
マネーダム利用約款 

 

第 1条（約款の適用） 

１． マネーダム利用約款（以下「本約款」といいます。）は、マネーダムとマネーダム（次条の定義

に従い、以下「本サービス」といいます。）の利用にかかる契約（以下「本契約」といいます。）

を締結した事業者または個人（以下「アフィリエイター」といいます。）に対して適用されるも

のとします。また、本約款に規定する事項の他、マネーダムが別途定める細則、運用ルール、

諸注意および本サービス上に記載または掲示する各種注意事項（以下「細則等」といいま

す。）も本約款の一部を構成するものとします。なお、アフィリエイターがアフィリエイター向

け機能（次条の定義に従います。）を利用するにあたり、マネーダムがアフィリエイターに対

し、予めアフィリエイター向け機能の機能・利用方法等についてマネーダム所定の方法によ

り行う掲示（以下「マニュアル」といいます。）および第 6 条は、マネーダムとアフィリエイタ

ー向け機能の利用にかかる契約を締結したアフィリエイターに対してのみ適用されるもの

とします。 

２． マネーダムは、本約款に基づきアフィリエイターに本サービスを提供するものとし、アフィリ

エイターは、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。なお、アフィリエイターが

本約款を遵守しない場合、マネーダムは、直ちに本サービスの提供を停止するものとしま

す。 

 

第 2条（基本用語の定義） 

  本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。 

① マネーダム（本サービス）：掲載サービス（次号の定義に従います。）および/またはアフィ

リエイター向け機能（本項第 4号の定義に従います。）をいいます。 

② 掲載サービス：アフィリエイターが提供しているブログ、各種 SNS 等の情報発信媒体

（以下「情報発信媒体」といいます。）および/またはオンラインセミナー、リアルセミナー、

勉強会等のイベント開催情報（以下「イベント開催情報」といいます。）を、マネーダムが

管理・運営するインターネットウェブサイト（スマートフォン向けのインターネットウェブサ

イト「マネーダム」や電子メディア上のアプリも含みますがこれに限りません。以下「本サ

イト」といいます。）に掲載し、一般ユーザー（以下「ユーザー」といいます。）によるアフィ

リエイター情報の閲覧（アフィリエイターの提供するイベントの利用の予約申込みを含み

ますが、これに限りません。）を可能にするサービスをいいます。 

③ PR 枠：本サイト上の広告効果の高い場所に設置されたアフィリエイター向け有料広告

枠をいいます。 

④ アフィリエイター向け機能：マネーダムが掲載サービスに付随してアフィリエイターに提

供する、以下のいずれか、または全ての機能を含むシステムの総称をいいます。ただし、

マネーダムが認めた場合には、アフィリエイター向け機能単体での提供もできるものと



します。 

（１） アフィリエイターが、自らアフィリエイター情報を入稿できる機能 

（２） アフィリエイターが、イベント開催情報の掲載をマネーダムに申請できる機能 

（３） アフィリエイターが、自身の直接紹介から始まる傘下の紹介関係（以下「紹介関係」

といいます。）を確認できる機能 

⑤ 自動継続プラン：アフィリエイターによる一度の申込により、第23条で定める解約がさ

れるまで、本契約が同条件で毎月自動更新されるプランをいいます。 

⑥ アフィリエイター向けオープンチャット：本サービスに参加するアフィリエイター限定情報

の共有およびマネーダムからアフィリエイターに向けた連絡事項のアナウンスをする目

的で、マネーダムにより管理・運営されるオープンチャットをいいます。使用するサービ

スはマネーダムにより指定します。 

⑦ ポイント：本サービスに参加するアフィリエイターに対し、サービス向上を目的として付

与されるポイントをいいます。ポイントは、有料会員が支払う会費に基づき付与される

「会員継続ポイント」と、本サービスの広告枠に広告を出稿する事業者を紹介した際に

付与される「広告紹介ポイント」の 2 種類があり、これらの合計を「累計ポイント」といい

ます。 

 

第 3条（本サービスの利用申込および契約の成立） 

１． アフィリエイターは、本サービスの利用にかかる申込を行う場合には、掲載基準ならびに本

サービスの仕組みを理解・承諾の上、マネーダムの定める方法に従い本サービス利用の申

込を行うものとします。 

２． 前項のアフィリエイターによる本サービスの利用にかかる申込がなされ、マネーダムがマネ

ーダムの取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、マネーダムによる

承諾の意思表示がアフィリエイターに到達した時をもって、マネーダムとアフィリエイターの

間に本契約が、本約款に基づき成立するものとします。 

３． アフィリエイターは、申込に際しマネーダムに申し出た内容に変更が生じた場合（連絡先の

変更も含みますが、これに限りません。）、速やかにマネーダムに報告するものとします。 

４． アフィリエイターは、本サービスの利用にかかる申込を行った場合、当該申込の撤回をする

ことができないものとします。 

５． 本サービスにおけるアカウントは一アフィリエイターにつき一アカウントまでとし、同一アフ

ィリエイターによる複数アカウントの登録および申し込みを禁じます。 

 

第 4条(本サービスの対価)  

1. アフィリエイターは、本サービス利用の対価として、本契約で定められた金額をマネーダム

に支払うものとします。支払方法および支払条件については、マネーダムが別途定める内

容に従うものとします。 



2. アフィリエイターは、理由の如何を問わず、契約期間の途中で本契約が終了した場合や、本

サービスの一部または全部を停止・廃止した場合 (第 1条第2項、第9条第2項、第 15

条第 1項、第 18 条第 3項および第 22 条第 1 項による終了も含みますが、これに限り

ません。)においても、本条第 1 項に定める本サービスの対価の支払い義務を負うものと

し、アフィリエイターが既に本サービスの対価をマネーダムに支払っている場合にも、マネ

ーダムはアフィリエイターに対し、当該本サービスの対価の返還義務を負わないものとし

ます。 

3. 本サービスの対価の金額は変更されることがあります。変更の場合、マネーダムは変更の

少なくとも 30日前にアフィリエイターに対し告知を行います。 

 

第 5条(著作物の使用許諾)  

