ライセンスのご案内
2017 年度（2017 年 4 月～2018 年 3 月）
（IP アドレス DB 提供事業社様用）

株式会社あどえりあ

特許第 3254422 号ライセンス料金表
（IP アドレス DB 提供事業社様用）
特許実施に対する許諾ではありません。本特許実施に必要な IP アドレス DB を製造・販売するには下記登録条件に同意いただく必要が
あります。(注)

登録条件
◆「特許第 3254422 号ライセンス規約（IP アドレス DB 提供事業社様用）」に同意して契約を締結し、１年ごとに登録料を支払うこと。
◆顧客との利用契約は、弊社が支給する契約書フォーマットを使って契約し、貴社および当該商品には本件特許の再実施許諾権がない
ことを説明し、本特許の範囲に含まれる利用が見込まれる場合はライセンス利用契約を弊社と行わなければいけないことを説明するこ
と。
◆貴社顧客と貴社との間で締結した契約書（支給フォーマット）の写しが弊社に送られることを貴社顧客に説明し、契約締結後、契約書
の写しを弊社に速やかに送付すること。
◆別紙「特許第 3254422 号ライセンス規約に基づくサービス提供先報告書 Type－Ｃ」を用いて貴社顧客情報を報告すること。
◆特許第 3254422 号の範囲は、ユーザー端末に接続されたアクセスポイントが当該ユーザー端末に割り当てた IP アドレスとアクセスポイ
ントが属する地域とが対応した IP アドレス対地域データベース（以下「IP アドレス DB」）に照合して、当該ユーザーが所属する地域を判別
し、その判別結果に基づき、当該地域に対応した情報を当該ユーザー端末に送信する行為、およびこれを実施するために必要な IP アド
レス DB を製造・販売・提供すること。IP アドレス DB を購入して第三者にネットワーク等を介して ASP 型サービスを提供する場合も含ま
れる。
◆契約書フォーマットに貴社の判断で新たな情報を書き加えるなどの改竄を禁止する。

登録料
登録料

\10,000（毎年度）

◆登録申請は各年度ごとに行ってください。本特許のサービスマークを提供いたします。サービスマークは貴社パンフレットやウェブサイ
トに掲示してください。また、弊社ホームページ（http://www.ad-area.jp）の許諾先名一覧に掲載し、弊社の許諾を受けたデータベース事
業社の DB として紹介します。
◆上記登録条件を満たせば本特許に基づく IP アドレス DB の製造・販売・提供を許諾します。
◆販売等のため短期間に実験的に顧客に提供する場合は事前にご相談ください。データベース販売のための販促実験と確認できれば
貴社契約の利用顧客のライセンス利用料について配慮します。

登録期間
◆登録の期間は 4 月～翌年 3 月の年間契約で実施します。毎年度の利用開始前の 3 月末までに登録料をお支払いください。

登録料の支払い
◆ライセンス契約は 4 月～翌年 3 月を年度とする 1 年契約です。
◆登録料は、10,000 円。毎年度開始前の 3 月末までにお支払いください。

（注）IP アドレス DB の製造・販売行為は本特許の実施行為ではなく、本特許実施に必要不可欠な製品の提供に該当し、実施許諾とは別
の特許権者の許可が必要です。許可を受けるにあたっては、特許第 3254422 号ライセンス規約（IP アドレス DB 事業社様用）に同意いた
だくことになります。

問い合わせ先／レポート先
株式会社あどえりあ
〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-8 ロイヤルビル１階
TEL：03-5211-7160 FAX：03-3264-2602 E-mail：info@ad-area.jp
※表示価格は消費税別です。消費税を加算してお振り込みください。

