(日本語版は英語版の後に記載)

TERMS AND CONDITIONS
Last updated on April 5, 2021
Your membership and participation in NineSigma OI Council (formerly named as NineSigma Professional Advisers) is
subject to the following terms and conditions (these “Terms and Conditions”). As used herein, the terms “we”, “us” and
“NineSigma” mean NineSigma Asia Pacific Inc., the sole owner and operator of NineSigma OI Council. By signing
(including electromagnetic means) this document, you agree to be bound by these Terms and Conditions, as amended
by us from time to time in our sole discretion. NineSigma may amend these Terms and Conditions without making
separate agreements with you and deem that you have agreed to the modified Terms and Conditions in the following
cases; (1) if the amendment to these Terms and Conditions conforms to the general interest of the counterparties, or
(2) if the amendment to these Terms and Conditions does not run afoul of the purpose of the contract, and it is
reasonable in light of the circumstances concerning the amendment such as the necessity of the amendment, the
appropriateness of the details of the amended terms and conditions, and the details of such provisions. NineSigma
shall upload the amendment of these Terms and Conditions to our website at least 2 weeks prior to the effective date
of such amendment. You will be deemed to have agreed to the amended Terms and Conditions if you participate any
Project after the effective date of the amendment. If you do not agree to any amendment(s), your only recourse will be
to terminate your participation as an Advisor in NineSigma OI Council. It is your responsibility to carefully read these
Terms and Conditions, and routinely access our website to determine if there have been modifications to them. This is
a legally binding agreement. Any breach by you of these Terms and Conditions may result, among other things, in
immediate termination of your membership and participation in NineSigma OI Council.
AS OF SEPTEMBER 24, 2020, NINESIGMA HOLDINGS, INC. TRANSFERRED NINESIGMA OI COUNCIL BUSINESS TO
NINESIGMA ASIA PACIFIC INC (A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NINESIGMA HOLDINGS, INC), ALL OF RIGHTS
AND OBLIGATIONS UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS BETWEEN NINESIGMA HOLDINGS, INC AND EXISTING
ADVISOR(S) HAVE BEEN TRANSFERRED TO NINESIGMA ASIA PACIFIC INC, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS IN JAPAN. IT
IS DUE TO THE ORGANIZATIONAL CHANGE WITHIN NINESIGMA GROUP. BY SIGNING (INCLUDING
ELECTROMAGNETIC MEANS) THIS DOCUMENT, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO THE ABOVE TRANSFER WITHOUT
ANY OBJECTION.
Overview
NineSigma OI Council is a network of practitioners, professionals and academics in various industries that provide
survey services and/or consulting services to clients (each, a “Client”) of NineSigma Asia Pacific Inc. and its’ group
companies (including but not limited to NineSigma Holdings, Inc., NineSigma Europe BV and NineSigma North
America, Inc.) (collectively, “NineSigma Group”). NineSigma Group’s Clients are corporations who perform research.
Based on Clients’ needs, we will contact appropriate members in NineSigma OI Council (each, an “Advisor”) to ascertain
whether they are available for a consulting project (“Project”), such as online survey or discussion. An Advisor’s
participation in any Project with any Client is at the Advisor’s sole discretion. Advisors are never obligated to accept or
continue any Project and may decline to participate or continue to participate in any Project at any time. Please note
that you provide services to NineSigma, not to the Client(s), in NineSigma OI Council and/or any Project under these
Terms and Conditions, and that your participation in any Project will not create or constitute any contractual
relationship between you and the Client(s)
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Conditions of Membership in NineSigma OI Council and Participation in Projects
You may become an Advisor and participate in any particular Project if, and only if, all of the following compliance
conditions are satisfied:
Your membership and participation would not present any conflict of interest or perceived conflict of interest.
Your membership and participation would not cause you to breach any agreement with or other legal obligation to any
person or entity (including, but not limited to, your employer, your previous employers or any person or entity to
which, or through which, you provide or have provided consulting services).
Your membership and participation would not cause you to violate any duty or obligation of any kind to, or policy or
code of conduct of, any person or entity (including, but not limited to, your employer, your previous employers or any
company to which, or through which, you provide or have provided consulting services).
Your membership and participation would not result in the disclosure of any confidential or proprietary information
(including trade secrets) not owned exclusively by you.
Your membership and participation would not result in any communication or disclosure to any third party of any
material non-public information concerning any public company or security.
Your membership and participation would not violate any law, rule or regulation.
Your membership and participation would not damage your health, and your service provision would not result in
excessive total working hours (including work in a company for which you are a current employee, director, trustee,
officer, or board member or for which you hold a similar position).
YOU MUST DECLINE OR DISCONTINUE PARTICIPATION IN ANY PROJECT THAT WOULD RESULT IN A VIOLATION OF
ANY OF THE CONDITIONS ABOVE.
You are solely responsible for determining whether you are permitted to join NineSigma OI Council and to participate
in Projects. Before applying to join NineSigma OI Council, you must review any and all legal agreements that could
restrict your ability to participate, including, without limitation, employment agreements, consulting agreements, nondisclosure agreements, employee handbooks, codes of ethics and similar employment policies. You should also
consider whether you should obtain consents or waivers from your employer, Clients or any other third parties (if
applicable, in each instance) to ensure that you are permitted to act as an Advisor.
Your Company
You agree not to provide services relating to a company for which you are an employee, director, trustee, officer, or
board member (or for which you hold a similar position) (hereinafter referred to as “Your Company”), unless you can
reasonably determine that your service provision relating to Your Company does not harm Your Company and violate
any law, rule, internal rule or regulation. You further agree that if you were previously employed in the finance or
accounting department of a company, you will not provide services relating to that company until six months (or
longer if required by applicable laws) after termination of your employment. If a public company of which you are an
director, trustee, officer, board member or employee (or for which you hold a similar position) is the target or bidder in
a tender offer or similar transactions, or has filed to issue an IPO, you must decline all Projects until the transaction is
resolved or the IPO is issued.
If the Client wishes to contact Your Company or otherwise wishes to be connected with a third party, you may not
arrange any meeting or communication with, or otherwise allow the Client contact, Your Company or such third party
unless all of you, Your Company NineSigma agree to it. NineSigma may set up a project in which Your Company (or
such third party), the Client and NineSigma participate, at NineSigma's discretion. It cannot be set by anyone other
than NineSigma.
Government Employees
If you are a government employee in a government or jurisdiction that forbids government employees from
participating in outside consulting projects, you may not be an Advisor of NineSigma OI Council or participate in any
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Project. Otherwise, if you are a government employee, you agree not to provide services about matters presently
regulated by the agency or department in which you are employed. Furthermore, you agree not to provide services
about any legislation, regulation, or policy that you are in a position to vote upon or otherwise influence, and you
agree not to give or receive any item of value from or to another person or entity for the purpose of seeking influence
or for any other improper purpose.
Investment and Professional Advice
You represent that you are not registered as an investment adviser in any jurisdictions and that you are joining
NineSigma OI Counscil in your individual capacity and not as an agent or representative of any entity or individual
(including, without limitation, any investment advisor). You agree not to provide any investment advice or related
services including, without limitation, advice concerning the value of any securities or the advisability of buying, selling
or otherwise investing in any securities.
Healthcare Professionals
If you are a healthcare professional, you agree not to disclose any patient or other information prohibited to be
disclosed under relevant laws, rules or regulations, or to dispense any medical advice at any time during the course of
your service as an Advisor. You shall promptly notify us if, in your reasonable opinion, a Client is seeking to speak to
you for any purpose other than to conduct research (e.g., attempting to market products or services to you).