1. マネーダムは、本サービスを通じてアフィリエイターによって収集・作成された文章や画像

等(第 9 条に定義する掲載情報を含みます。また撮影、貸与等の収集態様を問いませ

ん。)(以下、「本著作物」といいます。)を本サービス、その他掲載実績としてアフィリエイタ

ー自身または他のアフィリエイターへの本サービス営業・提案時に使用するために、自由に

利用することができるものとし、当該利用にあたりマネーダムは当該本著作物を自由に複

製・改変・削除等を行うことができるものとします。 また、アフィリエイターは著作者人格

権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、アフィリエイターは、本著作物に含ま

れる権利(知的 財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)を有する第三者か

ら、予め当該利用にかかる許諾を得るとともに、当該利用に必要な権利処理の一切を行う

ものとします。 

2. アフィリエイターは、本著作物が、第三者の権利(知的財産権、肖像権等 を含みますが、こ

れらに限りません。)、営業秘密またはプライバシーその他の権利を侵害していないこと、

および、前項に定める本著作物の利用をマネーダムに許諾する権利を有していることを保

証します。 

3. アフィリエイターが前各項に違反し、または本著作物につき第三者から異議もしくはクレー

ム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟提起の有無を問い

ません。)等の申し立てが発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生

したものであっても、アフィリエイターは自己の責任と費用でこれを解決するものとし、マ

ネーダムは何らの責任も負わないものとします。 

4. マネーダムがアフィリエイター情報の全部または一部を作成し、アフィリエイターに提供した

場合(マネーダムがアフィリエイターに提供した部分を以下「マネーダム提供著作物」 いい

ます。)、アフィリエイターは、当該マネーダム提供著作物を本サービスに限り使用すること

ができるものとします。なお、当該マネーダム提供著作物に含まれる一切の知的財産権は

マネーダムに帰属していることを確認します。 

 



第 6条(アフィリエイター向け機能)  

1. アフィリエイター向け機能の利用にかかる契約が成立した場合、マネーダムはアフィリエイ

ターに対し、マネーダムの定める方法に従ってアフィリエイター向け機能の利用権限を付与

し、アフィリエイター向け機能の利用にかかる ID およびパスワード(以下「ID 等」といいま

す。)を発行するものとします。 

2. アフィリエイターは ID 等を各事業者内において、事業者の従業員・グループ員等に共同で

使用させることができるものとしますが、当該共同使用にかかるトラブルの一切は、第 4

項に定める管理責任者が自己の責任と費用でこれを解決するものとし、マネーダムは当該

トラブルにつき何らの責任を負わないものとします。 

3. アフィリエイターは、事業者内に ID 等を管理するための責任者(以下「管理責任者」といい

ます。)を設けるものとします。 管理責任者は、アフィリエイターに対し発行された ID等が

掲載基準等に従い適切に管理されるよう監督する責任を負うものとします。また、ID等の

変更登録、削除または登録内容の変更等の ID等に関する申請の一切は、管理責任者を通

じてマネーダムに行われるものとします。管理責任者は、その他 ID 等の管理に関するマ

ネーダムの要請に対し対応するものとします。 

4. アフィリエイターは、第 1 項に定める共同使用の場合を除き、第三者(事業者内の他の部署

を含みます。)に ID 等を譲渡または貸与等してはならないものとし、また、ID 等を機密と

して厳重に保持する義務を負います。 

5. アフィリエイターは、自己の ID 等によりアフィリエイター向け機能が利用されたときには、

当該 ID等の発行を受けたアフィリエイターの利用とみなされることに同意するものとしま

す。 

6. アフィリエイターは、アフィリエイター向け機能におけるイベント予約機能を利用するにあた

り、自己の責任において予約状況を厳格に管理するものとします。 

7. アフィリエイターは、掲載サービスおよびアフィリエイター向け機能の利用を本契約の内容

とする場合、掲載サービスの終了時がアフィリエイター向け機能利用の終了時になること

について、あらかじめ確認するものとします。 

8. アフィリエイターは、アフィリエイター向けオープンチャットに参加し、マネーダムより共有さ

れる情報・連絡事項等を適時確認するものとします。アフィリエイター向けオープンチャット

の参加にあたっては、名前（ニックネーム）の先頭に本サービス会員番号 6桁を付与するも

のとします。 

 

第 7条（紹介関係の管理） 

１． 紹介関係とは、アフィリエイトビジネス、ＭＬＭビジネス等の紹介ビジネス(以下、「アフィリ

エイトビジネス」といいます。)における紹介する者（以下「アップ」といいます。）と紹介され

る者(以下「ダウン」といいます。)の関係をいい、一般的に「紐づけ」とも呼ばれます。 

２． 本サービスはアフィリエイターに対し、第 2 条に定義する掲載サービスを提供します。アフ



ィリエイターは掲載サービスを用いてアフィリエイトビジネスを含む情報を発信することが

できます。 

３． 本サービスを通じたアフィリエイトビジネスの成約については、別に定めるマネーダムアフ

ィリエイター向け紹介運用ルール(以下「運用ルール」といいます。)により紹介関係を決定

するものとし、アフィリエイターはマネーダムの指示に従いアップ・ダウンの紐づけを行うも

のとします。 

４． 運用ルールに定めのない例外的な体系のアフィリエイトビジネスがある場合、運用ルール

内に定める紹介関係決定の基本方針(以下、「基本方針」といいます。)に従ってマネーダム

の裁量によりアップ・ダウンの紐づけを決定するものとし、アフィリエイターはマネーダムの

指示に従いアップ・ダウンの紐づけを行うものとします。この時、紹介関係の決定理由等、

マネーダムの裁量範囲に関する一切の情報は開示しないものとし、アフィリエイターはこれ

をあらかじめ承諾します。 

５． アフィリエイターに運用ルールの不履行があった場合、マネーダムはアフィリエイターに対し

運用ルール内に定める罰則規定に従ってペナルティを課すものとし、アフィリエイターはこ

れに従うものとします。 

６． マネーダムは故意・過失を問わず、紹介関係に関する指示（アップ・ダウンの紐づけ指示を

含みますが、これに限りません。）についての責任を負いません。アフィリエイターはマネー

ダムに対し紹介関係に関する異議申し立ておよび/または損害賠償請求等の法的措置を行

わないものとします。 

７． アフィリエイターはアフィリエイトビジネスの案件ごとに、本サービスを通じた参加可否を自

由意思に基づき決定することができます。また本サービス外でのアフィリエイトビジネスへ

の参加は完全に自由であり、マネーダムに対する許可・報告・申請等は不要とします。 

８． 本サービスのアフィリエイター向けオープンチャット等で共有された守秘義務を明示された

情報については、いかなる理由があっても外部への流出および/または本サービス外での

利用を固く禁じます。本サービス外で同様の情報を入手した場合はこの限りではありませ

ん。 

９． 本サービス内の紹介関係に関する情報（マネーダムの指示やアフィリエイターのポジション

情報を含みますが、これに限りません。）を SNS や伝聞等で関係者以外に公開することを

固く禁じます。 

１０． ポイントの付与方法・利用方法等の詳細については運用ルールに規定します。 

 