特許第 3254422 号ライセンス規約
（IP アドレス DB 提供事業社様用）
株式会社あどえりあ（以下「弊社」という）が独占的実施許諾権を有する日本国特許第 3254422 号（以下「本件特許」）の実施に必要な IP
アドレス DB を製造・販売することへの許諾に関し、次の通りライセンス規約（以下「本規約」）を定める。
許諾の範囲
ユーザー端末に接続されたアクセスポイントが当該ユーザー端末に割り当てた IP アドレスとアクセスポイントが属する地域とが対応した
IP アドレス対地域データベース（以下「IP アドレス DB）に照合して、当該ユーザーが所属する地域を判別し、その判別結果に基づき、当
該地域に対応した情報を当該ユーザー端末に送信する行為において、この行為を実施するために必要な IP アドレス DB を製造・販売・
提供すること。IP アドレス DB を利用した DMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）も本件特許の範囲とする。
ライセンス申請および登録
１．許諾を受けるには、「特許第 3254422 号ライセンス申請書（IP アドレス DB 事業社様用）」で申請をしなければならない。申請に対して
弊社が審査を行い、登録の可否を判断し通知する。申請を承認する事業者には請求書を送付し、入金確認後「特許第 3254422 号ライセ
ンス証書」を発行する。この通知をもって申請事業者を登録事業者とする。
２．登録事業者はあどえりあのサービスマークをウェブサイトや製品パンフレットで使用することができる。また、サービスマークは弊社か
らデータ提供する。
３．弊社は、弊社ホームページ（http://www.ad-area.jp)において、許諾を受けた事業者を登録事業者として表示し、希望に応じて登録事
業者のホームページとのリンクを認める。
４．ライセンスの期間は 1 年間（4 月－翌年 3 月）とし、満了日の 1 か月前までに利用停止の通知がない場合にはさらに 1 年間自動的に
更新される。毎年 3 月末までに必要な登録料を納めなければいけない。
IP アドレス DB の製造・販売許諾
本件特許のライセンス料金表に基づき、別途「特許第 3254422 号ライセンス申請書（IP アドレス DB 提供事業社様用）」による申し込みを
弊社が承諾し、許諾期限の始まる前までに「特許第 3254422 号ライセンス料金表（IP アドレス DB 事業社様用）」で定めるとおりの登録料
を指定する銀行口座に振り込むことを条件として、日本国内において IP アドレス DB の製造・販売を許諾する。
許諾条件
１．支払
（１）登録事業者は、「特許第 3254422 号ライセンス料金表（IP アドレス DB 事業社様用）」に表示するとおり、登録料を毎年 3 月末までに
支払わなければならない。
（２）支払われた登録料は、解約を含むいかなる理由によっても返還されない。
（３）振込手数料は契約者の負担とする。
２．報告の義務
（１）「特許第 3254422 号ライセンス料金表（IP アドレス DB 事業社様用）」に定める顧客情報を報告しなければならない。
(２)サービス提供先情報の開示を求められた場合、提供先企業名・サービス内容を報告しなければならない。
３．再実施許諾の禁止
（１）登録事業者は、第三者に本件特許の実施を許諾することはできない。
（２）弊社から受けた許諾の範囲を越えて特許を使った利便等の提供はできない。
実施許諾の停止
本規約及び別途「特許第 3254422 号ライセンス料金表（IP アドレス DB 事業社様用）」で定める義務が履行されない場合には、弊社は直
ちに IP アドレス DB の製造・販売許諾を停止することができる。停止の告知にもかかわらず IP アドレス DB の製造・販売を続けた場合は
しかるべき対応を行う。
本規約の変更
１．弊社は、弊社の判断により、本規約を任意の理由でいつでも変更することができるものとする。
２．本規約の変更は、弊社ホームページ（http://www.ad-area.jp）上に掲出した時点より効力を生じる。
ライセンス登録料の変更
登録料の設定は 4 月－翌年 3 月を基準とする年度単位で改訂する。登録料の改訂がある場合、新登録料を 12 月までに弊社ホームペー
ジに掲出し、かつ、登録事業者には 12 月中に E メールもしくは郵送で告知し、次年度から適用される。
個人情報の取り扱い
弊社は、登録事業者の個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとする。
準拠法、合意管轄
本規約は日本法に準拠する。本規約に起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として解決される。
2010 年 4 月 1 日制定、 2010 年 12 月 27 日改訂
2011 年 1 月 26 日修正、 2011 年 12 月 22 日改訂
2014 年 4 月 1 日改訂

＜2017 年度版＞

特許第 3254422 号ライセンス申請書
（IP アドレス DB 提供事業社様用）
アクセス･ユーザーの所在情報の判別による広告・コンテンツの最適配信や
特定地域限定の広告・コンテンツ配信を実現する革新的インターネット特許

申請日：

年

月

日

株式会社あどえりあ 行
貴社名：

印

「特許第 3254422 号ライセンス規約（IP アドレス DB 提供事業社様用）」の内容に同意し、
特許ライセンスを申請します。

申請者（会社名）
：

業種：

事業内容：
設立年月日：

資本金：

代表者名：
担当者名：
TEL：

部署：
FAX：

役職：

E-mail：

本社所在地：〒
営業所住所：〒

■利用開始年月日：

振り込み先

年

月

日

みずほ銀行内幸町営業部 当座 5295378
株式会社あどえりあ

・振り込み手数料は貴社でご負担ください。
・料金表にある登録料・利用料などは消費税別で表記しています。消費税を加算してお振り込みください。

株式会社あどえりあ
〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-8 ロイヤルビル１階
TEL：03-5211-7160 FAX：03-3264-2602 E-mail：info@ad-area.jp

