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配信に関する契約書	

	

配信者（以下「甲」という。）及び株式会社ブラッシュミュージック（以下「乙」とい
う。）は、乙が提供するウェブサービスないしスマートフォン及びタブレット端末用の
映像配信のアプリケーションである LINE	LIVE（以下「本サービス」という。）におけ
る配信に関し、甲がキャスティング（甲が以下に定義する本映像配信のために実施者
を手配することをいうものとする。以下同じ。）する表記載の配信者（以下「本配信者」
という。）が映像配信を行うこと（以下、「本映像配信」といい、本配信者が本映像配
信において配信した映像を「本動画」という。）につき、以下のとおり、配信に関する
契約（以下「本契約」という。）を締結するものとする。なお、本契約中に別途定義が
ない限り、本契約中の用語の解釈については、日本国の著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法
律第 48 号）の規定に従う。	

	

	

本配信者	

別紙記載の配信者等	

ただし、別紙記載の配信者等であっても、何ら本映像配信を行なわな

かった者がいる場合、その者については本配信者とは扱わないものと

する。 
なお、本配信者に変更が生じる場合、一暦月（以下、本契約期間中の

一暦月を「配信月」という。）の起算日の１０営業日前までの間に限

り、甲及び乙協議のうえ、書面又は電子メールにより変更することが

できるものとする。	

出演・

配信詳

細	

配信期

間等	

本配信者は、配信月あたり少なくとも本配信者のうち 1 名以上、以下

の配信回数、本サービス上で映像配信を行うものとする。	

最低配信回数：	1 回以上	

アーカイブ期間：無期限	

本動画の内容	

本サービスにおける映像配信。なお、配信する映像の内容は、本契約

の契約条件に違反しない限りで、甲及び本配信者の裁量により決定す

ることができる。	

本件対価	

全ての本配信者の本映像配信に関し乙が得た収益を基準として算出

する金額（詳細は乙が別途定めるものとする）の 25％（消費税抜き）	

（配信月の設定にかかわらず、本件対価の基準となる配信月ごとの収

益の算定期間は、乙が任意に定めることができるものとする。）	

	

第1条	 （映像配信等）	

1. 甲は、甲の責任において、本配信者全員を実際にキャスティングし、本配信者をして、本契約所定の
条件に従って、乙の指示に従い、自己の能力を最大限に発揮して、本サービス上で映像配信をさせる
ものとする。なお、甲及び乙は、乙が甲によるキャスティング及び本配信者の映像配信に関し、一切
関与しないことを確認する。	

2. 乙は、本動画の配信後、表に定めるアーカイブ期間中、本サービスの利用者が本サービス上で本動画
を視聴できるよう、本動画を本サービスのサーバに保存し、かつ本サービス上で公衆送信することが
できるものとする。	

3. 甲は、本実施期間中、必ず、全ての本配信者をして、本サービスのギフティング機能をオンにさせる
ものとする。	

4. 甲は、本配信者をして、本サービス上で映像配信をさせるにあたり、乙が別途指定する利用規約に同
意させ、遵守させるものとする。ただし、本契約の定めと当該利用規約の定めとの間に矛盾が生じる
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場合には、本契約の定めが優先するものとする。	

5. 甲は、本配信者をして、本映像配信にあたり、乙並びに乙の提供する商品及びサービスのイメージを
毀損するような行動・発言を行わせないようにする。	

	

第2条	 （広報宣伝活動）	

1. 乙は、本サービスの広告宣伝活動のために、自ら又は第三者をして、本配信者の氏名、肖像、パブ
リシティ、筆跡、声及び経歴並びに本動画の全部又は一部（本動画の静止画、各番組のカバー画像
及びサムネイルを含む。）を、ポスター、パンフレット、チラシ、記事（紙媒体、WEB 媒体を含む。）、
説明文、解説素材、出版物及びその他宣伝素材（以下「本宣伝素材」という。）に使用する等、自
由に無償で使用（複製、翻案、改変、公衆送信等を含むがこれに限られない。）することができる
ものとする。	

2. 甲は、乙に対し、乙が要求する場合には、本サービスの広告宣伝活動に用いるために、本配信者の
肖像、パブリシティその他乙が要求する資料を提供するものとする。この場合、乙は、当該資料に
ついて、本サービスの広告宣伝活動を目的として本宣伝素材に利用することができるものとする。	

	

第3条	 （対価）	

1. 乙は、甲に対し、本契約に関する一切の対価（本契約に基づいて行なわれる一切の権利の譲渡及び
許諾に対する対価を含む。）として、表に定める対価（以下「本件対価」という。）を支払うもの
とする。甲は、自ら又は本配信者をして、乙及びその指定する者に対して、本件対価以外に、名目
（出演料、権利移転料等を含み、これらに限られない。）の如何を問わず、経済的利益の提供を一
切請求することができないことを確認する。	

