場合、速や



かに当社に届出をするものとします。ユーザーは、常に連絡の取れる連絡先を登録し、当社からの

問い合わせがあった場合、速やかにこれに対応するものとします。 

7. 前項の変更事項の届出を怠ることで、ユーザーに何らかの不利益が生じた場合であっても、当社

は、一切責任を負いません。 

8. ユーザーが当社の定める方法でユーザーが属する組織（以下「所属組織」といいます。）の名称そ

の他必要な情報を届け出た場合、当該所属組織が当社との契約当事者たる会員となります。その場

合、会員登録を行ったユーザー（以下「登録者」といいます。）は、利用規約等に対する同意権限

を有しており、利用規約等への同意の法的効果が所属組織に有効に帰属することを表明し、保証し

ます。      

9. 本条第３項の定めに基づき、本サービスにおいてコンテンツをダウンロードできるのは会員に限ら

れますが、所属組織が会員の場合、本サービスにおいてアカウントからコンテンツをダウンロード

できるのは登録者のみとなります。なお、ダウンロードしたコンテンツの加工・使用等の範囲は、

コンテンツ使用許諾契約の定めに従います。登録者は、所属組織が会員のアカウントを個人として

私的利用することはできず、登録者が所属組織を退職・脱退等した場合、当該登録者は、以後、当

該アカウント及びそれまでに購入したコンテンツを使用することはできません。 

10. 所属組織の登録者は、アカウント、登録メールアドレス及びパスワードを、所属組織の他の従業員

等その他の第三者に譲渡、貸与、名義変更することはできません。所属組織は、登録者が退職・脱

退等した場合において、引き続きアカウントの利用を希望するときは、後任の登録者の氏名等と共

に当社所定の手続きをしなければなりません。但し、当該登録者がクリエイター登録を行い且つコ

ンテンツの登録を行っていた場合、コンテンツの著作権帰属等の状況により、所属組織の申出にも

関わらず、別途協議を要する場合があります。 

11. 本条第 9項及び第 10項の規定により登録者・会員に不利益が生じることがあっても、当社は、一切

責任を負わないものとします。 

12. 当社との契約当事者たる会員である所属組織は、登録者等所属組織のアカウント及びコンテンツを

用いた従業員等の行為の一切につき責任を負います。 

 

第 5 条 個人情報規定 

当社は、個人情報を当社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとし、ユーザーは、当

社のプライバシーポリシーに基づき個人情報が取り扱われることに同意するものとします。なお、特定

個人情報の取扱いにあたっては、当社の特定個人情報等の適切な取扱いに関する基本方針に基づくもの

とし、ユーザーは、これに同意するものとします。 

 

第 6 条 規約違反があった場合の措置 

1. 当社は、ユーザーが不正使用及び購入代金の未払いを含む、利用規約等の何らの条項に違反した場

合、当社が別途定める違約金の請求、コンテンツの使用差止、サービスの利用停止、強制退会、損

害賠償請求（合理的な弁護士費用も含む）等の措置を取ることができます。 

2. ユーザーによる不正使用を含む利用規約等の違反に関連し、生起する第三者との間の法的請求や責

任について、当社は、一切責任を負わず、利用規約等に違反したユーザーは、自己の責任において

これを処理し、当社に一切の迷惑や損害を与えないことを保証します。 



3. 前項の法的請求が当社に対して行われ、当社が何らの損害を被った場合、ユーザーは、合理的な弁

護士費用も含め、当社が要した費用一切につき、これを補償します。 

4. ユーザーが利用規約等に違反した場合で当社が必要と判断したとき、当社は、該当するユーザーの

連絡先その他当社が当該ユーザーに関して有する情報を、当該違反に関連する第三者に開示できる

ものとします。 

5. コンテンツ又はその使用用途等について利用規約等違反の報告が当社にあった場合、当社は、当該

違反の是正について合理的な範囲での最善の措置を講ずるよう努め、当社の裁量で当社が行う対応

を決定することができます。 

 

第 7 条 免責 

1. 当社は、本サービス内のコンテンツにつき、コンテンツの提供者から、著作権、肖像権その他の権

利について他の第三者の権利を侵害するものでない旨の保証を得ていることを保証します。 

2. 当社は、タグ情報その他コンテンツに付随する情報の正確性、完全性、最新性等を一切保証いたし

ません。 

3. 本条第 1 項に記載する当社による保証を除き、本サービス並びに本サービス上のコンテンツ及びタ

グ表記を含む付随する情報等の素材はすべて、現状有姿で提供されるもので、当社は、その市場性

若しくは特定の目的への合致、又はユーザーの必要を満たすこと若しくはこれらにまったく契約不

適合がないことにつき、何らの保証も行いません。すべてのユーザーは、自身による確認の上、そ

の責任において、本サービス及び本サービス上の素材を利用することを承諾します。 

4. 当社は、コンピューターシステム障害、それに伴う誤表示、コンピューター等付随する環境に基づ

く損害について、一切責任を負いません。 

5. 当社は、画像・映像・音楽データ、テキスト等を含む当社に提出されたコンテンツ及び付随する情

報等のデータ一切に関する損失・損害について、一切責任を負いません。ユーザーは、当該データ

のバックアップを自身で作成し、維持するものとします。 

6. 当社は、本サービス、サーバー、コンテンツ及び本サービスから送信された電子メールが、ウィル

ス又はその他の有害な要素に感染していないことを保証しません。 

7. 本サービスに関する当社の責任は以下のとおりです。 

(1) いかなる場合であっても、当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害につ

いて、一切責任を負いません。 

(2) 前号にかかわらず、当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合でも、当社は、現実に生

じた直接かつ通常の損害（逸失利益を除きます。）についてのみ責任を負い、当社の責任の総

額は、コンテンツ使用許諾契約において補償額として定める限度額又はコンテンツ提供契約に

おいて定める限度額のうちいずれか低い額を超えないものとします。 

(3) ユーザーの本サービスの利用に関し、消費者契約法が適用される場合、本項第 1 号の規定は適

用されず、また前号の規定は、当社が過失（重過失を除きます。）によりユーザーに損害を与

えた場合にのみ適用されます。 

(4) ユーザーによる利用規約等違反があった場合、又はユーザーによる加工後のコンテンツに係る

場合は、当社は、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 

8. 当社は、本サービス上のメッセージ機能の使用に起因する他のユーザー又は第三者との紛争及びこ



れに関連するいかなる損害についても、一切責任を負いません。なお、当社は、問題の発生又はそ

の恐れがあることを察知した場合等、当社が必要と判断した場合に限り、本サービス内のメッセー

ジ機能の内容を閲覧し、当該問題の防止又は是正等の措置を行うことができるものとし、ユーザー

は、その旨を予め了承します。 

9. 本サービスは、外部サービスと連携してサービスを提供する場合がありますが、ユーザーは、自ら

の責任において外部サービスを利用するものとし、当社は、外部サービスの利用に関連してユーザ

ーに発生した損害について、一切責任を負いません。ユーザーは、外部サービスの利用にあたって

は、当該外部サービスの利用約款等を遵守するものとします。 

10. 利用規約等のいずれかの条項、又はその一部が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、

利用規約等の残りの部分は、継続して効力を有します。 

 