Furthermore, you represent to NineSigma. that you are duly licensed in any jurisdictions in which you are currently
practicing, and that you are not listed on the List of Excluded Individuals/Entities issued by the Office of the Inspector
General of the U.S. Department of Health and Human Services and/or the Debarment List of the U.S. Food and Drug
Administration. You agree that you will promptly notify NineSigma in the event that any of the representations in this
paragraph cease to be true.
Clinical Trials and Consulting
If you have participated in a clinical trial or provided clinical related services to a person or entity through a Project, you
may have duties or obligations to treat certain related information as confidential under relevant laws, rules or
regulations. You must satisfy those duties and obligations and any other policies and requirements of such person or
entity, your institution(s) and trial sponsors. Under no circumstances may you ever disclose or discuss any confidential
information learned in the course of your consulting or clinical trial participation, including patient experience
information and trial results, until such information has been made public. If you are a Data Safety Monitoring Board
or Clinical Trial Steering Committee member on an ongoing clinical trial, you may not discuss the ongoing trial phase
until it is completed and the results are made public.
Attorneys and Auditors
If you are an attorney, you agree not to provide services about any clients you currently represent or to disclose any
information or opinions that would breach any legal or ethical duty you or your firm owes to past or present clients. If
you are currently an auditor or formerly an auditor, you agree not to provide services about companies or other
organizations that you currently audit or have audited within the last three years (or longer if required by applicable
laws). If you are an attorney or an auditor in current practice, you represent that you are duly licensed to practice in
the jurisdictions in which you currently practice, and that you are in good standing as a member of the Bar or other
similar professional board to which you are subject. You agree not to provide any legal or professional services to a
Client during a Project for that Client.
Legal Privilege
In the event that a Client initiates a Project involving its legal counsel, it is possible that the Client may wish to assert a
claim of legal privilege concerning the Project. Under these circumstances, Client’s legal counsel may ask you to enter
into a separate written engagement agreement with them for your services (an "Engagement Agreement"). Any such
request may only come through NineSigma and you may only choose to accept following NineSigma’s prior written
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approval in its sole discretion. Such Engagement Agreement shall not modify your obligations to NineSigma or third
parties, under these Terms and Conditions or otherwise.
False or Misleading Information
You agree never to disseminate false or misleading information or inaccurately represent your experience, education,
employment or knowledge to us or any Clients.
Prior Misconduct
You represent that you have not been convicted of or charged with any felony. You represent that you are not, and
have not been, the target or subject of any regulatory or enforcement proceeding brought by any securities,
commodities or other financial regulatory authority, self-regulatory organization or other law enforcement body.
Should your status change with respect to any of these representations, you shall immediately inform NineSigma.
Accuracy of Information
You are solely responsible for the accuracy and completeness of information that you provide to NineSigma (your
“Advisor Information”) and you understand that NineSigma, Clients and third parties may and will rely on your Advisor
Information. You agree to provide us with accurate and up-to-date biographical information on your application and
in connection with any further queries, including, without limitation, your current and former employment, and any
conflicts or restrictions on your ability to consult. Based on further information from you or other sources, we may
amend your Advisor Information and you acknowledge that you are under a continuing obligation to monitor the
accuracy of your Advisor Information and to update changes promptly.
Privacy
You agree that NineSigma OI Council may collect, synthesize and retain information about you, from sources including,
without limitation, yourself, your activities through NineSigma OI Council and third-party sources (hereafter, “Personal
Information”). NineSigma will protect Personal Information in accordance with NineSigma’s Privacy Policy
(https://www.ninesigma.com/privacy-policy), which is incorporated by reference. If your membership in NineSigma OI
Council ends, you agree that NineSigma may preserve Personal Information, provided that NineSigma accords such
Personal Information the protections set forth in its then-current Terms and Conditions and Privacy Policy. You agree
that NineSigma may use and share Personal Information to, without limitation, contact you concerning your
participation in NineSigma OI Council, to manage your membership in the NineSigma OI Council, to administer
compliance policies and procedures, including obtaining required approvals and consents for Project participation, to
market NineSigma’s services, and to comply with applicable laws and requests from government authorities. You agree
that we may also utilize Personal Information to manage, improve and promote its business. As part of its compliance
screening, NineSigma reserves the right to conduct background checks on you, by itself or utilizing third-party services,
and to confirm your professional and educational history. You agree that we may disclose Personal Information as
required by law, to protect NineSigma’s rights, or for the prevention, detection or disclosure of a crime. You also
recognize that Clients may be required by law or their compliance policies to disclose Personal Information about their
Projects with you and you authorize NineSigma Group and its Clients to make such disclosures. NineSigma will not sell
Personal Information to third-party marketers or similar organizations, or disclose the Personal Information publicly,
unless you provide consent or we determine that it is appropriate in response to a law, regulation, rule, government
request or legal process.
Application of the Terms and Conditions
By becoming an Advisor, you represent and warrant to us that you are in compliance with each of the conditions,
agreements, acknowledgments, representations, covenants, warranties and other obligations included in these Terms
and Conditions. As an Advisor, you will be expected to provide information during any Project in good faith, to the best
of your ability and at all times consistent with these Terms and Conditions. You understand and acknowledge that each
NineSigma employee, and its affiliate is an intended third-party beneficiary of these Terms and Conditions and shall
therefore have the right to enforce your compliance with them.You must decline to participate in, or to continue your
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participation in, any Project or other activity that would cause you to violate these Terms and Conditions and
immediately inform us of the reason. You are solely responsible for ensuring your continued compliance with the
Terms and Conditions. You agree to cooperate fully in any inquiry concerning actual, alleged, or potential violations of
these Terms and Conditions.
Confidentiality
You shall keep and maintain as strictly confidential, and agree not to communicate, reveal or disclose, all “Confidential
Information” of NineSigma, NineSigma OI Council or its Clients, without NineSigma’s express written permission (which
it may withhold in its sole discretion). “Confidential Information” includes any and all nonpublic information, in any
form or medium, written, oral or otherwise, concerning or relating to NineSigma, NineSigma OI Council, any of its
affiliates or any Client, including, but not limited to, the names of any Clients and Clients’ employees, questions posed
by any Client and the topics discussed, information or materials shared, opinions expressed or work commissioned by
NineSigma or any Client. In the event that you are required to disclose Confidential Information under applicable law,
you agree to promptly notify NineSigma and to fully cooperate with NineSigma in exercising any right or exemption
available to prevent the disclosure of Confidential Information to the extent permitted under applicable law. You shall
not use Confidential Information for any purpose other than those specifically permitted by these Terms and
Conditions. Without limiting the foregoing, you shall not use Confidential Information for personal benefit (including
for the purpose of making investment or trading decisions). The duty to maintain confidentiality hereunder shall
survive until the Confidential Information becomes generally known to and available for use by the public other than as
a result of a disclosure by you or any other person under legal obligation not to disclose the information.
Projects
You shall not directly accept projects with, or otherwise provide any services to, a Client of NineSigma unless explicitly
approved by NineSigma. If a Client requests additional work or Projects, you must receive explicit approval from us
before commencing work. If you are invited by NineSigma to perform a Project for a Client, you should either accept or