第 8条(予約情報の扱い) 

1. マネーダムは、アフィリエイター向け機能を利用するアフィリエイターが直接受けた予約に

関して、当該アフィリエイターの予約管理のためアフィリエイター向け機能に入力した情報

(当該予約者の個人情報を含み、以下、「予約情報」といいます)を、機密として保持すると

共にそのための合理的な措置を講じるものとします。また、アフィリエイターの事前の承諾



なく、第三者に開示および漏洩をしないものとします。但し、以下の各号の情報は、「予約

情報」に該当しないものとします。 

① アフィリエイターから開示された時点で、公知である情報 

② アフィリエイターから開示された後、マネーダムの責によらず公知となった情報 

③ 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

④ アフィリエイターから開示された情報によることなく独自に開発した情報 

2. マネーダムは、万一、予約情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、直ちにアフィリ

エイターに通知し、その後の対処について協議することとします。 

3. マネーダムが、国その他の公権力により適法に予約情報の開示を命令された場合、当該公

権力に対する予約情報の開示は、第 1 項に定めるマネーダムの機密保持義務の対象外と

するものとします。ただし、マネーダムは当該命令を受けた事実を速やかにアフィリエイタ

ーに通知するとともに、可能な限り予約情報の機密性の保持に努めるものとします。 

 

第 9条(入稿情報) 

1. アフィリエイターは、本サービスを利用してアフィリエイター情報を入稿する場合(マネーダ

ムがアフィリエイターの指示に従い入稿する場合も含みます。)およびアフィリエイター向け

機能を利用し、入稿する場合は、掲載基準等に従ってアフィリエイター自らが正確に入力す

るものとし、以下の各号に定める行為を行わないものとします。なお、 マネーダムは、マネ

ーダムが適切と判断する方法により掲示することをもって、掲載基準等を適宜変更するこ

とができ、アフィリエイターは当該変更後の掲載基準等に従うものとします。 

① 法令、公序良俗または本約款に違反し、または違反するおそれのある行為 

② 公序良俗に反する内容の情報、文書または図形等を他人に公開する行為 

③ 虚偽または誇張した情報、事実に反する情報を入力する行為 

④ マネーダムが機能ごとに指定する情報のテーマ、ジャンルから逸脱するとマネーダムが

判断する情報を入力する行為 

⑤ 他人になりすまして情報を送信または書き込む行為 

⑥ 自己、他人または第三者の名称、住所、電話番号、電子メール アドレス等、意図的に虚偽

の情報(実在しない架空の情報を含みますが、これに限りません。)を掲載する行為 

⑦ マネーダムまたは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し、または侵害す

るおそれのある行為 

⑧ マネーダムまたは第三者を誹謗、中傷する行為、または名誉、プライバシーを傷つける行

為、もしくはそれらのおそれのある行為 

⑨ マネーダムまたは第三者に対する迷惑行為および不利益となる行為、もしくはこれらの

おそれがあるとマネーダムが判断した行為 

⑩ マネーダムの承認した以外の方法により本サービスを利用する行為 

⑪ 本サービスを無断で改変する行為 



⑫ 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為、およびスパムメール、チェ

ーンレター、ジャンクメール、未承諾広告の含まれるメール等を送信する行為 

⑬ その他マネーダムが合理的に不適切と判断する行為 

2. マネーダムは、アフィリエイター情報および アフィリエイター向け機能を利用しアフィリエイ

ターが入稿した内容(以下、「掲載情報」といいます。)が掲載基準等に適う内容であるか否

かを審査することができるものとします。アフィリエイターは、掲載基準等に反する掲載情

報の存在が判明した場合等、マネーダムが必要と判断した場合には、マネーダムが当該掲

載情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。また、当該掲載情報に

関してマネーダムより削除・変更の要請があった場合には、これに速やかに応じるものとし

ます。かかる対応はマネーダムの権利であり義務とはみなされません。 

3. マネーダムが前項に基づき、掲載情報の削除・変更を行った場合およびアフィリエイターに

削除・変更の要請を行った場合においても、アフィリエイターに生じた損害について賠償す

る責任を負いません。 

4. アフィリエイターは、本条に基づき掲載された掲載情報に変更が生じた場合には、その旨

を直ちにマネーダムに報告するとともに、掲載情報に当該変更内容を反映させるものとし

ます。 

5. アフィリエイターは、本条に違反したことによりユーザーまたはユーザー以外の第三者(以

下あわせて「ユーザー等」といいます。)との間で生じた一切の争いおよび損害については、

自らの責任と費用をもって負担するものとします。 

 

第 10条(アフィリエイターによる対応) 

アフィリエイターは、掲載情報等に関する問合せ(予約申込やシステム上の問合せも含みますが

これに限りません。) に対し自己の費用と責任で迅速・誠実に対応するものとします。 また、

当該問合せに関するアフィリエイターとユーザー等間でのやり取り、 アフィリエイターとユーザ

ー等間に生じた一切のトラブルについてマネーダムは何ら責任を負わないものとします。 

 

第 11条(ＰＲ枠の利用) 