第 8 条 退会時の措置 

1. 会員は、利用規約及び当社が別途定める方法により、退会手続きをとることにより、本サービスの

利用をいつでも終了することができます。但し、会員は、未払いの購入代金がある場合、その支払

いが完了するまで退会することができません。なお、本サービスのシステム上、会員による退会申

込みが完了してから、その手続きがシステム上に反映されるまで、当社所定の時間が必要な場合が

あり、会員はこれに同意するものとします。 

2. 会員は、退会申込み時点で、アカウントにログインできなくなり、すべての機能が使えなくなりま

す。その時点で、会員が保有するプリペイドクレジットも無効となります。 

3. 会員がクリエイター会員登録していた場合、販売中のコンテンツは、退会申込み日から30日間、掲

載、販売が継続します。審査が終了していないコンテンツは、退会申込み後、24 時間以内に削除さ

れます。販売中のコンテンツがある場合、クリエイター会員が保有する獲得クレジットの交換申請

は、退会申込み日から 60 日間可能です。60 日間を過ぎても交換申請がなかった場合、会員が保有

する獲得クレジットは無効になります。 販売中のコンテンツがない場合、退会申込み時点でアカウ

ントにログインできなくなり、すべての機能が使えなくなります。 退会後の掲載・販売期間終了時

点において、獲得クレジットの残高がコンテンツ提供契約に定める最低基準額に達しなかった場

合、当該残高は、無効となります。なお、既に購入されたコンテンツについて、クリエイター会員

は、退会又はコンテンツの削除手続き後であっても、その使用中止や差止めを求めることはできま

せん。 

4. 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場

合、会員へ事前の通告、催告をすることなく、且つ会員の承諾を得ることなく、当社の裁量によ

り、直ちに、当該会員の退会手続きをとることができます。なお、当社は、会員に対し、退会理由

を開示する義務を負いません。 

i. 当社の合理的な判断において、利用規約第４条第２項に定める事項に該当し、又は該当の恐れ

がある場合 

ii. 会員が死亡した場合 

iii. 1 年間以上、アカウントにログインしていない場合 

iv. 利用規約第４条第９項の定めに従い、会員が所属組織を離脱した場合 

v. その他、当社が会員として不適切と判断した場合 



5. 会員が前項のいずれかに該当し、退会となった場合、当該会員に対してそれまでに付与された RF

ライセンスはすべて無効になるものとします。      

会員が前項のいずれかに該当した場合で、当社が何らの損害を被ったとき、会員は、当社に対し、

その損害全額（合理的な弁護士費用を含む）の賠償をするものとします。 

6. 本条第４項のいずれかの退会事由に該当し、退会となったのがクリエイター会員だった場合、前項

の規定に加えて、当社は、当該クリエイター会員が保有する獲得クレジットを没収することができ

ます。 

7. 本条に定める退会により、会員と当社との間で締結された契約（利用規約、コンテンツ使用許諾契

約及びコンテンツ提供契約、並びに当社とユーザーとの間で締結した契約・規約等を含む）が解除

されるものとし、会員は、本サービスを利用する権利一切を失うものとします。また、当該会員が

保有するプリペイドクレジット及び獲得クレジットもすべて失効します。 

8. 会員が退会した場合、当社が既に受領した料金等の払戻しは一切行いません。 

9. 会員が退会した場合であっても、本サービス利用期間中に当社が収集した会員登録情報、コンテン

ツ及びそれに関連する情報は、当社所定の期間保持し、本サービスの提供に利用することがありま

す。 

10. 本条第４項の退会事由に該当した場合を除き、コンテンツ使用許諾契約に基づく RF ライセンスを

正当に付与され、本サービス利用期間中に使用が開始されたコンテンツについては、会員が退会し

た後も、当該使用が利用規約等に違反しない限り、これを継続することができます。 

 

第 9 条 サービスの中断・中止 

当社は、以下の事由が生じた場合、ユーザーに事前に告知、通知することなく、本サービスの運営を中

断、又は中止することがあります。これらの事由による本サービスの中断又は中止によって、ユーザー

が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。 

i. 本サービス用設備等の保守、メンテナンスを定期的に、又は緊急に行う場合 

ii. 本サービス用設備の故障等の場合 

iii. 地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、通

信回線等の事故、その他、不慮の事件、事故等の不可抗力により、本サービスの提供が提

供できなくなった場合 

iv. その他、運用上、又は技術上本サービスの中断、又は中止が必要と当社が判断した場合 

 

第 10 条 連絡/通知 

当社からユーザーに対する連絡又は通知は、本サービス上での掲載又は電子メール等により行うものと

します。なお、当社からユーザーへの通知は、次の各号に定める時に、通知の効力が生じるものとしま

す。 

本サービス上での掲載：当社が掲載した時 

電子メール：当社が利用規約第４条第４項に記載する登録メールアドレスに発した時 

 

第 11 条 事業譲渡等 

当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用規約等上の地位、



利用規約等に基づく権利及び義務並びにユーザーの情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲

渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆ

る場合を含むものとします。 

 

第 12 条 存続規定 

利用規約第２条第５項、第７項及び第８項、第４条第３項、第５項、第７項から第 12項、第５条から第

９条、第 11 条から第 15 条、コンテンツ使用許諾契約第 16 条から第 22 条、並びにコンテンツ提供契約

第 23 条から第 28 条までの規定は、会員の会員登録が取り消された後も有効に存続するものとします。 

 

第 13 条 協議 

会員、当社、第三者は、これらの者との間で本サービスに関連して何らかの疑義、争議、問題が生じた

場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。 

 

第 14 条 言語 

利用規約等の日本語版に同意したユーザーに対しては日本語を正文とします。この場合利用規約等につ

き参考のために翻訳が作成される場合においても、日本語の正文のみが利用規約等としての効力を有す

るものとします。 

 

第 15 条 準拠法、管轄裁判所 

1. 本サービスにかかる法律問題の準拠法は、日本法とします。ただし、国際物品売買契約に関する国

際連合条約の適用は排除するものとします。 

2. 利用規約第13条の協議によっても疑義、争議、問題が解決しなかった場合の訴訟については、東京

地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

以 上 

2022 年 11 月８日 改定 

 