decline the invitation within 24 hours of issuance. Accepted Projects should be scheduled within five business days of
the invitation. You should perform no more than 15 minutes of preparatory work for a Project without explicit
approval from us. We make no representation regarding the frequency or quantity of Project requests that you will
receive. We expect you to perform all Projects in a timely, diligent and professional manner consistent with highest
industry practice.
Payment
You will be paid rewards (in the form of virtual gift cards or other, subject to change at our sole discretion) for your
service provided to each Project by the amount agreed between you and us or the amount that was offered by us in
advance and deemed to be accepted by the provision of the service to each Project by you.
Independent Contractor Status
It is understood and agreed that any services performed by you under these Terms and Conditions shall be performed
as an independent contractor and consultant, and you further understand and acknowledge that you have no authority
to act or speak on NineSigma’s behalf or to represent that you have any such authority. You shall not be deemed to be
an employee of NineSigma or any of its Clients and you shall not be entitled to any benefits provided by either
NineSigma or any of its Clients. You agree that you shall be personally responsible and liable for any and all taxes and
other payments due on payments received by you for services provided under these Terms and Conditions. Nothing in
these Terms and Conditions shall create a partnership or joint venture or establish the relationship of principal and
agent or any other relationship of a similar nature between you, NineSigma or its Clients.
Termination
You may terminate your membership in NineSigma OI Council at any time by providing us with written notice.
Likewise, NineSigma may terminate your membership in NineSigma OI Council at any time and for any reason without
providing notice. Termination shall not relieve either party of its obligations under these Terms and Conditions
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intended to survive termination, which include, but are not limited to: Privacy, Application of the Terms and Conditions,
Confidentiality, Non-Solicitation, Intellectual Property, Indemnification, Limitation of Liability, Arbitration, Governing
Law and Venue and Miscellaneous.
Non-Solicitation
You agree that for a period of one year from the completion of any Project with a Client to whom you have been first
introduced by us, you will not circumvent NineSigma by knowingly soliciting, negotiating with, or entering into any
agreement or other arrangement (whether written or oral) with a Client first introduced to you by us pursuant to which
you would be engaged by such Client to provide services of a similar nature to the services Advisors provide to
NineSigma without our prior written consent. You also agree that, for a period of one year after the termination of your
relationship with us for any reason whatsoever, you will not, directly or indirectly, solicit for employment, employ or
hire any employee of NineSigma Parties or of any Clients to whom you have been first introduced by us.
Intellectual Property
You are solely responsible for the content that you share or create in connection with your performance of services
hereunder. You represent that you own or have obtained any necessary licenses or permissions for any materials,
regardless of form or format (hereafter, “IP”), that you provide to NineSigma in connection with your performance of
such services. IP that you create in connection with any Project shall be solely owned by NineSigma and NineSigma
may use such IP for any purpose permitted under applicable law. Any inventions, discoveries or improvements that are
based in any way on any IP you create for NineSigma in the course of a Project, and all intellectual property rights in
such inventions, discoveries or improvements, shall likewise be owned solely and entirely by NineSigma. Any IP that
you created prior to, or independently of, any Project (hereafter, “Advisor IP”) remains your property. However, with
respect to any Advisor IP that you share or otherwise provide to NineSigma in connection with a Project, you shall
automatically grant NineSigma a perpetual, world-wide, royalty-free, and transferable license to use such Advisor IP.
Furthermore, and without limiting the foregoing, you agree that NineSigma is free to use any ideas, concepts, knowhow, or techniques contained in any IP you share with or otherwise provide to NineSigma for any purpose whatsoever,
including, but not limited to, devising, manufacturing, promoting and selling products and services using such
information.
Indemnification
You agree to indemnify and hold harmless NineSigma and its affiliates, and their respective officers, directors,
employees, members, managing members, managers, agents, representatives, successors and assigns (collectively, the
“NineSigma Parties”) from any and all actions, causes of action, claims, charges, demands, cost, expenses and damages
(including attorneys’ fees and expenses) and liabilities of any kind whatsoever directly or indirectly resulting from,
arising out of or in connection with your breach or violation of any and all provisions of these Terms and Conditions.
Limitation of Liability
YOU AGREE THAT UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL NINESIGMA PARTIES BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER
PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES ARISING FROM OR
RELATING TO YOUR SERVICES AND OTHER CONDUCT AS AN ADVISOR, OR YOUR INTERACTIONS OTHERWISE WITH
NINESIGMA PARTIES OR CLIENTS. NINESIGMA PARTIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS AGAINST YOU BY
THIRD PARTIES. IN NO EVENT SHALL THE MAXIMUM CUMULATIVE LIABILITY OF NINESIGMA PARTIES ARISING FROM
OR RELATED TO ANY CONDUCT IN CONNECTION WITH THESE TERMS AND CONDITIONS EXCEED THE FEES PAID BY
NINESIGMA TO YOU HEREUNDER FOR THE RELEVANT CONSULTATION OR SURVEY IN THE MONTH SUCH LIABILITY
IS ALLEGED TO HAVE ARISEN.
NineSigma agrees not to seek to impose upon you liability for indirect, incidental, consequential, exemplary or punitive
damages based on your performance of services under these Terms and Conditions, so long as such damages do not
arise out of or relate to a failure by you to comply with these Terms and Conditions, or conduct that constitutes gross
negligence or intentional misconduct. Collectively, the terms in this paragraph constitute the “Limitation of Liability.”
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Arbitration, Governing Law and Venue
The validity, interpretation, performance and enforcement of these Terms and Conditions shall be governed by the
laws of Japan without regard to the conflicts of laws principles thereof. ANY DISPUTE, CONTROVERSY OR CLAIM
ARISING FROM OR RELATING TO THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE FULLY AND EXCLUSIVELY FINALLY
SETTLED BY AN ARBITRATION HELD IN TOKYO UNDER THE RULES OF THE JAPAN COMMERCIAL ARBITRATION
ASSOCIATION IN EFFECT FROM TIME TO TIME. YOU HEREBY IRREVOCABLY AND UNCONDITIONALLY WAIVE ANY
RIGHTS YOU MAY HAVE TO A TRIAL BY JURY WITH RESPECT TO ANY SUCH DISPUTE, CONTROVERSY OR CLAIM
RELATING TO THIS AGREEMENT. The arbitrator may grant any remedy that he or she deems just and equitable within
the scope of this arbitration agreement, except that he or she may not, under any circumstance, grant a remedy
inconsistent with or in violation of the Limitation of Liability. The award of the arbitrator shall be final and binding and
judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction.
Miscellaneous
No failure or delay by either party in exercising any right, power or privilege hereunder shall operate as a waiver
thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or further exercise thereof or the exercise of
any right, power or privilege hereunder.
Neither these Terms and Conditions nor any of the rights, interests or obligations hereunder may be assigned,
delegated or otherwise transferred, in whole or in part, by operation of law or otherwise, by you without our prior
written consent (which consent we may withhold in our sole discretion), and any such assignment, delegation or
transfer by you without such prior written consent shall be null and void and of no force or effect whatsoever.
NineSigma may from time to time assign, transfer or novate all of rights, interests or obligations under these Terms
and Conditions, and by acceptance of these Terms and Conditions (including by way of electromagnetic means) you
agree such assignment, transfer or novation in advance without any objection.
These Terms and Conditions shall be binding upon and inure solely to the benefit of you and NineSigma and the
successors and assigns. As used in these Terms and Conditions, the word “including” shall mean “including, without
limitation,” in all cases. Whenever possible, each provision of these Terms and Conditions shall be interpreted in such
manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of these Terms and Conditions is held to
be invalid, illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect any other
provision of these Terms and Conditions, and these Terms and Conditions shall be reformed, construed and enforced
as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein.
These Terms and Conditions shall be written in English and Japanese. Both languages shall be equally effective. In case
of any discrepancies between the two languages, the English version shall prevail.