１． アフィリエイターは、PR 枠の利用にかかる申込を行う場合には、掲載条件ならびに掲載期

間等の仕組みを理解・承諾の上、マネーダムの定める方法に従い PR 枠利用の申込を行う

ものとします。 

２． 前項のアフィリエイターによる PR 枠利用にかかる申込がなされ、マネーダムがマネーダム

の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、マネーダムによる承諾の

意思表示がアフィリエイターに到達した時をもって、マネーダムとアフィリエイターの間に

PR枠利用契約が、本約款に基づき成立するものとします。 

３． アフィリエイターは、PR 枠利用にかかる申込を行った場合、当該申込の撤回をすることが

できないものとします。 



４． アフィリエイターは、PR 枠利用の対価として、本契約で定められた金額をマネーダムに支

払うものとします。支払方法および支払条件については、マネーダムが別途定める内容に

従うものとします。 

５． アフィリエイターは、理由の如何を問わず、契約期間の途中で本契約が終了した場合や、本

サービスの一部または全部を停止・廃止した場合 (第 1条第 2項、第 9条第 2項、第 15

条第 1項、第 18条第 3項および第22条第 1項による終了も含みますが、これに限りま

せん。)においても、本条第 4項に定める PR枠利用の対価の支払い義務を負うものとし、

アフィリエイターが既に PR 枠利用の対価をマネーダムに支払っている場合にも、マネーダ

ムはアフィリエイターに対し、当該 PR枠利用の対価の返還義務を負わないものとします。 

６． PR 枠利用の対価の金額は変更されることがあります。変更の場合、マネーダムは変更の

少なくとも 30日前にアフィリエイターに対し告知を行います。 

 

第 12条(ロコミ投稿掲示板) 

1. マネーダムは、本サービスに対する信頼性の担保として、本サービス上にてアフィリエイタ

ーに関する「ロコミ投稿掲示版」を運営します。 

2. アフィリエイターは、ロコミ投稿の掲載によって自己に生じた損害について、 マネーダムを

一切免責するものとし、マネーダムに対して損害賠償の請求をしないものとします。 

 

第 13条(アフィリエイター向け機能上の情報等の扱い) 

1. アフィリエイターが、アフィリエイター向け機能に入力し、またはアフィリエイター向け機能の

利用に関連してアフィリエイター向け機能に保存された情報(以下「管理情報」といいま

す。)については、アフィリエイターが自己の責任と負担において保存するものとし、マネー

ダムはアフィリエイターに代わり管理情報を保存する義務を負わないものとします。なお、

管理情報がマネーダムのサーバー等に保存されている場合であっても、マネーダムは当該

管理情報について、バックアップ等を行う義務やアフィリエイターに対して当該管理情報を

提供する義務を負いません。 

2. マネーダムは、本サービスの利用中、管理情報が滅失または毀損されないことを何ら保証

するものではなく、マネーダムはいかなる場合においても(第 19 条第 1 項但書きの規定

にかかわらず、マネーダムの故意または重過失による場合を含みます。)管理情報の滅失

または毀損によりアフィリエイターまたは第三者に発生した損害につき、一切責任を負わ

ないものとします。 

3. マネーダムは、アフィリエイターによる本サービスの利用に関する情報(管理情報を含みま

すが、これに限りません。)を、本契約の有効期間にかかわらず、統計データ等の個人を識

別できない情報に加工した上で、自由に公表・利用することができるものとします。 

 

第 14 条(機密情報・個人情報の扱い) 



1. アフィリエイターは、本契約に関してマネーダムより秘密である旨の明示がなされたうえで

開示された情報(以下、「機密情報」といいます)を、機密として保持すると共にそのための

合理的な措置を講じ、マネーダムの事前の承諾なく、第三者に開示および漏洩しないもの

とします。 但し、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。 

① マネーダムから開示された時点で公知である情報 

② マネーダムから開示された後、アフィリエイターの責によらず公知となった情報 

③ 第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

④ マネーダムから開示された情報によることなく独自に開発した情報 

2. アフィリエイターは、マネーダムから要求があった場合、直ちにすべての機密情報をマネー

ダムに返却し、またはマネーダムの指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄し

ます。 

3. アフィリエイターは、本サービスを通じて知り得たユーザーの個人情報(以下「個人情報」と

いいます。)について責任を持って管理し、当該ユーザーから別途許諾を得ない限り、当該

ユーザーから同意を得た目的の範囲外の使用を行わないものとします。 

4. アフィリエイターは、機密情報または個人情報が漏洩または紛失したことが発覚した場合、

直ちにマネーダムに通知し、その後の対処について協議することとします。 

 

第 15条(サービスの一時的な停止) 

1. アフィリエイターは、次の各号に該当する場合にはアフィリエイターへの事前の通知や承諾

なしに、本サービスの一時的な運営の停止を行う場合があることおよび、当該停止があっ

た場合でもアフィリエイターは第4条第 1項に定める本サービスの対価の支払い義務を負

うものとし、アフィリエイターが既に本サービスの対価をマネーダムに支払っている場合に

も、マネーダムはアフィリエイターに対し、当該本サービスの対価の返還義務を負わないこ

とを予め承諾するものとします。 

① マネーダムが本サービスにかかるサーバの保守、仕様の変更、またはシステムの瑕疵の

修補等を行う場合 

② 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改

正・成立により本サービスの運営が困難または不可能になった場合 

③ 上記各号のほか、やむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要とマ

ネーダムが判断した場合 

2. 前項に基づく停止により、本サービス上における掲載情報等の消去・掲載の遅延が生じた

場合でも、マネーダムは何らの責任も負わないものとします。 

 

第 16条(再委託) 

マネーダムは、本約款に定める業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるも

のとします。 



 

第 17条(アフィリエイター情報等の提供) 

1. アフィリエイターは、マネーダムがユーザーの集客を目的として、掲載情報をマネーダムの

提携先(以下、「本提携先」といいます。)へ提供することに同意します。 

2. マネーダムの本提携先への掲載情報の提供の有無、本提携先での掲載情報の掲載の有無、

本提携先での掲載情報の最新性等について、マネーダムは一切保証しないものとします。 

3. アフィリエイターは、本提携先での掲載情報を閲覧したユーザーからの問合せやクレームに

対して、誠実に対応するものとします。 

 

第 18条(約款の変更) 

1. マネーダムは、本約款についてマネーダムが重要と判断する内容の変更を行う場合には、

変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。) を本サイトまたはアフィリエイター向け機

能上に表示するものとします。 

2. アフィリエイターは、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日までに、書面

にてマネーダムに対して通知するものとします。 

3. マネーダムが前項の通知を受領した場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって

本契約は終了するものとします。 

4. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に当該変更条件と

おりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの掲載情報等の掲載をもって、アフィ

リエイターが変更条件に同意したものとみなします。 

5. 本条の規定に関わらず、マネーダムは、マネーダムが軽微と判断する内容の変更について

は適宜本約款の変更を行い適用させることができるものとし、アフィリエイターはこれをあ

らかじめ承諾します。 

 