PIXTA 利用規約：コンテンツ使用許諾契約 

コンテンツ使用許諾契約（以下「本ライセンス契約」といいます。）は、会員が本サービスにおいてコ

ンテンツを購入し、これを使用する際の条件を規定し、上記利用規約及び下記コンテンツ提供契約と一

体となって本サービスの利用に適用されるものとします。利用規約とコンテンツ提供契約の双方、又は

いずれか一方と、本ライセンス契約との間に矛盾・抵触する規定がある場合は、コンテンツの使用につ

き、本ライセンス契約の規定が優先します。 

なお、本ライセンス契約において、写真及びイラスト（ベクター素材を含む）カテゴリーのコンテンツ

は、以下「画像素材」、映像・動画カテゴリーのコンテンツは、「動画素材」、音楽素材カテゴリーの

コンテンツは、「音楽素材」といい、これらを区別して規定する場合、当該規定は、画像素材又は動画

素材、もしくは音楽素材のみに適用するものとします。 

本ライセンス契約の用語の定義は、別段の定めがない限り、利用規約及びコンテンツ提供契約と同様と



します。 

 

第 16 条 コンテンツの販売形態（ロイヤリティ・フリー・ライセンス） 

1. コンテンツは、素材毎に購入が可能な単品購入（以下「単品購入」といいます。）、又は所定の価

格を支払うことにより一定の期間に所定の数量を上限に素材のダウンロードが可能な定額制（以下

「定額制」といいます。）のいずれかの価格で提供されます。 

2. 本サービス上では、コンテンツはすべて、会員が購入代金を支払い（定額制の場合の所定の価格の

支払いを含みます。）、ダウンロードすることにより、そのコンテンツにかかるロイヤリティ・フ

リー（RF）ライセンスが当該会員に許諾される形態で販売されます。 

3. ユーザーは、本サービスの一部のコンテンツ（音楽素材、ブランド素材、その他一部の画像素材及

び動画素材）が定額制の対象外として、定額制において提供されない旨、さらに、サービスを利用

する言語・地域等により、音楽素材、ブランド素材等一部のコンテンツが提供されない旨を承諾し

ます。 

4. RF ライセンスにおいては、コンテンツの使用にあたっては以下のいずれかの加工を施し、且つ、

本ライセンス契約の遵守を条件に、私用・商用を問わず、別途当社が定める様々な用途で、何度で

も、期間の制限なく、コンテンツを使用できます。但し、エクストラライセンスの取得が必要とな

る使用方法については、第 17 条のエクストラライセンス規定に従うものとします。 

 

＜画像素材の場合＞ 

i. 画像素材を使用用途に適した解像度にする、 

ii. 第三者が画像素材のみをダウンロードできないようにデザインに組み込む、又は 

iii. 画像素材に文字載せ、簡単な合成等を施す。 

＜動画素材の場合＞ 

i. 映画、動画、テレビ番組、広告、その他マルチメディア制作物において、その一部として組み

込む、又は 

ii. 第三者が動画素材のみをダウンロードできないように技術的措置を講じる。 

＜音楽素材の場合＞ 

i. 映画、動画、テレビ番組、広告、その他マルチメディア制作物において同期する、又は 

ii. 第三者が音楽素材のみをダウンロードできないように技術的措置を講じる。 

※加工については、本条第 12 項参照。 

 

5. 会員は、許諾された RF ライセンスを当社の承諾なく、第三者に譲渡、転貸及び移転等することが

できず、また第三者に対して再許諾することはできません。 

6. 前項に関わらず、会員がその顧客（以下「クライアント」といいます。）のために制作する成果物

においてコンテンツを使用する場合、会員は、クライアントに当該制作物の中でのみコンテンツを

使用させることができます。又、会員がコンテンツを使用した制作物の制作を業務委託先に委託す

る場合、会員は、当該業務委託先に委託を受けた制作物の中でのみコンテンツを加工させることが

できます。いずれの場合も、会員は、クライアント及び業務委託先の利用規約等の遵守につき、責

任を負うものとします。 



 

ポイント 

ご自身でダウンロードしたコンテンツをクライアントのために制作する成果物に使用する場合は、クラ

イアントの方は、あくまでも成果物の用途に限られた使用が可能です。ご自身でダウンロードしたコン

テンツを業務委託先に渡して制作を依頼する場合、業務委託先の方は、あくまでその制作物の用途に限

られた加工が可能となります。 

 

7. 定額制による RF ライセンスは、シングルシートライセンス（会員ご本人のみ（所属組織が会員の

場合は登録者のみ）がコンテンツのダウンロード及び加工が可能）となります。但し、当社と別途

合意した場合は、その定めに従います。所属組織が会員のアカウントで単品購入による RF ライセ

ンスを取得した場合、当該所属組織に所属する者は、登録者がダウンロードしたコンテンツを加工

することができます。 

 

ポイント 

定額制では、素材のダウンロード及び加工ができるのは会員ご本人のみ（所属組織が会員の場合はご登

録者ご本人のみ）です。単品購入及びエクストラライセンスでは、登録した所属組織に属する方も素材

の加工が可能となります。また、定額制の場合であっても、社内で素材を共有できる法人向けライセン

スもご用意しておりますので、ご希望の方はお問い合せフォームよりお気軽にご連絡ください。 

 

8. 定額制において、ダウンロードしたコンテンツを１年以上使用することなく保管・蓄積することは

できません。当該保管・蓄積が発覚した場合、本ライセンス契約に規定する違約金を申し受けま

す。 

9. これまでの使用履歴を把握することはできません。 

10. 会員は、使用用途により、対象となる著作権、意匠権、肖像権、商標権等の権利処理若しくは当該

権利の使用許諾料の支払い、又は特定の建築物等被写体若しくはその管理者からの許諾等が、これ

らの権利者又は管理者に対し別途必要とされる場合があることを承諾します。 

11. 当社が使用権を許諾した後も、著作権等コンテンツに係る諸権利は、当該コンテンツのクリエイタ

ー又は著作権者に帰属し、会員に対し権利の移転は行われません。 

12. ダウンロードしたコンテンツは、以下の範囲での加工が許可されます。但し、いずれの場合も、次

項に定める禁止行為に抵触しない範囲に限ります。 

 

＜画像素材＞ 

トリミング、反転、サイズ変更、色変更、文字乗せ、簡単な合成等が可能です。   

＜動画素材＞ 

画像素材に準じた加工が可能です。但し、動画素材を組み込んだマルチメディア制作物のプロモー

ション活動に関連して使用する場合は除き、動画素材から静止画像を作成する場合は、予めクリエ

イター会員に承諾を得てください。 

＜音楽素材＞ 

オフボーカル加工等、音楽素材を著しく改変することはできず、加工は、音量調節、フェードイ



ン・フェードアウト、ループ処理、カットその他の軽微な音質調整に限られます。 

 