利用規約

最終更新日 2021 年 4 月 5 日

ナインシグマ OI Council（旧 NineSigma プロフェッショナルアドバイザーという）の会員資格と参加には、以下の利
用規約（以下「本利用規約」という）が適用されます。本利用規約に署名（電磁的手段を含む）することにより、貴
方は当社の裁量により随時変更される本利用規約に拘束されることに同意するものとします。ナインシグマは、貴方
と個別に合意することなく、以下の場合に変更された利用規約に同意したものとみなします。(1)本利用規約の変更が
相手方の一般的な利益に適合している場合、または(2)本利用規約の変更が契約の目的に反しない場合でかつ、変更の
必要性、変更条件の詳細の適切性、および当該規定の詳細等の状況に照らして合理的である場合。ナインシグマは、
本規約の変更を、変更日の少なくとも 2 週間前までに当社のウェブサイトにアップするものとします。 貴方が、変更
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日以降にプロジェクトに参加する場合、変更された利用規約に同意したものとみなされます。貴方がいかなる変更に
も同意しない場合、貴方は、ナインシグマ OI Council のアドバイザーとしての参加を終了します。 本利用規約を注意
深く読み、ウェブサイトに定期的にアクセスして変更があったかどうかを確認するのは、貴方の責任となります。こ
れは法的拘束力のある契約です。貴方による本利用規約違反は、貴方の会員資格およびナインシグマ OI Council への
参加の即時終了につながる可能性があります。

2020 年 9 月 24 日付けで、ナインシグマ・ホールディングス株式会社はナインシグマ OI Council 事業をナインシグマ・
アジアパシフィック株式会社（ナインシグマ・ホールディングス株式会社の 100%子会社）に譲渡し、ナインシグマ
・ホールディングス株式会社と既存のアドバイザーとの間の利用規約に基づくすべての権利と義務が、日本の法律に
従い、ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社に移管されました。これは、ナインシグマグループ内の組織変更
によるものです。本利用規約に署名（電磁的手段を含む）することにより、貴方は上記の譲渡に異議を唱えることな
く同意したものとみなされます。