2. 乙は、1 配信月あたりの本件対価及びこれに対する消費税について、翌々月末日までに、指定の銀行
口座に振込むことにより支払う。振込手数料は、乙の負担とする。	

	

	

第4条	 （権利の帰属）	

1. 甲は、乙に対し、本動画及び本宣伝素材を保存、上映、公衆送信、複製、改変、翻訳その他の方法
により利用する権利（第三者に許諾する権利を含む。）を許諾するものとする。	

2. 甲は、自ら又は本配信者をして、乙又はその他の第三者に対して、本契約に関する権利の行使に関

して、氏名権、肖像権及びプライバシー権等の人格権、パブリシティ権、実演家人格権並びにその

他法的権利を行使しないことを約する。	
	

第5条	 （クレジット表示）	

乙は、本動画及び本宣伝素材に、単独の裁量により、本配信者の名前をクレジットすることができ
る。なお、クレジットの有無、位置、大きさ及びその他クレジットに関する一切の事項については、
乙が決定する。	

	

第6条	 （本サービスへの協賛等）	

1. 乙は、スポンサー、広告主、広告代理店等の第三者（以下「広告主等」という。）との間で本サー
ビスに関する協賛契約、広告の出稿契約等を締結し、広告主等から協賛金、広告料等を取得するこ
とができ、甲はこれに対して一切の異議を述べないものとする。	

2. 甲は、本サービスにおいて広告主等が存在する場合、本配信者をして、本配信者による本動画の配
信において、広告主等が取り扱う商品又はサービスのイメージを毀損する言動を行なわせないもの
とする。	

	

第7条	 （甲及び本配信者の義務）	

甲は、自ら又は本配信者をして、以下の各号のいずれかの行為をしてはならない。	

(1)	善良な風俗若しくは公の秩序に反する行為、犯罪の嫌疑を受ける状況を惹起する行為、新聞雑
誌などにスキャンダル記事が報道される状況を惹起する行為	

(2)	本動画のイメージ又は本配信者の役柄のイメージに支障を与え若しくはそのおそれのある行為	

(3)	乙若しくは広告主等又は出資者の社会的評価・信用を傷つけ又はそのおそれのある行為	

	

第8条	 （表明保証）	
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1. 甲は、乙に対して、以下各号に定める事項が真実かつ正確であることを保証し、これを確約するもの
とする。以下の事項が事実に反することに起因して、乙に対し、第三者からクレーム、請求又は訴訟
等が提起された場合、甲は自らの責任と費用負担によりこれに対応する。	

(1) 本契約を締結及び履行するため（本配信者の肖像等を乙に対して許諾する正当な権限を含む。）
に必要かつ充分な権利及び能力を保有していること。	

(2) 本配信者をして、本契約所定の本配信者の義務を完全に履行させるものとし、これに必要な手配、
手続及び管理の一切を行うこと。	

(3) 本配信者が本契約所定の本配信者の義務を履行しない場合、本配信者と連帯して責任を負うこと。	
(4) 乙が本契約に基づき本配信者の声、肖像及びパブリシティ等を利用等するために甲以外の第三者
に対して使用料、その他名目を問わず何らの費用の支払いを行う必要がないこと。	

(5) 本契約の締結及び履行に監視、甲自ら又は本配信者が、第三者との間において、その障害となる
如何なる法律関係も有していないこと。	

(6) 本配信者の出演につき、児童福祉法、職業安定法その他の法令に違反する事態を生じさせないよ
う配慮すること、及び本配信者が未成年者の場合には、本契約の締結及び履行につき、本配信者
の法定代理人の同意を得ていること。	

(7) 本配信者が犯罪の嫌疑を受けないこと及び新聞雑誌などにスキャンダル記事が報道されないこと。	
(8) 乙による、本動画及び本宣伝素材の利用が第三者の有する一切の法的権利（著作権、著作者人格
権、著作隣接権、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバ
シー権、パブリシティ権を含むがこれらに限られない。）に抵触せず及びそれらを侵害しないこ
と	

(9) 本契約の締結及び履行が、適用のある法令又は裁判所、政府機関、規制機関、自主規制機関等の
命令・要請に違反していないこと	

2. 前項の定めにかかわらず、乙が当該第三者からの主張に起因して何らかの損害を被り、又は当該主張
に対処するために何らかの費用負担（弁護士費用その他あらゆる費用を含む。）を余儀なくされた場
合、甲は乙に対して、乙が被った損害の賠償及びその負担した費用の補償を行う。 