第 19条(マネーダムの免責) 

1. アフィリエイターは、自己の責任により本サービスを利用するものとし、マネーダムはアフィ

リエイターの本サービスの利用から生じる損害に関し、マネーダムの故意または重大な過

失による損害であることが明白な場合を除き、 何らの責任も負わないものとします。なお、

マネーダムが責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限

られ、かつアフィリエイターが本契約に基づき過去６ヶ月間(当該損害発生時を起算点とし

ます。)においてマネーダムに支払済みの本サービス利用の対価の合計額を上限とします。 

2. マネーダムは、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、天変地変そ

の他不可抗力(マネーダムの責に帰すべき事由によらない回線の混雑、回線の障害、サー

バダウン等を含みます。)、またはアフィリエイターによる ID 等の不適切な管理によりアフ

ィリエイターに生じる損害につき、何らの責任も負わないものとします。 

3. マネーダムは、本ソフトウェアおよび本サービスの提供において、不具合、エラーや障害が



生じないこと、また本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、

コンピュータウィルス等の有害なものが含まれていないことを保証しません。 

4. マネーダムは、本サービスの提供において、不具合、エラーや障害が生じないこと、また、

本サービスに関連して送信される電子メール、 ウェブコンテンツ等に、コンピュータウィル

ス等の有害なものが 含まれていないことを保証しません。 

5. マネーダムは、本サービスおよびこれによってアフィリエイターに提供される情報について、

正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、真実性等いかなる事項に

ついても保証しません。 

6. アフィリエイターにより提供される情報に投資に関するものが含まれることがありますが、

本サービスは純粋に掲載サービスであり、マネーダムが有価証券その他の金融商品に関す

る助言や勧誘を行うものではありません。 

7. アフィリエイターは、通信環境その他の事情により本サービスの全部または一部を利用で

きない場合があることを予め承諾の上、本サービスを利用するものとします。マネーダム

は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本サービスの表示速度の低下や障害等に

起因して発生したいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとします。 

8. マネーダムは、本サービスの利用について、アフィリエイターとユーザー等の間に生じた一

切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。また、当該トラブルに関する

ユーザー等からの問合せ等についても、アフィリエイターの責任で対応するものとします。 

9. アフィリエイターは、掲載情報等に関するユーザー等からの問合せまたは苦情等、本サービ

ス内・外問わずユーザー等との間で生じる一切の取引については、自己の費用と責任をも

って対応するものとし、 マネーダムは何らの責任も負わないものとします。なお、マネーダ

ムが求める場合には、アフィリエイターは、ユーザー等とのやり取り(口頭によるやり取りも

含む)をマネーダムに提出・報告するものとします。 

 

第 20条(権利義務譲渡の禁止) 

アフィリエイターは、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、マネーダムの事前の書面に

よる承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。 

 

第 21条(反社会的勢力の排除) 

1. アフィリエイターは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過し

ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に

該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約するものとします。 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 



③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有すること 

2. アフィリエイターは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行

わないことを確約するものとします。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の

業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 

第 22条(契約解除) 

1. マネーダムは、アフィリエイターが次の各号の一に該当するときには、即時に本契約を解除

または本サービスの一定期間の利用を停止することができます。当該解除または利用停

止により、アフィリエイターに損害が発生した場合でも、マネーダムは何らの責任も負わな

いものとします。 

① 掲載基準等の規定に違反したとき 

② マネーダムが申込書に記載された連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡した

にも関わらず、連絡が取れないとき 

③ マネーダムの信用を傷つけたとき 

④ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、 民事再生、特別清算、会社

更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき 

⑤ 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき 

⑥ 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき 

⑦ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき 

⑧ 信用に不安が生じたとき 

⑨ 事業を廃止したときまたは清算にはいったとき、もしくはそれらの恐れがあるとき 

⑩ マネーダムに不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたと

き 

⑪ 第三者からの苦情またはアフィリエイターに起因するトラブル等から、アフィリエイターに

よる本サービスの利用が、マネーダムまたは本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性

があると判断した場合 



⑫ アフィリエイターがマネーダムの取引基準に照らし不適格であると判断した場合 

⑬ 法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったとき、 またはそのおそれがあると判

断した場合 

⑭ 前条に定める表明保証に違反したとき 

⑮ その他掲載基準等に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 

2. アフィリエイターは、前項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、

直ちにマネーダムに対する一切の債務を弁済するものとします。 

3. アフィリエイターは、本契約を解除することができないものとします。 

4. 本契約が終了した場合(第 1 項の場合を含みますがこれに限りません。)でも、掲載情報を

本サービス上および/または本提携先で掲載する場合がございます。なお、当該掲載情報

についてはマネーダムの判断により修正・変更・削除等をする場合がございます。 

5. アフィリエイターは、前項に基づき掲載情報が本サービス上および/または本提携先で掲載

されている間は本約款の適用を受けることを予め承諾するものとします。 

 

第 23条(自動継続プランの解約) 

自動継続プランの申込をしたアフィリエイターは、毎月 1 日までにマネーダムが規定する方法

にて解約通知をマネーダムに到達させた場合に限り、同月末日をもって自動継続プランを解

約することができるものとします。 

 

第 24条(合意管轄) 

本契約に関して生じる一切の紛争については、名古屋地方裁判所または豊橋簡易裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 25条(協議解決) 

掲載基準等の解釈に疑義が生じた場合、または掲載基準等に規定されていない事項について

は、マネーダムとアフィリエイターは、協議の上円満に解決するものとします。 

 

附則 本約款は 20２１年 10月 1日から実施します。 

 

  



マネーダムアフィリエイター向け紹介運用ルール 

 

マネーダムアフィリエイター向け紹介運用ルール（以下、本ルールといいます。）は、マネーダム

を通じてアフィリエイトビジネスに参加するアフィリエイター（以下、参加アフィリエイターといい

ます。）のアップ・ダウンの紐づけ等、紹介関係に関する運用ルールの詳細を定めたものであり、

マネーダム利用約款を補足するものです。 

 

１ マネーダム運営のポジションについて 

マネーダム運営はアフィリエイトビジネスにおいて「マネーダム運営」のポジションを持つことが

あります。その場合は原則としてこれをマネーダム組織の最上位ポジションとします。なお、マ

ネーダム運営ポジションから一般ユーザーへの紹介リンク発行は原則として行いません。 

 