概要
ナインシグマ OI Council は、ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社およびそのグループ会社（ナインシグマ・
ホールディングス株式会社、NineSigma Europe BV 及び NineSigma North America, Inc.を含むがこれに限定されない。以
下総称し「ナインシグマグループ」という）のお客様（以下「クライアント」という）に調査サービスおよび/または
コンサルティングサービスを提供する、さまざまな業界の実務家、専門家、および学者のネットワークとなります。
ナインシグマグループのクライアントは、研究を行う企業です。クライアントのニーズに基づいて、ナインシグマ OI
Council の適切なメンバー（以下「アドバイザー」という）に連絡し、オンライン調査やディスカッションなどのコン
サルティングプロジェクト（以下「プロジェクト」という）に参加できるかどうかを確認します。クライアントとの
プロジェクトへのアドバイザーの参加は、アドバイザー独自の裁量で行います。アドバイザーは、プロジェクトの受
け入れまたは継続の義務を負わず、いつでもプロジェクト参加を拒否または継続することができます。貴方はナイン
シグマ OI Council および/または本利用規約に基づくプロジェクトにおいて、クライアントではなくナインシグマにサ
ービスを提供し、プロジェクトへの参加は貴方とクライアントとの間の契約上の関係を構成するものではないことに
注意してください。

ナインシグマ OI Council の会員とプロジェクトへの参加の条件
貴方は以下のコンプライアンス条件がすべて満たされている場合に限り、アドバイザーとなり、特定のプロジェクト
に参加することができます。
貴方の会員資格および参加は、利益相反を提起或いは認識するものではありません。
貴方の会員資格および参加は、貴方が個人または団体（雇用主、以前の雇用主、または貴方がコンサルティングサー
ビスを提供するまたは提供した個人または団体を含むがこれらに限定されない）との契約またはその他の法的義務に
違反する原因とはなりません。
貴方の会員資格および参加は、個人または団体（雇用主、以前の雇用主、または貴方がコンサルティングサービスを
提供するまたは提供した企業を含むがこれらに限定されない）に対するいかなる種類の義務、ポリシーまたは行動規
範にも違反しません。
貴方の会員資格および参加により、お客様が独占的に所有しているわけではない機密情報や専有情報（営業秘密を含
む）が開示されることはありません。
貴方の会員資格および参加により、公開会社または有価証券に関する重要な非公開情報が第三者へ公開・開示される
ことはありません。
貴方の会員資格および参加は、法律、規則、または規制に違反しません。
貴方のサービス提供が、貴方の健康を損なうことはなく、過度な総労働時間（従業員、取締役、理事、執行役員、ボ
ードメンバーもしくは同様の地位での勤務を含む）の発生をもたらすものではありません。
貴方は上記の条件のいずれかに違反するプロジェクトへの参加を拒否または中止する必要があります。

ナインシグマ OI Council に参加し、プロジェクトに参加することが許可されているかどうかを判断する責任は、貴方
自身が負います。貴方はナインシグマ OI Council への参加を申請する前に、雇用契約、コンサルティング契約、秘密
保持契約、就業規則、倫理規定、および同様の雇用方針を含む、参加能力を制限する可能性のあるすべての法的契約
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を確認する必要があります。 また、アドバイザーとして行動が許可されていることを確認するために、雇用主、クラ
イアント、またはその他の第三者（該当する場合は、それぞれにおいて）から同意または免除を受けるべきかどうか
も検討する必要があります。

貴方の勤務先について
貴方は、貴方の勤務先（後で定義する）に関連するサービス提供が貴方の勤務先に損害を与えず法律、規則、社内規
程または規制に違反していないと合理的に判断できない限り、貴方が従業員、取締役、理事、執行役員、ボードメン
バー（または同様の役職）である会社（以下、「貴方の勤務先」という）に関連するサービスを提供しないことに同
意するものとします。さらに、貴方が会社の財務部門または経理部門に雇用されていた場合、雇用終了後 6 ヶ月（ま
たは適用法令でそれ以上の期間を義務付けられている場合は当該期間）まで、その会社に関するサービスを提供しな
いことに同意するものとします。貴方が取締役、理事、執行役員、ボードメンバーまたは従業員（または同様の役職
）にある公開会社が、株式公開買付けまたは同様の取引の対象または入札者である場合、または IPO を申請した場合
、かかる取引が解決されるか、IPO 手続きが終了するまで、すべてのプロジェクトを辞退する必要があります。
クライアントが貴方の勤務先と接触を希望する場合または第三者との接触を希望する場合であっても、貴方は、貴方
と貴方の勤務先とナインシグマの全員が同意しない限り、クライアントと貴方の勤務先又は当該第三者とのミーティ
ングや連絡の設定を行ったり許可してはいけません。 ナインシグマは、ナインシグマの裁量により、貴方の勤務先 （
または当該第三者）とクライアントとナインシグマが参加するプロジェクトを設定することができます。これはナイ
ンシグマ以外の者による設定はできません。

政府職員（公務員）
貴方が外部のコンサルティングプロジェクトに参加することを禁じている政府または管轄区域の政府職員（公務員）
である場合、貴方はナインシグマ OI Council のアドバイザーとなれず、またいかなるプロジェクトにも参加すること
はできません。それ以外の場合は、貴方が政府職員（公務員）であれば、貴方が雇用されている機関または部門によ
って現に規制されている事項に関するサービスを提供しないことに同意するものとします。 さらに、貴方は、投票ま
たはその他の方法で影響を与える立場にある法律、規制、またはポリシーに関するサービスを提供しないことに同意
し、影響力を求めるまたはその他の不適切な目的のために他人または団体との間で価値あるアイテムの授受を行わな
いことに同意するものとします。