13. コンテンツの使用にあたっての禁止行為は、次の通りとします。なお、本項 ix 号、x 号及び xi 号に

ついては、被写体に人物を含まない場合、又はイラストの場合、適用になりません。但し、コンテ

ンツから特定の個人、法人又は団体が明らかに感得される場合は適用されるものとします。 

i. わいせつ若しくは公序良俗に反する内容での使用 

ii. ロゴ、サービスマーク、その他商標、意匠等の権利が発生するものへの使用 

iii. 風俗産業、ポルノ、アダルトコンテンツ、出会い系サイト他それらに準じるものでの使用 

iv. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条で定義される暴力団、指定暴力団、指

定暴力団連合、暴力団員の他、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋若しくは社会運動・

政治運動等標ぼうゴロ又はこれらに準ずる者（以下「反社会的勢力」といいます。）に関連す

る使用 

v. クリエイター又は被写体の名誉棄損、信用棄損、誹謗中傷、権利侵害、その他、クリエイター

又は被写体の不評につながる、又はそのような恐れのある使用（コンテンツ又は被写体の加

工・変形等に起因するものを含むがこれに限られない） 

vi. 以下の例示を含む、当社と競合するようなビジネス又はサービスにおいてコンテンツを使用す

ること 

● ストックフォトサイト又はストックコンテンツサイトの運営、その他、コンテンツを不

特定の第三者が入手可能な状態にして頒布すること 

● CD や DVD、ソフトウェア等の「素材集」にコンテンツを搭載し頒布すること 

● 画像素材を印刷し、これを素材として頒布すること、又は音楽素材を楽譜等に変換し、

これを頒布すること 

● エンドユーザーに素材として自由な加工を許すような形態でコンテンツを頒布すること 

vii. コンテンツの盗用又は盗作、又はそのような恐れのある使用。コンテンツの著作者について誤

解を与えるような形で、本来の権利者ではない第三者の名義でコンテンツを公開・公表するこ

とを含む。 

viii. 有償無償を問わず、コンテンツを転売、譲渡、又はサブライセンス等する行為 

ix. 被写体に、吹き出し、字幕等を利用し又は虚偽の年齢・氏名その他プロフィールを関連付ける

こと等によって、イメージ画像としてではなく、被写体が特定の営業、商品若しくはサービス

を利用等しているような印象を与える使用 

x. 下記の注意を要する題材に関する使用（但し、コンテンツが明らかに当該題材を描写している

場合は除きます。） 

【注意を要する題材】 

身体的精神的障害又は疾病、薬物、たばこ、精力剤、暴力（DV、虐待、いじめ等）、不妊・避

妊・妊娠中絶、性転換、性的指向・性自認、賭博・ギャンブル、パチンコ、消費者金融、美容外

科・整形、遺影 

 

ポイント 

人物コンテンツは、上記の【注意を要する題材】には、原則として、「明らかにその題材を描写してい



る」素材を除き、使用することはできません。「コンテンツが明らかに当該題材を描写している」かの

判断は、「タグに含まれる」又は「検索で出てくる」ことは基準にならず、あくまで、素材のビジュア

ルがその題材を描写しているか否かとなります。該当の判断がつかない場合は、クリエイターに必ず事

前に確認してください（本条第 14 項参照）。 

なお、明らかに当該題材を描写していたとしても、違法、被写体等の名誉毀損等に該当する使用、又は

公序良俗に反する使用等は、禁止されています。 

xi. 被写体が特定の宗教・政党（政治）・思想（団体）等に所属・賛否しているような印象を与え

る使用 

xii. 被写体を一般的な人が社会通念上不快に感じるような形で描写する行為（被写体の身体的特徴

を強調しその結果として被写体について不快と思われるような使用を含むがこれに限られな

い） 

xiii. 虚偽、誤認惹起、詐欺、中傷、その他違法な内容又は文脈においてコンテンツ又は被写体を利

用する行為 

 

ポイント 

ダウンロードいただいた素材は、使用許諾の範囲内で何度でもお使いいただけ、加工も可能です。ただ

し、被写体や制作者が不名誉、不利益を被るような形での使用は禁止されています。（例：被写体の人

物に虚偽のプロフィールをつけ、本人であるかのように見せることや盗作行為等）»詳しくはこちら 

 

xiv. サムネイル上の画像又はカンプデータを会員がレイアウトや構成を確認する以外の用途で利

用、又は公開すること 

 

ポイント 

カンプデータ（サイト上に掲載されている透かし入りの画像、PIXTA より確認用にお送りする透かしな

しの画像）はレイアウト、画質の確認にのみお使いいただけます。サムネイル（一覧表示される小さな

画像）も含め、購入前の素材の本使用はいかなる用途であっても禁止されています。 

 

xv. Audiostock の利用規約において禁止されている態様で音楽素材を使用すること 

※詳細は、こちらをご確認ください。 

xvi. その他、前各号に準じ、又は当社が不適切と認める使用 

 

14. コンテンツの使用に際して、ユーザーは、さらに、次の点をご注意ください 

i. 上記の注意を要する題材に関連するおそれがある場合又は本条第 13 項 x 号但書きの該当が不明

の場合、会員は、事前にコンテンツのクリエイターに確認の上、許可を得てください。 

ii. 会員は、コンテンツを使用して作成した成果物のエンドユーザーがコンテンツそのものをダウ

ンロードできる態様（PC やデジタル機器等の壁紙画像、ハードウェア、ソフトウェア、書籍

等にバンドルする画像、テンプレートへの組込等）で使用する場合、本条第４項に定める加工

を適宜施した上で提供を行い、当該エンドユーザーに対し、当該画像の無断複製は禁じられる

旨を明記し通知する義務を負います。更に、会員は、当該エンドユーザーに対し、成果物につ



いて本ライセンス契約の禁止行為を行わないよう通知する義務を負い、その遵守に対して責任

を負うものとします。 

iii. 会員が本条に記載する範囲を超える使用を希望する場合は、第17条エクストラライセンスを参

照し、更に使用範囲等についてご質問、ご不明点がある場合は、当社にご連絡ください。 

15. 当社は、コンテンツを購入した会員に対し、制作部数又は使用目的等コンテンツの使用に関する事

項を調査する権利を有しており、会員は、これに協力するものとします。 

16. ユーザーは、本サービスにアップロードされたコンテンツがクリエイター及びその他の権利者の意

向等により、いつでも販売及びダウンロードが中止となる可能性があることを承諾します。 

 

第 17 条 画像素材のエクストラライセンス 

1. 会員は、以下の各号が定める用途（以下「エクストラライセンス用途」といいます。）で画像素材

を使用する場合、標準での許諾範囲を超え、エクストラライセンスの取得が必要になります。但

し、エクストラライセンスの取得ができるのは、単品購入による場合のみであり、定額制による場

合は、画像素材をエクストラライセンス用途で使用することはできません。なお、動画素材及び音

楽素材については、エクストラライセンスの対象外であり、当社との書面による別段の取り決めが

ない限り、別途当社が定める用途の範囲での使用となります。      

i. 当社が別途定める該当の使用用途において、画像素材を利用した成果物の複製部数の総計が 30

万以上となる場合 

ii. 放送及び映像配信において画像素材を利用する場合で、当社所定のコピーライト表示（クレジ

ット表示）が表示できないとき 

iii. 各種テンプレートでの使用 

iv. 当社が別途定める商品の販売 

 