２ 複数アカウントの禁止について 

各アフィリエイトビジネスにおけるマネーダムに紐づくアカウントは一アフィリエイターにつき一

アカウントまでとし、同一アフィリエイターによるマネーダム内での複数アカウントの運用を禁

じます。なお、マネーダムに紐づかない形での複数アカウント運用については、マネーダム運営

は関知しません。 

 

３ ポイント機能について 

マネーダムには参加アフィリエイター向けにポイントを発行し、保有しているポイントに応じてア

フィリエイトビジネスのポジション優遇を得られるポイント機能があります。（ポジション優遇に

ついては『4 アップ・ダウン紐づけルールについて』を参照。）所有するポイントはアフィリエイタ

ー向け機能（マイページ）にて確認することができます。ポイントに関するルールは変更される

ことがあります。 

 

３-１ ポイントの種類 

① 会員継続ポイント：有料会員が支払う会費および有料サービス使用料に基づき付与される

ポイント 

② 広告紹介ポイント：マネーダム内の広告枠に広告を出稿する事業者（以下、広告主といいま

す。）を紹介した際に付与されるポイント 

③ 累計ポイント：①・②の合計 

 

３-２ 会員継続ポイントについて 

会員継続ポイントは以下のルールに従い、対象アフィリエイターに付与されます。 

 

① 付与基準 



・ アフィリエイター有料会員の月会費の支払金額１００円につき 1 ポイントを付与。(端数

は切り捨て) 

例）980円/月 → 9ポイントを付与 

 

・ PR 枠やスケジュール枠等、マネーダム内の有料サービスを利用した場合に支払金額

1,000円につき 1ポイントを付与。(端数は切り捨て) 

例）3,000円 → 3ポイントを付与 

   500円 → 付与無し（端数切り捨て） 

 

② 付与タイミング 

・ 月会費 ： 支払い完了後、即時付与 

・ 有料サービス ： 月末締め翌月 1日に付与 

 

３-３ 広告紹介ポイントについて 

広告紹介ポイントは以下のルールに従い、対象アフィリエイターに付与されます。 

 

① 付与基準 

参加アフィリエイターがマネーダム運営に広告主を紹介した場合に、広告の成約金額に応じて

ポイントを付与します。 

広告成約金額 1万円につき 10ポイントを付与。(端数は切り捨て) 

例）成約金額 10万円 → １００ポイントを付与 

 

② 付与タイミング 

月末締め翌月１日に付与 

 

３-４ 累計ポイントについて 

会員継続ポイントと広告紹介ポイントの合計である累計ポイントが、ポジション優遇の基準とな

ります。 

 

３-５ ポイントのはく奪ついて 

ポイントは消費されるものではなく基本的に累積していくものですが、『6 罰則規定』に基づい

たペナルティにより一部または全部をはく奪される場合があります。 

 

４ アップ・ダウン紐づけルールについて 

参加アフィリエイターの紹介関係の管理は、マネーダム運営が一括して行います。紹介関係の

管理については、以下に示す『4-１ 紹介関係決定の基本方針』(以下、「基本方針」といいま



す。)を最上位ルールとします。本ルール内に定めのない事項については、基本方針に基づきマ

ネーダム運営の裁量により対応方法を決定します。アフィリエイター個別の希望・要望等は原則

として受け付けません。 

 

４-１ アフィリエイター間の紹介関係決定の基本方針 

本項に記載された各ルールは、①から順に優先されるものとします。 

 

① マネーダムのサイト上に登録されていない新規のアフィリエイトビジネスを登録申請したア

フィリエイターに対し、マネーダム組織の最上位ポジションまたは特別優遇ポジションの権

利を付与します(詳細は『4-5 新規案件持ち込みの特別優遇制度』を参照) 

② 加入プランの優遇特典が設定された場合は、優遇特典対象者から順に上位からポジショ

ン配置を行います 

③ 各アフィリエイトビジネスのアフィリエイター間の紐づけは、マネーダム登録時のアップ・ダ

ウンの関係を踏襲します 

④ 累計ポイントの残高が多いアフィリエイターから順に上位からポジション配置を行います 

⑤ 各アフィリエイトビジネスへ参加する意思を示した順に上位からポジション配置を行いま

す 

⑥ ①～⑤のルールによってポジション順序が定まらない場合、運営により無作為にポジショ

ン配置を行います 

 

補足） 

・ 各アフィリエイトビジネスのアフィリエイター間の紐づけはマネーダム登録時の関係を基本

として組織が維持されますが、上記の①・②の場合は例外となりアップ・ダウンの逆転が起

こり得ます。 

・ 罰則規定に基づくペナルティを受けたアフィリエイターについては、基本方針に沿わないこ

とがあります。 

・ 複数ポジションの運用が可能なアフィリエイトビジネスの場合、メインアカウントのみをマネ

ーダム運営による管理とし、サブアカウントは一般メンバー同等の扱いとします。 

 

４-２ ユニレベル方式の場合 

アフィリエイトビジネスの報酬体系がユニレベル方式の場合のマネーダム組織の構築例を図１

に示します。 

 



 

図 1 

 

補足） 

マネーダムとしての縛りは『アフィリエイター間の関係』のみです。マネーダム運営は参加アフィ

リエイター以外の参加者（マネーダム一般ユーザーを含む）のポジション配置は行いません。各

アフィリエイターは自身のダウンを自由に配置することが出来ます。 

 

４-３ バイナリー方式の場合 

アフィリエイトビジネスの報酬体系がバイナリー方式の場合のマネーダム組織の構築例を図２

に示します。 

 



 

図２ 

 

補足） 

バイナリー方式の場合、まず初めに上位ポジションから順に、基本方針に従い参加アフィリエイ

ターを配置します。この参加アフィリエイターの配置はマネーダム運営の指示の下で行うことと

し、参加アフィリエイター配置完了のアナウンスがあるまでは各アフィリエイターは自身のダウ

ンを配置することは出来ません。 

その他、登録時のルール詳細は『5 登録時のルール』に規定します。 

 

４-４ その他方式の場合 

ユニレベル方式やバイナリー方式などのオーソドックスではない、独自方式の報酬プランの場

合は基本方針に従って運営の裁量で対応を決定します。参加アフィリエイターはオープンチャ

ット等でアナウンスされる運営からの指示に従うものとします。 

 