投資と専門的アドバイス
貴方は、いかなる管轄区域でも投資助言業者として登録されておらず、ナインシグマ OI Council に個人の立場で参加
し、いかなる団体または個人（投資助言業者を含むがこれに限定されない）の代理人または代表者として参加してい
ないことを表明します。貴方は、有価証券の価値に関するアドバイス、有価証券の売買、またはその他の投資推奨に
関するアドバイスを含む投資アドバイスまたは関連サービスを提供しないことに同意するものとします。

医療専門家
貴方が医療専門家の場合、関連する法律、規則、または規制の下で開示されることを禁止されている患者またはその
他の情報を開示しないこと、またアドバイザーとしてのサービスの過程でいかなる時でも医療アドバイスを提供しな
いことに同意するものとします。クライアントが調査を行う以外の目的で貴方に話しかけようとしている（例えば、
貴方に製品やサービスを販売しようとしている）と貴方が合理的に判断する場合、貴方は速やかにナインシグマに通
知するものとします。さらに、貴方はナインシグマに対して、貴方が現在、仕事をしている管轄区域で正式にライセ
ンスを取得していること、および、貴方は米国保健福祉省監察官室の発行する除外リスト（個人/団体）および/または
米国食品医薬品局の禁止リストに掲載されていないことを表明します。貴方は、本項の表明事項のいずれかが真実で
なくなった場合、速やかにナインシグマに通知することに同意します。

臨床試験とコンサルティング
貴方がプロジェクトを通じて臨床試験に参加した場合、または個人・団体に臨床関連サービスを提供した場合、関連
する法律、規則または規制に基づき、特定の関連情報を機密情報として扱う義務を負う場合があります。貴方は、こ
れらの義務、ならびにそのような個人・団体、貴方の勤務する機関およびスポンサーのいかなるポリシーや要件を満
たさなければなりません。貴方はいかなる状況下でも、患者体験情報や試験結果など、コンサルティングや臨床試験
への参加の過程で得られた機密情報を開示または議論することは、そのような情報が公表されるまで一切行うことが
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できません。 貴方が進行中の臨床試験のデータ安全監視委員会または臨床試験運営委員会のメンバーである場合、進
行中の試験フェーズが完了し、結果が公表されるまで、進行中の試験フェーズについて話し合うことはできません。

弁護士・監査人
貴方が弁護士である場合、現在貴方が代理する顧客に関するサービスを提供しないこと、また、過去もしくは現在の
顧客に対して貴方または貴方の事務所が負っている法的または倫理的義務に違反する情報や意見を開示しないことに
同意するものとします。貴方が現在監査人または以前監査人であった場合、現在監査しているまたは過去 3 年間（適
用法でそれ以上の期間を要求される場合はそれ以上の期間）に監査した会社その他の組織に関するサービスを提供し
ないことに同意するものとします。貴方が現在の業務で弁護士または監査人である場合、現在の業務を行っている管
轄区域で正当な資格を有しており、弁護士会や相当する組織の有効なメンバーであることを表明します。貴方はプロ
ジェクトにおいて、クライアントに法的または専門的なサービスを提供しないことに同意するものとします。

法的特権
クライアントが法律顧問を含むプロジェクトを開始した場合、クライアントはプロジェクトに関する法的特権を主張
する可能性があります。このような状況下で、法律顧問が、貴方のサービスについて別途書面による契約を締結する
よう依頼する場合があります。そのような要求はナインシグマを通してのみなされ、ナインシグマの裁量で事前の書
面承諾ある場合のみ、貴方は当該要求の受け容れを選択することができます。このような契約により、本利用規約ま
たはその他に基づく、貴方のナインシグマまたは第三者に対する義務が変更されることはありません。

虚偽または誤解を招く情報
貴方は、虚偽または誤解を招く情報を広めたり、貴方の経験、教育、雇用、知識をナインシグマまたはいかなるクラ
イアントに対しても、不正確に表現したりしないことに同意するものとします。

過去の不正行為
貴方は、重罪で有罪判決を受けたり起訴されたりしていないことを表明するものとします。貴方は、証券、商品、そ
の他の金融規制当局、自主規制機関、またはその他の法執行機関によって提起された規制または執行手続の対象では
ないこと、またはこれまでになかったことを表明するものとします。これらの表明に関して貴方の状況が変わった場
合には、直ちにナインシグマに通知しなければなりません。

情報の正確性
貴方は、ナインシグマに提供する情報（貴方の「アドバイザー情報」）の正確性と完全性に対して単独で責任を負い
、ナインシグマ、クライアントおよび第三者が貴方のアドバイザー情報に依存する可能性があることを理解するもの
とします。貴方は、貴方の登録申請においておよびその後の追加質問において、正確かつ最新の経歴情報（現在およ
び過去の雇用、およびアドバイザーとしての能力に関する利益相反性または制限を含むがこれらに制限されない）を
提供することに同意するものとします。貴方または他の情報源からの追加情報に基づき、ナインシグマは、貴方のア
ドバイザー情報を修正することがあり、また貴方は自身のアドバイザー情報の正確性を監視し、速やかに情報更新す
る義務があることを認めるものとします。

プライバシー
貴方は、ナインシグマ OI Council が、ナインシグマ OI Council および第三者の情報源を通じた貴方のアクティビティ
を含むがこれに限定されない貴方に関する情報（以下「個人情報」という）を収集、合成、保持する場合があること
に同意するものとします。ナインシグマは、ナインシグマのプライバシーポリシー(https://www.ninesigma.com/privacypolicy)に従って個人情報を保護します。貴方のナインシグマ OI Council の会員資格が終了した場合、ナインシグマが
その時点で最新の利用規約およびプライバシーポリシーに定めた保護を当該個人情報に適用することで、ナインシグ
マが当該個人情報を保持することに同意するものとします。貴方は、ナインシグマ OI Council への参加に関する連絡
、ナインシグマ OI Council の会員資格管理、プロジェクト参加に必要な承認と同意の取得を含むコンプライアンスポ
リシーと手順の管理、ナインシグマのサービスのマーケティング、および、適用法令や政府当局からの要請の遵守を
含みますが、これらに限定されない限りにおいて、ナインシグマが個人情報を使用して共有することに同意するもの
とします。貴方は、ナインシグマが個人情報を利用して当該事業を管理、改善、促進することに同意するものとしま
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す。コンプライアンス審査の一環として、ナインシグマは、単独または第三者サービスを利用して、貴方のバックグ
ラウンドチェックを実施し、貴方の専門的経歴および学歴を確認する権利を留保します。貴方は、ナインシグマがそ
の権利保護のため、犯罪の防止、検出等のために法令に基づいて開示を要求された場合、個人情報を開示することに
同意するものとします。また、貴方は、プロジェクトに関する個人情報の開示が法律またはコンプライアンスポリシ
ーによって義務付けられている可能性があることを認識し、ナインシグマグループとそのクライアントに開示するこ
とを承認するものとします。ナインシグマは、お客様の同意があるか、法律、規制、規則、政府の要請または法的手
続きに応じて適切であると判断しない限り、個人情報を第三者または類似の組織に提供したり、個人情報を公開した
りすることはありません。