	
第9条	 （守秘義務）	

1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の内容、本契約の有効期間中に知った相手方の顧客、製品、
サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開
示方法にかかわらず、相手方が開示の際に秘密である旨を明示したものをいう。ただし、下記各号の
いずれかに該当する情報は、秘密情報に含まない。	

(1) 当該情報の知得時に公表されており一般に入手可能となっていた情報	
(2) 当該情報の知得後に自己の責に帰すべき事由によらずに公表され一般に入手可能となった情報	
(3) 開示者による開示とは無関係に自ら開発した情報	
(4) 正当に開示する権限を有する第三者より適法に入手した情報	

2. 甲及び乙は、下記各号に従って秘密情報を秘密として保持するものとする。	
(1)甲及び乙は、秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。	

(2)甲及び乙は、秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾のない限り、いかなる第三者に対して
も開示又は漏洩してはならない。	

(3)甲及び乙は、秘密情報を、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。	

3. 前項第 2 号の規定にかかわらず、甲及び乙は、裁判所、検察、警察及び監督官庁から適法かつ適式な
請求があった場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かかる請求に応えるために必要
な範囲内で、秘密情報を開示することができる。	

4. 第 2 項第 2 号の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要がある自
己及び関連会社の役員又は従業員に対して、本契約に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義
務を課したうえで、秘密情報を開示することができる。	

5. 甲は、本配信者に対し、本条に基づく甲の義務と同等の義務を課すとともに、当該義務を遵守させる
ものとする。	

6. 本条の効力は、本契約の終了後も 2 年間有効に存続するものとする。	
	

第10条	 （契約期間）	

本契約の有効期間は、利用規約に同意した日より、翌々月末までとし、契約期間満了の 2 週間前に当
事者のいずれからも契約解除の意思表示が相手方になされない場合、同一内容にてさらに 1 ヶ月間更
新されるものとし、以後も同様とする。	
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第11条	 （解除）	

1. 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要すること
なく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。	
(1) 本契約の条項に違反したとき。	
(2) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。	
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又はこれらに類似する倒産
手続開始の申立があったとき。	

(4) 重要な財産につき仮差押若しくは仮処分、差押、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。	
(5) 営業を停止若しくは廃止し又は事業を譲渡したとき。	
(6) 財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。	

2. 前項に基づく解除は、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。	
3.		本契約が解除等により終了した場合であっても、本契約に別段の定めがない限り、第 1 条 2 項、第 4

条、第 6 条第 1 項、第 8 条第 2 項、本条第 2 項、本項、第 12 条、第 13 条、第 14 条第 4 項、第 15
条乃至第 17 条の各規定は有効に効力を維持するものとする。	
	

第12条	 （損害賠償）	

甲及び乙は、本契約に関して自己の責に帰すべき事由により相手方が損害を被った場合、本契約に別
段の定めがある場合を除き、相手方に生じた損害を賠償するものとする。	

	

第13条	 （救済方法の限定）	

本契約に関する乙の債務不履行等に対する甲及び本配信者の救済方法は、金銭請求に限定され、甲及
び本配信者は、乙又は第三者に対し、本動画又は本宣伝素材の利用（形態の如何を問わない。）の停
止、禁止又は差止等の行為（作為・不作為を含む。）を求める法的請求をすることができない。	

	

第14条	 （暴排条項）	

1. 甲及び乙は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者（以
下「関係者」という。）が、現在、次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。	

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」
という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）	

(2) 暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）	
(3) 暴力団準構成員	
(4) 暴力団関係企業	
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団	
(6) 前各号に定める者と密接な関わり（資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない）

を有する者	

(7) その他前各号に準じる者	
2. 甲及び乙は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないこと
を確約する。	

(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（自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含

むが、これに限られない）をし、又は暴力を用いる行為	

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害す
る行為	

(5) その他前各号に準じる行為	
3. 甲及び乙は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場
合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。	

4. 甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって相手方に生じた損害、損
失及び費用を補償する責任を負わない。	

	
第15条	 （譲渡禁止）	
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甲は、乙から事前の書面による承認を得ることなく、本契約に基づく権利、義務又は当事者たる地位
を譲渡し、担保に供し又はその他の処分をしてはならない。	
	

第16条	 （準拠法・管轄）	

本契約の準拠法は日本法とする。本契約に関連又は付随して発生した紛争については、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。	
	

第17条	 （協議）	

甲及び乙は、本契約の解釈に疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項について誠意をもって協
議のうえその解決を図るものとする。	

	

乙：大阪府大阪市中央区南船場 4-12-9	

クレスト心斎橋 402		

株式会社ブラッシュミュージック	

代表取締役	 稲田	 大輔	

	