ポイント 

定額制でダウンロードした画像素材はエクストラライセンス用途でのご利用はできません。      

 

2. ある画像素材に対して一度エクストラライセンスを購入すれば、当該会員は、その画像素材につい

ては、何度でも、期間の制限なく、エクストラライセンス用途で使用することができます。 

3. エクストラライセンス価格は、当社が決定します。 

 

第 18 条 規約違反行為 

ユーザーが本ライセンス契約に違反した場合、ユーザーは、当社に対し、違反行為に該当する素材 1 点

につき 10 万円を違約金として支払うものとします。但し、当社が被った損害金額が 10 万円を超過した

場合は、超過分を請求できるものとします。 

 

第 19 条 コンテンツの価格 

1. コンテンツの販売価格は、以下のとおりとします。 

 

＜単品購入及びエクストラライセンスの場合＞ 



コンテンツの販売価格は、原則としてコンテンツのサイズによって決定され、当社が本サービス内で

掲載する価格表に準じます。但し、下記の場合を除きます。 

i. エクストラライセンス用途の場合、通常の価格に、本ライセンス契約で定めるエクストラライ

センス価格を追加した価格となります。 

ii. 販売価格について、各コンテンツの素材ページにおいて別途記載がある場合、当該価格に準じ

ます。 

＜定額制の場合＞ 

コンテンツの販売価格は、当社の定める定額制のプラン（以下「定額制プラン」といいます。）によ

って決定され、当社が本サービス内で掲載する定額制プラン価格表に準じます。定額制プランによっ

て、会員がダウンロードできるコンテンツの数量及び期間等が決定します。 

 

2. 本条第１項に記載する価格表、定額制プラン価格表、数量及び期間等は、当社の裁量で変更するこ

とができます。 

 

第 20 条 購入代金の支払い 

1. 会員は、本サービス上の定めに従って、次のいずれかの方法で、コンテンツの購入代金を支払いま

す。銀行振込手数料、決済手数料その他の支払いに要する費用は、会員が負担するものとします。

但し、会員のライセンスの選択、利用地域等により、利用できない支払方法がある旨に予め同意し

ます。 

 

＜単品購入及びエクストラライセンスの場合＞ 

i. クレジットカードを利用した支払い 

ii. 20 日締めもしくは末日締めの翌月末支払い、又は翌々月末支払いによる請求書支払い 

iii. 銀行振込による前払い 

iv. PayPal を利用した支払い 

v. 本サービスで発行するプリペイドクレジット（以下「プリペイド」といいます。）購入による

支払い 

vi. コンビニ決済による前払い 

vii. ATM 決済（ペイジー）による前払い 

viii. ネットバンキング決済による前払い 

＜定額制の場合＞ 

i. クレジットカードを利用した支払い 

ii. 銀行振込（請求書支払い） 

iii. PayPal を利用した支払い 

 

2. 請求書での支払いを希望する会員は、所定の要件を満たした場合、当社の定める手続きにしたがっ

て、外部の掛け払いサービス（以下「掛け払いサービス」といいます。）を利用することができま

す。その場合、会員は、当社が会員に対して有する代金債権を掛け払いサービスに譲渡すること、

及びこれに伴い、必要な範囲で会員の情報を掛け払いサービスに提供することに同意したものと見



なされます。なお、請求書での支払いを希望した会員が所定の要件を満たさないその他何らかの理

由により掛け払いサービスを利用できない場合は、前項に定める方法のうち、請求書支払い以外の

方法で当社に購入代金を支払うものとします。      

3. 単品購入及びエクストラライセンスの場合、本サービスで発行するプリペイドの購入による支払い

を行うことができます。その場合、会員は、事前に一定金額のプリペイドを購入し、当該金額の枠

内でコンテンツのダウンロードができるものとします。プリペイドは、当社が定めるところによ

り、金額に応じてボーナス分が割増しされます。一度購入したプリペイドの有効期限は、購入日か

ら 1 年間とします。但し、購入したプリペイドの換金及び払戻しはいたしません。 

4. 定額制の定額制プラン購入において、会員が自動更新を選択した場合、ご利用の定額制プランの満

了日より前の所定の締切（以下「設定変更期限」という。）までに自動更新を解除しない限り、自

動的に更新され、所定の課金日に購入代金が課金されます。設定変更期限及び自動更新を選択した

場合の課金日は、会員に適用される決済通貨によって異なる場合がありますが、いずれも、本サー

ビス内で指定する会員用ページに記載されています。なお、当該プランの期間中、規定のダウンロ

ード枚数に到達しなかったときであっても、定額制プランの説明において別段の定めがない限り、

翌期間に当該未ダウンロード枚数を繰越することはできません。 

5. 会員は、それぞれ指定された支払先にも関わらず、単品購入又はエクストラライセンスの購入代金

と定額制の購入代金とを自ら合算し、いずれか一方の支払先に支払うことはできません。会員がそ

のように合算して支払った場合、支払いのやり直しのために発生する手数料等は、当該会員が負担

するものとします。 

 

第 21 条 返金、返品 

1. 購入又はダウンロードしたコンテンツのデータ自体に何らかの物理的な欠陥又は障害が認められた

場合、当社の裁量により、良品又は同等品との交換もしくは本条次項以降に定める返金又はキャン

セルをもって対応するものとします。但し、当該対応は、会員が下記に定める期限内に申し出た場

合に限ります。 

 

＜単品購入の場合＞ 

購入から 1 年以内 

＜定額制の場合＞ 

良品又は同等品との交換については、ダウンロードから 1 年以内。但し、返金・減額は認められず、

会員が当該欠陥コンテンツをダウンロードした当日に当社に申出を行い、当社が認めた場合に限り、

会員の当日のダウンロード枚数から当該コンテンツのダウンロード分をキャンセルいたします。 

 

2. デジタルデータの特性により、会員は、購入したコンテンツ及び定額制プランにつき、本条に定め

る場合を除き、返品及び返金・減額の請求、又は購入代金支払いの拒絶（以下「返金等」といいま

す。）はできません。なお利用規約等の変更等により、購入したコンテンツの使用条件等が変更等

された場合も同様とします。 

 

 



ポイント 

原則として、一度購入いただいた素材の返品、返金はできません。 

 