本利用規約の適用
アドバイザーになることにより、貴方は、本利用規約に含まれる各条件、合意、承認、表明、規約、保証、その他の
義務のそれぞれを遵守していることを表明し、保証するものとします。アドバイザーとして、プロジェクトの期間に
おいては、誠実に、貴方の能力を最大限に、常に本利用規約に従って情報を提供することが期待されます。貴方は、
ナインシグマの各従業員 とその 関連会社が、本利用規約で意図された第三者受益者であり、したがって、本利用規約
の遵守を強制する権利を有することを理解し、認めるものとします。貴方は、本利用規約に違反するプロジェクトま
たはその他の活動に参加したり、参加継続を拒否する場合には、その理由を直ちにナインシグマに通知する必要があ
ります。貴方は、本利用規約への継続的な遵守を保証する責任を負います。貴方は、本利用規約の実際の違反、申し
立てられた違反、または違反の可能性に関する問い合わせに全面的に協力することに同意するものとします。

守秘義務
貴方は、ナインシグマの書面による明示的な許可（ナインシグマが独自の裁量で差し控える可能性があります）なし
に、黙秘的に維持し、ナインシグマ、ナインシグマ OI Council またはその顧客のすべての「機密情報」を厳重に機密
として保持し、伝達、開示しないことに同意するものとします。「機密情報」には、ナインシグマ、ナインシグマ OI
Council、関連会社またはクライアントに関する、または関連する、書面、口頭、またはその他の形式または媒体を問
わず、クライアントの名称およびクライアントの従業員の提起された質問および議論されたトピックス、共有された
情報または資料、ナインシグマまたはクライアントによって委託された意見または作業を含むがこれらに限定されな
い、すべての非公開情報が含まれます。法令に基づいて機密情報を開示する必要がある場合には、貴方は、適用され
る法律の下で許可されている範囲内で機密情報が開示されるために、ナインシグマに速やかに通知し、機密情報の開
示を防止するために利用できる権利または免除を行使する際にナインシグマに全面的に協力することに同意するもの
とします。貴方は、本利用規約で特に認められているもの以外の目的で、機密情報を使用することはできません。貴
方は、上記を制限することなく、個人情報を特定個人の利益のために使用しません（投資または取引の決定を行う目
的を含む）。本利用規約の下で秘密保持の義務は、機密情報が一般に知られ、情報を開示しない法的義務を負う他の
人による開示を除いて、一般に利用できるようになるまで存続するものとします。

プロジェクト
貴方は、ナインシグマによって明示的に承認されない限り、ナインシグマのクライアントに対して、プロジェクトを
直接受け入れたりまたは別の方法でサービスを提供することはできません。クライアントが追加の作業またはプロジ
ェクトを要求する場合は、作業を開始する前に、ナインシグマから明示的な承認を受ける必要があります。ナインシ
グマからクライアント向けのプロジェクトを実行するよう招待された場合は、発行から 24 時間以内に招待を受け入れ
るか拒否する必要があります。受け入れられたプロジェクトは、招待から 5 営業日以内にスケジュールする必要があ
ります。プロジェクトの準備作業は、ナインシグマの明示的な承認なしに 15 分以内で行う必要があります。当社は、
貴方が受け取るプロジェクト要求の頻度または数量に関しては何の表明も行いません。すべてのプロジェクトを最高
の業界慣行と一致するタイムリーで勤勉で専門的な方法で実行することを期待しています。

支払
貴方は、貴方とナインシグマの間で合意された金額、またはナインシグマが事前に提供した金額によって各プロジェ
クトに提供されたサービスに対して、報酬（バーチャルギフトカードその他の形式。当社の単独の裁量で変更される
場合があります）が支払われ、当該支払は貴方による各プロジェクトへのサービス提供により受け入れられたものと
みなされます。

独立請負業者の地位
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本利用規約に基づいて貴方が行うサービスは、独立した請負業者およびコンサルタントとして実行されるものと理解
され、同意されるものとします。さらに、貴方はナインシグマに代わって行動または発言する権限がないことを理解
し、認めるものとします。貴方は、ナインシグマまたはそのクライアントの従業員とみなされず、ナインシグマまた
はそのクライアントのいずれかによって提供されるいかなる利益も受ける権利を有しません。貴方は、本利用規約に
基づいて提供されるサービスに対して貴方が受け取った支払いに伴うすべての税金およびその他の支払いに対して、
貴方個人が責任を負うことに同意するものとします。本利用規約のいかなる条項も、パートナーシップまたは合弁事
業を作成したり、本人と代理人の関係、または貴方、ナインシグマまたはそのクライアントとの間の同様の性質の関
係を他に確立したりするものではありません。

終了
貴方は、書面で通知することにより、いつでもナインシグマ OI Council の会員資格を終了することができます。同様
に、ナインシグマは、通知をすることなく、いつでも理由を問わず、貴方のナインシグマ OI Council の会員資格を終
了させることができます。終了は、プライバシー、本利用規約の適用、機密保持、非勧誘、知的財産、補償、責任の
制限、仲裁、準拠法、裁判管轄およびその他を含むがこれらに限定されない、終了後も存続することを目的とした本
利用規約に基づく義務からいずれの当事者も解放しないものとします。