４-５ 新規案件持ち込みの特別優遇制度 

新規のアフィリエイトビジネスを登録申請したアフィリエイターに対し、マネーダム組織の最上

位ポジションまたは特別優遇ポジションの権利を付与する制度です。 

アフィリエイターはマネーダム運営に対し、マネーダムのサイト上に登録されていないアフィリエ

イトビジネスの登録申請をすることができます。(登録に際し、マネーダム運営での当該アフィ

リエイトビジネスの調査や審査等、いわゆるデューデリジェンスは行いません。) 

原則として、登録申請ができるのは新規案件に限ります。新規案件とは、プロジェクトそのもの

がまだ開始されておらず、これから開始されるタイミングであるということを指します。 

※ マネーダム組織は構築しませんが、新規案件でない既存案件でもマネーダム上で情報発



信することは全く問題ありません 

 

マネーダムへの登録が完了し、かつ以下に示す条件を満たす場合、申請を行ったアフィリエイタ

ーに対し最上位ポジションまたは特別優遇ポジションの権利を付与します。この権利を保有す

るアフィリエイター（以下、「特別優遇アフィリエイター」といいます。）は最上位ポジションまたは

特別優遇ポジションのいずれかを希望により選択できます。 

 

＜権利行使の条件＞ 

・ マネーダム参加アフィリエイター向けのサポート用オープンチャットの管理・運営を行うこ

と 

・ アフィリエイトビジネスの運営者または運営者から信任を得た者（例：海外案件の日本の

マーケティングトップ等）（以下、「アフィリエイトビジネス運営」といいます。）と直接連絡・

質疑応答・相談等できる関係を構築できること 

    →登録申請後、3 日以内にアフィリエイトビジネス運営とマネーダム運営が連絡を取れ

るようセッティングをしていただきます（方法等の詳細はマネーダム運営より連絡） 

・ 罰則規定に基づく特別優遇権利はく奪のペナルティを受けていないこと 

 

補足） 

特別優遇ポジションとは対象となるアフィリエイトビジネスの報酬プランにおいてもっとも

有利になると考えられるポジションです。（最上位ポジションを除く。）アフィリエイトビジネス

ごとに報酬プランが異なるため、その都度プランに合わせた特別優遇ポジション案をマネー

ダム運営から特別優遇アフィリエイターに提示します。 

 

 

特別優遇ポジションの例を以下に示します。（図３、４を参照） 

 



 

図３ 

 

 

図４ 

 

補足） 

・マネーダム最上位ポジションメリット 

➢ メリット ： マネーダム組織の全ての参加者を傘下に収めることができる 

➢ デメリット ： 別の系列を自力で伸ばす必要がある 

 

・マネーダム特別優遇ポジションメリット 



➢ メリット ： 自身の系列がマネーダム組織により自動的に伸びる 

➢ デメリット ： マネーダム組織の一部が自身の傘下に入らない 

 

＜既存案件の持ち込みについて＞ 

上述のとおり、登録申請ができるのは新規案件に限りますが、例外として既存案件の運営を広

告主としてマネーダム運営に紹介し、広告出稿が成約した場合はマネーダム組織の構築を行い

ます。同時に特別優遇ポジションの権利行使条件を満たす場合、通常どおり特別優遇アフィリ

エイターの権利が得られます。本制度を利用したい場合はマネーダム運営までお問い合わせく

ださい。 

 

５ アフィリエイトビジネス登録リレーのルールについて 

前項までで規定した通り、新規のアフィリエイトビジネス開始時、参加アフィリエイターはマネー

ダム運営からの指示により登録作業を行いますが、参加アフィリエイター間の紐づけを行うた

め紹介リンクを渡していく（リレーしていく）必要がある場合があります。この時、参加アフィリ

エイターは以下のルールを順守し登録作業をするものとします。 

 

＜登録リレーのルール＞ 

・ マネーダム運営から連絡される制限時間内に登録作業および紹介リンクの送付を完了す

ること 

・ マネーダム運営の指示にない参加者を登録しないこと 

・ マネーダム運営に指示された送付先へ紹介リンクを送付すること 

 

上記ルールに違反した場合、罰則規定に基づきペナルティが課せられる場合があります。 

 

６ 罰則規定 

本ルール順守の義務を負うアフィリエイターが、万一この義務を履行しない場合はマネーダム

運営による「警告」を経て「罰則」が適用されます。またマネーダム運営が重大な違反と判断し

た場合は「警告」を経ず「罰則」を適用することがあります。 

 

＜罰則＞ 

① アフィリエイトビジネスの登録申請をしたにもかかわらず、登録をしなかった場合 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

② 登録リレーの時間制限ルールに違反した場合（ただしマネーダム運営に事前連絡し承認さ

れた場合を除く。） 



⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪。 

またその遅延が組織全体の登録作業に支障をきたすとマネーダム運営が判断した場合、

予告なくポジションの組み換え（ポジションの繰り下げ・喪失を含みますが、これに限りませ

ん。）を行うことがあります。この場合、当該アフィリエイターの組み換え後のポジションは基

本方針に沿わないことがあります。 

 

③ 登録リレー時に運営指示にない参加者をダウンに登録する違反をした場合 

※ 故意・過失のいずれの場合も適用されます。 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

④ 登録リレー時に運営指示にない参加者をアップとして自身を登録した場合 

※ 故意・過失のいずれの場合も適用されます。 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および/

またはマネーダムアカウントの削除 

 

⑤ 新規案件持ち込みの特別優遇制度を利用したにもかかわらず、必要なサポート業務を行

わなかった場合 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

⑥ 複数アカウント禁止のルールに違反した場合 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

⑦ マネーダム参加アフィリエイターに対し他組織への引き抜き行為を行った場合 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

⑧ その他、マネーダム利用約款および/または利用規約に違反した場合 

⇒ 累計ポイントの一部または全部のはく奪および/または特別優遇権利のはく奪および

/またはマネーダムアカウントの削除 

 

附則 本ルールは 20２１年 10月 1日から実施します。 

改訂・適用 ２０２１年 10月 31日 

 



  



マネーダムアフィリエイター会員制度について 

 

本書はマネーダムに参加するアフィリエイター向けの会員制度についてルールの詳細を定めた

ものであり、マネーダム利用約款を補足するものです。 

 