3. 単品購入及びエクストラライセンスの場合は、以下の通りとします。 

i. 返金等ができるのは、一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常でな

い決済が行われた場合（但し、重複購入については、24 時間以内に、同一コンテンツの決済が

複数回行われた場合に限る）又は本条第 1 項に基づき当社が認めた場合に限ります。 

ii. 前項に当てはまる場合、会員は、購入から 1 年以内に当社に申出を行うことで、該当する購入

をキャンセルし、返金を受けることができます。クレジットカードによる購入の場合、その返

金は、同じクレジットカード経由で行われます。 

iii. コンビニ決済、ATM 決済（ペイジー）、及びネットバンキング決済に伴う決済手数料は、当

社が別途定める場合に限り、返金対象と致します。 

4. 定額制の場合は、以下の通りとします。 

i. 返金等ができるのは、一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常でな

い決済が行われたとき （但し、重複購入については、24 時間以内に、同一定額制プランの決

済が複数回行われた場合に限る）に限ります。 

ii. 前項に当てはまる場合、会員は、購入から 1 年以内に当社に申出を行うことで、該当する購入

をキャンセルし、返金を受けることができます。クレジットカードによる購入の場合、その返

金は、同じクレジットカード経由で行われます。 

 

第 22 条 免責 

1. 当社は、本サービス内のコンテンツにつき、コンテンツの提供者から、著作権、肖像権その他の権

利について他の第三者の権利を侵害するものでない旨の保証を得ていることを保証します。 

2. 当社は、本サービス上のコンテンツに付随するタグ表記、タイトル又はその他の情報の正確性及び

完全性を保証いたしません。 

3. コンテンツに著作権、肖像権、その他第三者の権利侵害が発覚し、当該権利侵害に直接起因して会

員が何らかの損害を被った場合、当社は、当社の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、以下に記

載する事項すべてを満たすことを条件として、本条第 4 項に定める限度額の範囲内で会員が直接か

つ現実に被った損害の全部又は一部を補償することがあります。当該損害には合理的な範囲での弁

護士費用を含みますが、得べかりし利益は含みません。なお、コンテンツのうち、フリー素材（本

サービスにおいて無償で提供される素材を意味し、定額制で提供されるものは含みません。）は、

本項で定める補償の対象とはなりません。 

 

＜補償のための条件＞ 

(1) 会員及び本ライセンス契約に基づき会員の責任のもとコンテンツを使用する者（登録者・クラ

イアント・業務委託先を含む）が適用される法令、利用規約等、及び会員又はその責任のもと

コンテンツを使用する者が当社との間で締結したその他の契約に違反していないこと 

(2) 問題のコンテンツを最初にダウンロードした日付から 1 年以内であること 

(3) 対象となる請求について、会員が当社に書面にて速やかに通知し、かつ、当社が当該請求又は



訴訟に関する取扱、解決、又は防御の権利を有すること。 

会員は、当該請求または訴訟の防御において、当社に協力することに同意するものとし、当社

が承諾し、会員が費用を負担した場合、当該訴訟等に参加することができます。当社は、当該

請求に関する通知の前に発生した訴訟費用及びその他の費用について、一切責任を負いませ

ん。 

      

当社が別途利用規約等と異なる条件による使用を許諾した場合（当社所定の「コンテンツ及び API

にかかるライセンス契約書」「取引条件合意書」を含みますが、これに限定されません。）、当社

が書面にて本項の適用を認めない限り、本項の適用の対象外となります。 

 

4. 前項に基づく当社による補償の総額は、会員毎の総計（当該会員が利用した複数のコンテンツに権

利侵害があった場合、累計の賠償額を指すものとします。）で 100 万円を超えないものとし、所属

組織を登録している場合、所属組織毎の総計で、100 万円を超えないものとします。 

5. 本条第 1 項に記載する当社による保証を除き、本サービス並びに本サービス上のコンテンツ及びタ

グ表記を含む付随する情報等の素材はすべて、現状有姿で提供されるもので、当社は、その市場性

若しくは特定の目的への合致、又はユーザーの必要を満たすこと若しくはこれらにまったく契約不

適合がないことにつき、何らの保証も行いません。すべてのユーザーは、自身による確認の上、そ

の責任において、本サービス及び本サービス上の素材を利用することを承諾します。 

6. 本ライセンス契約に関する当社の責任は以下のとおりです。 

(1) いかなる場合であっても、当社は、本ライセンス契約に基づいて許諾された権利その他本ライ

センス契約に起因して会員に生じたあらゆる損害について、一切責任を負いません。 

(2) 前号にかかわらず、当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合でも、当社は、現実に生じた

直接かつ通常の損害（逸失利益を除きます。）についてのみ責任を負い、当社の責任の総額

は、本ライセンス契約第 22条第 4項において補償額として定める限度額を超えないものとしま

す。 

(3) 会員の本サービスの利用に関し、消費者契約法が適用される場合、本項第 1 号の規定は適用さ

れず、また前号の規定は、当社が過失（重過失を除きます。）により会員に損害を与えた場合

にのみ適用されます。 

(4) ユーザーによる利用規約等違反があった場合、又はユーザーによる加工後のコンテンツに係る

場合は、当社は、一切の損害賠償責任を負わないものとします。 

 

以 上 

2022 年 11 月８日 改定 

 

 

PIXTA 利用規約：コンテンツ提供契約 

コンテンツ提供契約（以下「本クリエイター契約」といいます。）は、会員が本サービスにおいてクリ

エイター会員登録を完了し、コンテンツを提供する際の条件を規定し、上記利用規約及びコンテンツ使

用許諾契約と一体となって本サービスの利用に適用されるものとします。利用規約とコンテンツ使用許



諾契約の双方、又はいずれか一方と、本クリエイター契約との間に矛盾・抵触する規定がある場合は、

クリエイター会員の義務と権利につき、本クリエイター契約の規定が優先します。 

なお、本クリエイター契約において、写真及びイラスト（ベクター素材を含む）は、以下「画像素材」、

映像・動画カテゴリーのコンテンツは、「動画素材」、音楽素材カテゴリーのコンテンツは、「音楽素

材」といい、これらを区別して規定する場合、当該規定は、画像素材又は動画素材、もしくは音楽素材

のみに適用するものとします。 

本クリエイター契約の用語の定義は、別段の定めがない限り、利用規約及びコンテンツ使用許諾契約と

同様とします。 

 

