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Exhibit B – SNIPPET ADS 

1. This Exhibit B to the Terms of 

Service - Regulations for The 

Provision of Advertising Services 

applies to Snippet Ads campaigns 

provided by RTB House to the 

Client.   

2. This Exhibit B constitutes an integral 

part of the Terms of Service - 

Regulations for The Provision of 

Advertising Services. The words and 

expressions beginning with capital 

letters in this Exhibit B shall have the 

meaning assigned to them in the 

Terms of Service - Regulations for 

The Provision of Advertising 

Services, unless the context 

otherwise requires. 

3. Snippet Ads Service consists of 

development of banner creations 

based on Client’s materials and a 

HTML code (hereinafter the “Tag”), 

which together allow, in 

communication with RTB House’s 

advertising technology (hereinafter 

the “RTB House Technology”), 

display of Client’s banner creations 

on websites (either desktop or 

mobile), mobile applications and 

other online environments 

containing digital advertising space 

(hereinafter jointly the 

“Inventory”). 

4. The Client hereby declares and 

warrants RTB House that: (a) it has 

entered into an agreement with a 

legal entity which owns or is legally 

authorized to dispose the Inventory 
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付属書 B – スニペット配信 

1. 「利用規約書 - 広告サービス提供

に関する規約」の本付属書 B は、

RTB House がクライアントに提供す

るスニペット配信に適用される。 

  

2. 本付属書 B は、「利用規約書 - 広

告サービス提供に関する規約」にお

いて不可分な部分である。本付属書

B の英語版において頭文字が大文字

で記載されている用語については、

文脈上別段の解釈を要する場合を除

き、「利用規約書 - 広告サービス

提供に関する規約」に定められた意

味において解釈されるものとする。 

 

 

3. スニペット配信サービスには、クラ

イアント提供素材を用いた本件バナ

ー広告および HTML コード（以下、

「本件タグ」）の開発を含む。なお

これらは、RTB House の広告配信技

術（以下、「 RTB House 配信技

術」）と連動させることにより、デ

ジタル広告スペースを有するウェブ

サイト（デスクトップ版、モバイル

版を含む）、モバイルアプリケーシ

ョン、その他オンライン環境（以

下、「本件インベントリ」）へのク

ライアントの本件バナー広告の表示

を可能とする。 

4. クライアントは本書をもって、RTB 

House に対し以下のことを宣言およ

び表明する：(a) 本件インベントリ

を所有している法人、あるいは、本

契約に基づく本件インベントリへの



 

available to the Client for display of 

Client’s banner creations pursuant 

to this Agreement (hereinafter the 

“Publisher”), (b) pursuant to the 

agreement with the Publisher, the 

Client is authorized to have the Tags 

installed on the Inventory and 

display Client’s banner creations 

developed hereunder, (c) the 

Inventory shall comply at all times 

with all applicable laws, regulations, 

advertising and marketing codes of 

practice in the jurisdictions where 

the Client’s banner creations are 

displayed in connection with this 

Agreement, in particular that the 

Inventory does not display, refer to, 

link to, or endorse any content 

which includes: nudity, sex or adult 

content, tobacco, alcohol, drugs, 

medications, healthcare products, 

gambling or similar money-making 

opportunities, firearms and 

weapons, misleading content, 

harassment or hate speech, illegal 

or legally questionable activity, 

language or images which are 

violent, disrespectful, vulgar or 

offensive, or which infringes 

intellectual property rights, (d) 