１ プランについて 

アフィリエイターは設定されたプランから 1つを選択するものとします。 

プランは追加・廃止される可能性があり、また各プランの内容も変更される可能性があります。 

 

 

 

★会員継続ポイントについて 

別紙（マネーダムアフィリエイター向け紹介運用ルール）の『3 ポイント機能について』をご参照

ください。 

 

２ 契約期間 

・ プランの契約期間はプラン料金（月会費）の支払い後 1ヵ月間とします。 

・ 1 ヵ月間の途中で解約またはフリープランへのプラン変更をした場合には、次回更新日ま

では旧契約が継続するものとします。ただしアフィリエイターが即時退会(即時掲載中止)

を希望する場合はこの限りではありません。 

・ 1ヵ月間の途中での解約があった場合にも日割り計算による減額や返金は行いません。 

 

３ 支払い方法 

決済サービス「Stripe」を利用するものとします。 

 

４ プラン変更 

新プランの料金の支払い完了後にプラン変更となり、支払い日より 1ヵ月間が契約期間となり



ます。 

 

５ 解約 

解約希望の場合はマネーダムの公式 LINEまでご連絡ください。 

 

・ 公式 LINE名：マネーダムビジネスユーザーお問い合わせ  

・ 公式 LINE URL：https://lin.ee/ecrjrOS 

            

 

附則 本ルールは 20２１年 10月 1日から実施します。 

 

  

https://lin.ee/ecrjrOS


マネーダム PR枠について 

 

本書はマネーダムに参加するアフィリエイター向けの広告制度である PR 枠についてルールの

詳細を定めたものであり、マネーダム利用約款を補足するものです。 

 

１ プランについて 

PR枠のプランは以下の通りです。 

 

・ 7日間プラン  ： 1回 1,000円（税込み） / 会員継続ポイント 1ポイント付与 

・ 30日間プラン ： 1回 3,000円（税込み） / 会員継続ポイント 3ポイント付与 

・ 90日間プラン ： 1回 8,000円（税込み） / 会員継続ポイント 8ポイント付与 

 

２ 掲載期間 

・ アフィリエイターは申込時に申込日より 3日後～30日間の範囲で掲載開始希望日を提出

するものとします。実際の掲載開始日はマネーダム運営との調整を経て決定されます。 

・ 設定された掲載開始日から、プランごとに設定された日数が連続して掲載されます。同一

契約内での掲載期間の分割はできません。 

・ 掲載開始前であっても、掲載開始日の変更希望は受け付けられない場合があります。 

 

３ 掲載内容 

・ PR枠に掲載する内容は、アフィリエイターより提出された画像およびURLとなります。 

・ 契約期間中の画像および/またはURLの変更は可能ですが、7日間/回までとします。（変

更には申込み日より 3日間の猶予が必要です。） 

 

４ 申込み方法 

マネーダムの公式 LINEにて申込みを受け付けます。以下の必要事項をご記載ください。 

PR枠の利用に関するご質問もこちらにお問い合わせください。 

 

・ 公式 LINE名：マネーダムビジネスユーザーお問い合わせ  

・ 公式 LINE URL：https://lin.ee/ecrjrOS 

            

・ メッセージ内容： 

＜ＰＲ枠掲載申込み＞ 

https://lin.ee/ecrjrOS


① 会員番号 6桁 

② 希望プラン 

③ 掲載開始希望日 

 

５ 支払い方法 

決済サービス「Stripe」を利用するものとします。 

 

６ 解約 

掲載開始後はいかなる場合も途中解約および返金をすることはできません。ただし返金を伴

わない掲載中止は可能とします。 

 

附則 本ルールは 20２１年 10月 1日から実施します。 

  



イベント予約機能について 

 

本書はマネーダムに参加するアフィリエイター向け機能であるイベント予約機能についてルー

ルの詳細を定めたものであり、マネーダム利用約款を補足するものです。 

 

１ 機能ついて 

マネーダムのイベント予約機能は、アフィリエイターが掲載を希望するイベント情報(イベント名・

開催日時・開催場所・申込方法等を含みますが、これに限りません。)をマネーダムサイト上のト

ップページおよびプログラムスケジュールページのスケジュール枠に掲載する機能です。 

通常は会員制度のプランに基づき付与された件数分のスケジュール枠を利用することができ

ますが、本書に定める料金を支払うことによりスケジュール枠の利用件数を増やすことができ

ます。 

 

２ プランについて 

プランは以下の通りです。 

 

・ 1枠プラン  ： 1回 500円（税込み） / 会員継続ポイント付与なし 

・ 5枠プラン  ： 1回 2,000円（税込み） / 会員継続ポイント 2ポイント付与 

・ 10枠プラン ： 1回 3,500円（税込み） / 会員継続ポイント 3ポイント付与 

 

※ プランの組み合わせが可能です。 

例） 

7枠利用する場合：１枠プラン×2(１，０００円)と5枠プラン×１(2,000円)で合計３，０００円 

（会員継続ポイント 3ポイント付与） 

 

３ 掲載期間 

・ 原則として当該イベントの開催日までを掲載期間とします。過去のイベント情報は定期的に

削除されます。 

 

４ 掲載内容 

・ スケジュール枠に掲載する内容は、アフィリエイターより提出された画像およびイベント情

報となります。 

・ 契約期間中の掲載内容の変更は可能ですが、これを保証するものでありません。 

 

５ 申込み方法 

マネーダムの公式 LINEにて申込みを受け付けます。以下の必要事項をご記載ください。 



スケジュール枠の利用に関するご質問もこちらにお問い合わせください。 

 

・ 公式 LINE名：マネーダムビジネスユーザーお問い合わせ  

・ 公式 LINE URL：https://lin.ee/ecrjrOS 

            

・ メッセージ内容： 

＜スケジュール枠掲載申込み＞ 

① 会員番号 6桁 

② 希望プラン 

③ 掲載開始希望日 

 

６ 支払い方法 

決済サービス「Stripe」を利用するものとします。 

 

７ 解約 

・ 掲載開始後はいかなる場合も途中解約および返金をすることはできません。ただし返金を

伴わない掲載中止は可能とします。 

 

附則 本ルールは 20２１年 10月 1日から実施します。 

 

https://lin.ee/ecrjrOS