第 23 条 クリエイター会員 

1. 会員は、会員登録後、別途クリエイター会員登録を経ることで、クリエイター会員になることがで

きます。 

2. クリエイター会員は、本クリエイター契約に同意し、本サービスに当該クリエイター会員が権利を

保有するコンテンツをアップロードすることで、当社に対し、時期、地域に何ら制限なく、当該コ

ンテンツ及びタグ・タイトル等附随して提供される情報（以下「関連する情報等」といいます。）

を複製、頒布、販売、宣伝、公衆送信、送信可能化、展示等し、又は二次的著作物を作成するこ

と、及び当社が第三者（当該第三者から使用許諾等する者を含みます。）に対し、本サービスのコ

ンテンツ使用許諾契約又は別途当社が定めた条件で、コンテンツ及び関連する情報等につき本項に

定める複製等を許諾することにつき、それぞれ非独占的権利を付与します。 

3. クリエイター会員は、コンテンツ及び関連する情報等をアップロードした時点で、前項に定めるコ

ンテンツ及び関連する情報等の複製等を承諾したものと見なします。又、クリエイター会員は、コ

ンテンツの購入を検討する者に対し、購入に先立ちレイアウトや構成を確認する目的で、当該コン

テンツのカンプ用画像（透かしの有無を問わず）を購入者に無償で提供することを承諾します。 

4. クリエイター会員は、本サービスにおいて当社の定める方法により申出を行った場合に限り、定額

制による販売からコンテンツを除外することができます。当該申出を行わない場合は、定額制での

コンテンツの販売（別途当社が定めた条件によるコンテンツの販売について、定額制販売に対する

金額での販売報酬をクリエイター会員に支払う場合を含む）を承諾したものとみなします。なお、

クリエイター会員は、定額制での販売を承諾したコンテンツについて、後日、本項に定める申出に

より定額制による販売から除外することができます。但し、当該申出を行った後、定額制による販

売からコンテンツを除外するまでに当社所定の期間を要します。 

5. コンテンツの販売にあたり、販売報酬の支払いが、当社が定める換算レートに従って算出されたも

のを下回る場合、当社は、クリエイター会員に別途通知の上、当該販売報酬による販売からコンテ

ンツを除外する機会をクリエイター会員に与えるものとします。当該機会にコンテンツを除外しな

かった場合、当該クリエイター会員が当該販売報酬でのコンテンツの販売を承諾したものとみなし

ます。なお、そのような場合でクリエイター会員が承諾後にコンテンツを除外等する意思表示をし

たとき、その意思表示が反映されるまで一定の期間を要します。 

6. 当社が複製等を許諾した後も、著作権等コンテンツに係る諸権利は、当該コンテンツのクリエイタ

ー会員又は著作権者に帰属し、会員に対し権利の移転は行われません。 

7. クリエイター会員は、購入者等が、コンテンツに加工を自由に施すことを承諾し、コンテンツの使



用にあたりコピーライト表示（クレジット表示）又はこの非表示等を求めないものとします。その

他、著作者人格権を行使せず、また第三者をして行使させないことに同意します。      

8. クリエイター会員は、申請したコンテンツすべてを当社が販売に供することを要しないことを承諾

するものとします。 

9. クリエイター会員は、当社の判断により、本サービス上に記載されている価格に対し、ディスカウ

ント等をする場合があることに同意するものとします。 

10. クリエイター会員は、当社から要請があった場合、コンテンツに存在する物理的な欠陥又は障害等

の修正に可能な限り応じるものとし、当該要請に対してクリエイター会員が対応できない又はこれ

を怠った場合、もしくは当該欠陥又は障害等が軽微な場合等に、当社がコンテンツの修正等の対応

をすることを予め同意するものとします。 

11. クリエイター会員は、本サービス及び当社が管理運営するその他の素材販売サービスにおいて、自

身が販売するコンテンツを自ら購入し、又は第三者に購入させることで利益を得る行為をしてはな

りません。 

 

第 24 条 クリエイター会員の保証 

1. クリエイター会員は、当該クリエイター会員が本サービスにアップロードしたコンテンツ及び関連

する情報等は、当該クリエイター会員本人が制作しその著作権を完全に有しており、又は正当な権

利者から書面により適切に使用許諾する権利を得ていること、及び本クリエイター契約第23条に記

載する権利を当社、購入者、当社の顧客及びコンテンツの利用者等に許諾する正当な権利を有して

いることを保証します。 

 

ポイント 

クリエイター会員がアップロードできるコンテンツは、原則として、ご自身で撮影・制作したもの及び

著作権がご自身に帰属しているものに限ります。自分自身で撮影・制作していない素材又は著作権がご

自身に帰属していない素材を、著作者又は著作権者の許諾なくアップロードすることは、著作権の侵害

にあたる違法行為です。 

 

2. クリエイター会員は、当該クリエイター会員が本サービスにアップロードした関連する情報等が正

確であることを保証します。 

3. クリエイター会員は、本サービスにアップロードしたコンテンツ及び被写体に肖像権、パブリシテ

ィ権、商標権、著作権（著作隣接権を含む）、その他の第三者の権利が存在する場合、存在する権

利一切につき、当該権利の権利者又はその正当な代理人から許諾を取得しており、第三者の権利を

侵害するものではないことを保証します。特定の個人が識別できる状態の人物が被写体となってい

るコンテンツ（以下「人物コンテンツ」といいます。）をアップロードする場合、クリエイター会

員は、当該人物コンテンツの被写体全員の肖像権使用同意書（モデルリリース）を当社に提出する

ものとしますが、その際、当該肖像権使用同意書は、当社指定のモデルリリース又は実質的に同等

の内容の有効なモデルリリースであるものとします。なお、クリエイター会員は、本項の定めに従

って、人物コンテンツに必要な有効なモデルリリースをすべて取得の上、保管していること、当社

からその求めのあった場合、モデルリリース及びこれに関連する必要な情報を当社に提出すること



を表明し、保証します。 

4. クリエイター会員は、本サービスにアップロードしたコンテンツが合法的に制作されたものである

ことを保証します。 

 

ポイント 

クリエイター会員は、コンテンツをアップロードする時点で、そのコンテンツの品質や使用許諾、権利

侵害などについては何ら問題がなく、またタグやタイトルなどについても正しい情報をつけていること

を保証しているものとします。 

コンテンツの内容やつけられた情報の過誤によって、クレームや訴訟などのトラブルが発生した場合

は、クリエイターご自身の責任となります。 

 

5. 第 1 項又は第 3 項の必要な許諾が取得できていないコンテンツ、関連する情報等で誤ったもの又は

不適切なもの（他者の氏名・名称を冒用するものを含む）、又は次のいずれかに該当するコンテン

ツは、不適切とみなし、当社は、当社の裁量により、これを削除、変更できるものとします。クリ

エイター会員は、不適切なコンテンツを当社に提供してはいけません。 

【不適切なコンテンツの例】 

i. わいせつ、暴力、その他公序良俗に反する内容を含むもの 

ii. 商標、ブランドロゴ、キャラクター、広告（ポスター等）、商品（CD、DVD、書籍等）が主

要な被写体として写っているか、又は識別ができるもの 

iii. 著作権保護期間内の美術品（絵画、彫刻等含む）を含むもの 

iv. 個人を特定できる人物が写っており、適切なモデルリリースが取得されていないもの 

v. 撮影、RF 素材（利用用途を特定せず、あらゆる用途で利用することができる素材を意味しま

す。）としての販売に際し許可が必要となる第三者が管理する施設、動物、物品等について、

当該管理者又は権利保有者の適切な許可を取得していないもの、又そのような許可を取得せず

に撮影が行われたもの 

vi. コンテンツとして不適切な文字掲載や加工がされたもの 

vii. その他、当社が、本サービス内での販売に適さないと判断したもの 

 

6. コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、それに伴う損害

賠償請求が生じた場合、クリエイター会員は、その責任と負担においてこれを処理し、且つ当社に

一切の迷惑、損害を与えないことを保証します。 

7. 当該申立、異議、苦情、損害賠償請求が当社に対して行われ、当社が何らの損害を被った場合、ク

リエイター会員は、合理的な弁護士費用も含め、当社が要した費用一切につき、これを補償しま

す。 

8. 万一コンテンツ又は関連する情報等について第三者から権利侵害の申立、異議、苦情、損害賠償請

求が当社に対して行われた場合、当社は、当該コンテンツをアップロードしたクリエイター会員の

連絡先その他当社が当該ユーザーに関して有する情報を、当該第三者に開示できるものとします。 

 

 



第 25 条 クリエイターへの支払い 

1. 当社は、コンテンツを販売したクリエイター会員に対し、当社の定める換算レートに従って獲得ク

レジット単位で販売報酬を支払います（但し、クリエイター会員が所属組織を登録した場合で、個

人に著作権が帰属するコンテンツを販売するときは、販売報酬は事前に登録された個人名義の口座

等に対して支払われます。）。換金に際しては、法律によって徴収が義務付けられた源泉徴収等の

税金を差引いた金額を支払うものとします。なお、支払手段によって、所定の換金手数料を差引く

場合があり、クリエイター会員はこれに同意します。 

 

ポイント 

クリエイターの報酬のお支払いは、クレジット単位で行います。素材を販売した場合の報酬は源泉所得

税徴収の対象となり、税金を差し引いた金額が支払われます。換金申請時には、換金手数料を頂戴いた

します。 

お支払いについて詳しくはこちら 

 

2. 当社が別途定めたライセンス契約によるコンテンツの販売の場合は、当社の決定により、エクスト

ラライセンスの場合での獲得クレジットを付与することがあります。 

3. 当社は、以下のいずれかの場合、クリエイター会員への販売報酬の支払いの条件を変更することが

でき、クリエイター会員は、これを承諾するものとします。 

i. 本サービス管理システムの改善・変更 

ii. 新サービスや新規制度の導入 

4. 当社及び当社の関連会社（以下、本項において「当社グループ」といいます。）が、本サービスそ

の他当社グループが管理運営するサービス又は当社グループの告知又は宣伝を目的としてコンテン

ツを使用する場合、本サービスの内外を問わず、自由に、無償で使用できるものとします。その

際、本クリエイター契約第 23条第 7項が適用になり、当社グループは、自由に加工等を行うことが

できます。また、クリエイター会員は、利用規約第１条第３項に定める無料素材及びカンプデータ

の提供については、販売報酬を請求する権利を持たないことに同意します。 

5. クリエイター会員は、当社の定める交換最低基準額を満たした時点で、獲得クレジット交換の申請

を行うことができ、交換申請日の翌々月末日までにその支払いが行われます。 

 

ポイント 

通常、10クレジット（1,000 円分）が貯まった時点で換金申請が可能となり、申請の翌々月 10 日に支払

いが行われます 

 

6. クリエイター会員は、獲得クレジット交換申請にあたり、振込先の口座情報その他源泉徴収支払い

に必要な情報を正しく当社に通知するものとします。これらの情報に不備があった場合、当社から

メールで通知をしますが、当社が定める期間内に返信がない場合、当該交換申請は取消されるもの

とします。なお、クリエイター会員の責めに帰すべき事由により販売報酬の支払いが完了しない場

合も、当該交換申請は取消され、再度の獲得クレジット交換申請を要します。 

7. クリエイター会員が保有する獲得クレジットは、いかなる理由によっても、当該クリエイター会員



以外の第三者に譲渡や貸与、担保提供することはできません。 

8. コンテンツが販売された場合でも、次の事項においては、クリエイター会員への販売報酬が取り消

されるときがあります。 

i. コンテンツ自体に何らかの欠陥、障害が認められるために、購入者から返金等の請求があった

とき 

ii. 一時的なサーバーエラー、回線のエラー等により、重複購入等正常ではない決済が行われたと

き 

iii. 購入されたコンテンツと同じコンテンツで、より大きいサイズへの変更要求があったとき（そ

の場合、元のサイズの分の料金が取り消されます） 

iv. エクストラライセンス含みで購入されたが、購入後にエクストラライセンス用途での使用がな

かったとき（その場合、当該エクストラライセンス料金分の販売報酬が取り消されます） 

v. コンテンツを購入した会員が支払不能の状態に陥った場合や、不正な取引があった場合等、当

社が回収不能と判断したとき 

vi. クリエイター会員が、本クリエイター契約に違反したと認められる、若しくはその他の理由に

より、当社がその取引において支払う義務がないと判断したとき 

 

第 26 条 コンテンツの削除等 

1. クリエイター会員が登録したコンテンツのサイト上からの削除を希望する場合、当社所定の削除手

続きによって行います。既に販売が開始されているコンテンツについては、原則として、当該削除

手続きから 30 日後に当該コンテンツの販売が終了となります。 

2. クリエイター会員は、コンテンツの削除又は退会の手続きにもかかわらず、いかなる場合であって

も、既に購入等されたコンテンツについてその使用中止や差止めを求めることは一切できません。 

 

第 27 条 秘密保持 

当社は、当社の裁量により、ストックコンテンツ制作に関する当社独自のノウハウ等情報をクリエイタ

ー会員に開示することがあります。その場合、クリエイター会員は、当該情報を厳に秘密に取り扱うこ

とに同意し、本サービスの利用を目的に限定しこれを使用し、その他の目的に使用しないことに同意し

ます。 

 

第 28 条 免責 

本クリエイター契約に関する当社の責任は以下のとおりです。 

(1) いかなる場合であっても、当社は、本クリエイター契約に基づき提供したコンテンツその他本クリ

エイター契約に起因してクリエイター会員に生じたあらゆる損害について、一切責任を負いません。 

(2) 前号にかかわらず、当社がクリエイター会員に対して損害賠償責任を負う場合でも、当社は、現実

に生じた直接かつ通常の損害（逸失利益を除きます。）についてのみ責任を負い、当社の責任の総

額は、当該損害の発生から遡る 1 年間において当社がクリエイター会員に支払った販売報酬の金額

を超えないものとします。 

(3) クリエイター会員の本サービスの利用に関し、消費者契約法が適用される場合、本項第 1 号の規定

は適用されず、また前号の規定は、当社が過失（重過失を除きます。）によりユーザーに損害を与



えた場合にのみ適用されます。 

(4) ユーザーによる本クリエイター契約違反があった場合は、当社は、一切の損害賠償責任を負わない

ものとします。 

 

以 上 

2022 年 11 月８日 改定 