neither the Client nor the Publisher, 

directly or indirectly, collects 

information from users known by 

the Client or the Publisher to be 

under the age of 16 (sixteen) or uses 

any service to select or target 

Client’s banner creations based on 

knowledge or inference that a user 

is under the age of 16 (sixteen), 

user’s past visits to any Inventory 

that is directed to children, 

information deemed sensitive by 

any applicable law or self-regulatory 

program or in a manner 

クライアントのバナー広告の表示を

許可することができる法律上の権限

を有している法人（以下、「パブリ

ッシャー」）との契約を締結済みで

あること、(b) パブリッシャーとの

契約に基づき、クライアントが、本

件インベントリに本件タグを埋め込

み、本契約のもとで開発されたクラ

イアントの本件バナー広告を表示す

る権限を有していること、(c) 本件

インベントリには、本契約によって

クライアントの本件バナー広告が表

示される法域において適用される法

律または規制、広告・マーケティン

グ実務規範のすべてについて常に準

拠しなければならないこと（特に、

本インベントリには、ヌード画像、

性的・アダルトコンテンツ、タバ

コ、アルコール、ドラッグ、薬品、

保健製品、賭博またはその他金銭欲

をあおるコンテンツ、火器・兵器、

人を惑わすコンテンツ、ハラスメン

ト、ヘイトスピーチ、違法または法

的に問題のある活動、暴力的・無

礼・卑猥・侮辱的な文言または画

像、知的財産権を侵害するコンテン

ツなどが表示されていたり、これら

が参照されていたり、そのリンクや

これらを肯定する内容が掲載されて

いたりしないこと）、(d) クライア

ントとパブリッシャーのいずれも、

直接または間接的に、16 歳未満で

あることが分かっているユーザーか

ら情報を収集しないこと。また、ク

ライアントとパブリッシャーのいず

れも、ユーザーが 16 歳未満である

か 16 歳未満と推定されることを示

す情報、子ども向けの本件インベン

トリへの過去の訪問記録、適用され

る法律または自主規制プログラムに

よって機密と指定されている情報に



 

inconsistent with the Agreement.

    

    

 

 

5. The Client shall ensure that (a) 

Client’s banner creations are not 

included, directly, indirectly or 

through any third parties, in a 

browser window generated by any 

malware, adware, spyware, P2P 

application, viruses, “Trojan 

horses”, “computer worms”, “time 

bombs” or data erasers, or any 

other malware which can interfere 

or disrupt the integrity of RTB House 

Technology or Tags and (b) RTB 

House Technology or Tags shall not 

be commercially exploited or made 

available (sold, licensed, rented 

etc.) by the Client or the Publisher 

for the purposes other than proper 

performance of Snippet Ads 

Service.  

 

6. The Client shall not, directly or 

indirectly, generate impressions for 

or clicks on or related to any Client’s 

banner creations, through any 

automated, fraudulent or other 

invalid means, including, but not 

limited to repeated manual clicks, 

use of robots or other automated 

query tools and/or computer-

generated search requests. 

    

 

7. The Client shall not and shall ensure 

that the Publisher does not, directly 

or indirectly, modify, adapt, 

translate, prepare derivative works 

基づいて、あるいはその他本契約に

反する方法において、クライアント

のバナー広告の表示先を選択したり

対象とするサービスを用いないこ

と。     

   

5. クライアントは、(a) 直接的である

か間接的であるか、または第三者を

通じてであるかを問わず、マルウェ

ア、アドウェア、スパイウェア、

P2P アプリケーション、ウイルス、

「トロイの木馬」、「コンピュータ

ーウォーム」、「時限爆弾」、デー

タ消去ソフトウェア、その他 RTB 

House 配信技術または本件タグの整

合性を損ねる恐れのあるマルウェア

によって生成されたブラウザウィン

ドウにクライアントのバナー広告が

表示されないこと、および、(b) 本

件スニペット配信サービスの適切な

パフォーマンス以外の目的のため

に、クライアントまたはパブリッシ

ャーが RTB House配信技術または本

件タグを活用または提供（販売、ラ

イセンス提供、貸与など）すること

がないことを保証するものとする。  

6. クライアントは、直接的であれ間接

的であれ、自動化された方法、不正

な方法、その他不適切な方法により

クライアントのバナー広告のインプ

レッションやクリック数を生成して

はならない。なおかかる方法には、

手動による反復的なクリック、ロボ

ットの使用、その他自動クエリツー

ルやコンピュータによって生成され

た検索要求を含むが、これらに限ら

ない。     

7. クライアントは、直接的であれ間接

的であれ、RTB House 配信技術また

は本件タグの変更、改変、翻訳、そ

の派生著作物の作成、逆コンパイ



 

from, decompile, reverse engineer, 

disassemble or otherwise attempt 

to derive source code from RTB 

House Technology or Tags, or create 

or attempt to create a substitute or 

similar service or product through 

the use of or access to RTB House 

Technology or Tags or proprietary 

information or materials related 

hereto. Notwithstanding the above, 

the Client is allowed to modify Tags 

in line with guidance provided by 

RTB House for ad server tracking 

purposes. 

 

8. RTB House authorizes the Client to 

use banner creations and Tags 

provided by RTB House to the Client 

hereunder, solely in order to use 

Snippet Ads Service as specified in 

this Agreement and only for the 

duration of the Agreement. The 

Client shall ensure that the 

Publisher shall only use banner 

creations and Tags strictly within 

the scope specified in this section. 

9. RTB House shall not be liable to the 

Client for any damage caused as a 

result of any act or omission of the 

Publisher, the Client or any third 

parties contracted by them. 