非勧誘
貴方は、ナインシグマの事前の書面による同意なしに、ナインシグマが紹介したクライアントとのプロジェクトの完
了から 1 年間、アドバイザーが提供するサービスと同様の性質のサービスを提供するために、故意に勧誘、交渉、ま
たは合意することにより当該クライアントとの間で契約またはその他の取り決め（書面または口頭）をして、ナイン
シグマを回避しないことに同意するものとします。また、貴方は、理由の如何を問わず、ナインシグマとの関係が終
了してから 1 年間、直接的または間接的に、ナインシグマのまたはナインシグマから紹介されたクライアントの従業
員を雇用しないことに同意するものとします。

知的財産
貴方は、本利用規約に基づくサービスの実行に関連して共有または作成するコンテンツに対して単独で責任を負うも
のとします。貴方は、このようなサービスの実行に関連して、ナインシグマに提供する形態または形式に関係なく、
資料に必要なライセンスまたは許可（以下、「IP」という）を所有または取得していることを表明します。貴方がプ
ロジェクトに関連して創出した IP は、ナインシグマが単独で所有するものとし、ナインシグマは適用法の下で許可さ
れているあらゆる目的のために当該 IP を使用することができます。プロジェクトの過程でナインシグマ用に創出した
IP に基づくあらゆる発明、発見または改善、およびそのような発明、発見または改善におけるすべての知的財産権は
、同様に、ナインシグマによって独占的かつ完全に所有されます。プロジェクトの前またはプロジェクトとは独立し
て貴方により創出された IP（以下、「アドバイザー IP」という）は、引き続き貴方の所有物のままです。ただし、貴
方がプロジェクトに関連してナインシグマに共有またはその他の方法で提供するアドバイザーIP に関しては、かかる
アドバイザーIP の使用のため、永久、全世界、ロイヤリティフリー、かつ譲渡可能な利用許諾をナインシグマに自動
的に付与するものとします。さらに貴方は、上記を制限することなく、ナインシグマが、貴方がナインシグマに提供
する IP に含まれるアイデア、概念、ノウハウ、または技術を、かかる情報を使用して製品やサービスを考案、製造、
宣伝、販売するなどあらゆる目的で、自由に使用することに同意するものとします。

補償
貴方は、ナインシグマおよびその関連会社、ならびにそれぞれの役員、取締役、従業員、メンバー、経営陣、管理職
、エージェント、代表者、後継者、および譲受人（総称して「ナインシグマ当事者」という）を、貴方の本利用規約
条項の違反に直接間接に起因するあらゆる訴訟、訴訟原因、請求、要求、費用、損害賠償（弁護士費用を含む）およ
びあらゆる責任から補償し免責することに同意するものとします。

責任の限定
貴方は、いかなる状況下でも、ナインシグマ当事者が、貴方によるクライアントまたは他の当事者に対するサービス
提供やアドバイザーとしてのその他の行為に起因する間接的、偶発的、結果的、模範的または懲罰的損害について責
任を負わないことに同意します。ナインシグマ当事者は、第三者による貴方に対するいかなる請求に対しても責任を
負いません。いかなる場合も、本利用規約に関連する行為に起因または関連するナインシグマ当事者の賠償額は、そ
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のような責任が生じたとされる月間に発生したコンサルテーションまたはサーベイに対して本利用規約に基づきナイ
ンシグマが貴方に支払った報酬を超えないものとします。

ナインシグマは、本利用規約に基づくサービスの実行に基づいて、間接的、偶発的、結果的、模範的または懲罰的損
害賠償が生じた場合、貴方の重大な過失または故意によるなど、貴方の失敗に起因または関連しない限り当該責任を
負わせないことに同意するものとします。この段落は、総称して「責任の限定」を構成します。

仲裁、準拠法、および裁判地
本利用規約の有効性、解釈、履行及び執行は、その抵触法の原則に関係なく、日本の法律に準拠するものとします。
本利用規約に起因する、またはこれら条件に関連する紛争、論争、または請求は、随時有効な日本商事仲裁協会の規
則に基づき、東京で行われた仲裁によって完全かつ独占的に解決されるものとします。貴方は、本利用規約に関する
紛争、論争、または請求に関する陪審員による裁判に対して、取消不能かつ無条件に権利を放棄します。仲裁人は、
責任の制限と矛盾する、または救済を認めることができない場合を除き、本仲裁合意の範囲内で、その正当かつ公平
と見なされる救済措置を与えることができます。仲裁人の裁定は最終的なものであり、その拘束力と判決は、管轄権
を有する裁判所に提出することができます。

その他
当事者による、本利用規約に基づく権利、権限または特権の行使の失敗または遅延は、その放棄として機能するもの
ではなく、また、その単一または部分的な行使により、その他のまたはさらなる行使、または本利用規約に基づく権
利、権限または特権の行使を妨げるものではありません。
本利用規約または本利用規約に基づく権利、利益または義務のいずれも、ナインシグマの事前の書面による同意（ナ
インシグマはこれを差し控えることができる）なしに、法律の運用またはその他の方法によって、全体的または部分
的に譲渡、委任、またはその他の方法で譲渡することはできません。ナインシグマは、本利用規約に基づくすべての
権利、利益または義務を随時譲渡、移転、または改定する場合があり、貴方は本利用規約に同意（電磁的手段を含む
）することにより、事前にかかる譲渡、移転または改定に同意するものとします。
本利用規約は、貴方とナインシグマおよび後継者と譲受人の利益のみを拘束し、効力を生じるものとします。本利用
規約で使用されているような、「含む」という言葉は、すべての場合において「含むがこれに限定されない」ことを
意味します。可能な限り、本利用規約の各条項は、適用法の下で有効かつ有効であると解釈されるものとしますが、
本利用規約のいずれかの条項が無効、違法または何らかの点で執行不能であると判断された場合、そのような無効性
、違法性または執行不能性は、本利用規約の他の条項に影響を及ぼさないものとし、本利用規約は、そのような無効
、違反、または執行不能な条項がここに含まれていなかったかのように改定、解釈、および執行されるものとします
。
本利用規約は英語版と日本語版で作成されています。両方の言語は等しく有効です。2 つの言語に矛盾がある場合に
は、英語版が優先されるものとします。
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