  

 

DATA PROCESSING PROVISIONS 
10. For the purpose of conducting 

Snippet Ads campaigns, RTB House 

will process Internet users’ data 

which may be deemed personal 

data (or personally-identifiable 

information) collected on the 

Inventory, which include: (i) unique 

online identifiers (e.g. cookie ID), (ii) 

ル、リバースエンジニアリング、逆

アセンブル、あるいはその他ソース

コードの抽出を行ったり、 RTB 

House 配信技術または本件タグ、あ

るいはこれらに関する専有の情報ま

たは素材を利用して、代替あるいは

類似のサービス・プロダクトの作

成、または試作をしてはならない、

または、パブリッシャーがこれらの

ことを行なわないことを保証するも

のとする。上記の定めに関わらず、

クライアントは、広告サーバーのト

ラッキングを目的として RTB House

から提供されるガイダンスに従って

本件タグを変更することができる。 

8. RTB House は、クライアントに対

し、本契約に定めるスニペット配信

サービスを利用する目的においての

み、本契約の期間中に限定して、本

契約に基づき RTB Houseがクライア

ントに提供したバナー広告および本

件タグを使用することを許可する。

クライアントは、パブリッシャーが

本条に定める範囲内に限定してバナ

ー広告および本件タグを使用するこ

とを厳に保証するものとする。 

9. RTB House は、パブリッシャー、ク

ライアント、またはその委託先であ

る第三者による作為または不作為に

よって生じた損害について、クライ

アントに対して責任を負わないもの

とする。   

データ処理条項 

10. 本件スニペット配信キャンペーンの

実施を目的として、RTB House は、

本件インベントリを通じて収集され

た、個人データ（または個人を特定

可能な情報）と見なされる可能性の

あるインターネットユーザーのデー

タを取り扱うが、これらのデータに

は、(i) 一意のオンライン識別子



 

IP addresses; (iii) URLs of websites 

visited by the user, (iv) data related 

to ad impressions and user's 

interactions with ads, (v) 

geolocation data; (vi) timestamps, 

(vii) technical browser and device 

information. 

 

11. The Client shall ensure that data 

referred to in section 10 is collected 

and may be processed for the 

purposes of conducting digital 

advertising campaigns in 

accordance with any applicable 

laws, which may include in 

particular the EU General Data 

Protection Regulation (2016/679), 

any national legislation 

implementing the EU Privacy and 

Electronic Communications 

Directive (2002/58/EC) or any 

future national or European 

legislation replacing this directive, 

as well as any other national 

legislation governing the processing 

of such data applicable to any of the 

Parties (hereinafter, the “Applicable 

Laws”). In particular the Client shall: 

(a) oblige the Publisher in the 

agreement referred to in 

section 4 to transparently and 

in accordance with the 

Applicable Laws inform the 

users about the collection of 

their data on the Inventory and 

processing thereof by RTB 

House for the purposes of 

conducting personalized 

advertising campaigns, as well 

as to allow the users to get 

acquainted with RTB House 

Privacy Policy, available at: 

https://www.rtbhouse.com/pr

（cookie ID など）、(ii) IP アド

レス、(iii) ユーザーが訪問したウ

ェブサイトの URL、(iv) 広告インプ

レッションおよびユーザーの広告イ

ンタラクションに関するデータ、

(v) 位置情報データ、(vi) タイム

スタンプ、(vii) ブラウザおよびデ

バイスに関する技術情報が含まれ

る。 

11. クライアントは、第 10 条に示すデ

ータについてこれが収集され、適用

される法律に準じてデジタル広告キ

ャンペーンを実行するために取り扱

われることが可能であることを保証

するものとする。なお適用される法

律とは、EU 一般データ保護規定

（2016/679）、プライバシーと電子

コミュニケーションに関する指令

（2002/58/EC）を施行する各国法

令、同指令に代わって将来施行され

る各国法令または EU 法、ならび

に、いずれかの当事者に適用され

る、かかるデータの取り扱いについ

て定めたその他の各国法令（以下、

「適用法」）を含むことがある。特

に、クライアントは以下の各号を行

なうものとする。 

(a) 第 4 条で述べた契約の効力をも

って、本件インベントリ上での

ユーザーデータの収集、および

パーソナライズされた広告キャ

ンペーンの実施を目的とした

RTB House によるその取り扱い

について、透明性のある方法に

より適用法に則ってユーザーに

通 知 す る と と も に 、

https://www.rtbhouse.com/pri

vacy-center/services-

privacy-policy/に掲載されて

いる RTB House個人情報保護方

針についてユーザーに情報提供
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ivacy-center/services-privacy-

policy/; and 

(b) if required by the Applicable 

Laws, obtain or oblige the 

Publisher in the agreement 

with the Publisher referred to 

in section 4 to obtain a valid 

consent from each user to 

collect their data by means of 

tracking technologies (such as 

cookies), and to processing of 

their personal data by RTB 

House as a data controller for 

the purposes of conducting 

personalized advertising 

campaigns. 

12. The Client acknowledges that the 

consent referred to in section 11 (b) 

may be obtained through a Consent 

Management Platform (CMP) 

registered with IAB Europe 

Transparency & Consent 

Framework, a technical and legal 

framework established by IAB 

Europe, allowing to collect, store 

and transmit Internet users’ 

consents to processing their 

personal data. 

13. In case the Client receives a request 

regarding user's rights under the 

Applicable Laws, the Client shall, 

whenever relevant, direct such user 

to RTB House in order to enable RTB 

House to respond directly to such 

user's request. The Client shall 

immediately notify RTB House in 

writing of any request, inspection, 

audit or investigation by any 

authority concerning data 

processed in accordance with this 

Exhibit. 

することをパブリッシャーに義

務づける。 

(b) 適用法によって求められる場

合、トラッキング技術（cookie

など）を用いたデータ収集、な

らびにパーソナライズされた広

告キャンペーンの実施を目的と

した RTB House（情報管理者）

による個人データの取り扱いに

ついて、個々のユーザーから有

効な同意を取得する。また、第

4 条で述べた契約の効力をもっ

てパブリッシャーにもこれを義

務づける。 

 

12. クライアントは、第 11 条(b) で述

べ た 同 意 を IAB Europe 

Transparency & Consent Framework

に登録済みの CMP（同意管理プラッ

トフォーム）を通じて取得できるこ

とを確認する。なお、IAB Europe 

Transparency & Consent Framework

とは、個人データの取り扱いに関す

るインターネットユーザーの同意を

収集、保存、送信するために IAB 

Europe が定めた技術的・法律的枠

組みである。 

13. クライアントが適用法に基づくユー

ザーの権利に関わる要請を受けた場

合、クライアントは、該当する範囲

内で、RTB House が直接かかるユー

ザーの要請に対応できるよう、RTB 

House に連絡をとるようユーザーに

指示するものとする。またクライア

ントは、本付属書に従って取り扱わ

れるデータに関して当局より何らか

の要請、検査、監査、調査を受けた

場合、即座に書面により RTB House

に通知するものとする。 
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14. Whenever necessary, the Client 

shall co-operate with RTB House 

and provide sufficient information 

to remediate or minimize any 

effects of and investigate any data 

breach, breach of security leading 

to the accidental or unlawful 

destruction, loss, alteration, 

unauthorized disclosure of, or 

access to, data transmitted, stored 

or otherwise processed 

(hereinafter, the “Data Breach”). 

The Client shall identify the cause of 

the Data Breach and take all 

necessary further steps in 

accordance with applicable laws or 

instructions by RTB House. The 

Client shall notify RTB House 

without undue delay, not later than 

24 (twenty-four) hours after 

becoming aware of any Data Breach 

that may affect RTB House. Unless 

required by the applicable laws, the 

Client shall not communicate with 

any third party, including but not 

limited to the media, vendors, 

consumers and affected individuals 

regarding any Data Breach without 

prior consultation with RTB House. 

15. The above provisions do not affect 

any prior arrangements made 

between the Parties regarding the 

processing of users’ data for 

services other than Snippet Ads 

campaigns. 

16. This Exhibit B has been made in 

English and Japanese language. In 

the event of any discrepancies 

between the English version and 

Japanese version, the English 

version shall prevail. 

 

14. 送信や保存などの取り扱いを行なう

データについて、意図しない、ある

いは不正な破壊、喪失、改変、開

示、アクセスの原因となるデータ侵

害・セキュリティ侵害（以下、「デ

ータ侵害」）が発生した場合、クラ

イアントは必要に応じて RTB House

と協力し、その影響を是正するか最

小限にとどめるとともに、その調査

を行なうために十分な情報を提供す

るものとする。クライアントはデー

タ侵害の原因を特定し、適用法また

は RTB Houseの指示に基づき必要な

すべての措置を講じるものとする。

またクライアントは、不当に遅滞す

ることなく、RTB House に影響が及

ぶ恐れのあるデータ侵害を認識して

から 24時間以内にこれを RTB House

に通知するものとする。適用法によ

り求められる場合を除き、クライア

ントはデータ侵害に関して RTB 

House への事前相談なく、メディ

ア、ベンダー、消費者、影響を受け

る個人など（この限りではない）の

第三者に情報提供をしてはならな

い。 

 

15. 上記の各条項は、本件スニペット配

信サービスキャンペーン以外のサー

ビスに関わるユーザーデータの取り

扱いについて両当事者間でなされた

従前の取り決めには影響を及ぼさな

い。 

16. 本付属書 B は英語と日本語で作成さ

れている。英語版と日本語版の間に

相違がある場合は、英語版を優先す

る。 

 

 

 


