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English follows later. 

 

Gamesys Group Partners では、アフィリエイターの皆さまのより安全なアフィリエイト活動をサ

ポートさせていただくことをモットーとしております。このアフィリエイトガイドラインは、

Gamesys Group Partners を通じたアフィリエイト活動においての指針となるよう、策定されまし

た。これらはすべて、ユーザーに弊社のブランド及びそのメッセージを誤解なく伝えるためのもの

です。 

 

弊社ブランドのロゴ利用 

公式ページ（Twitter 等 SNS 上の公式アカウントも含む）以外の各種ソーシャル・ネットワーク

（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等）上での弊社ブランドのロゴの許可なしでの使用は

禁止しております。弊社ブランドのロゴは、「ブランドオーナー」である弊社の知的財産であり、

弊社の事前の承諾なしに使用することは著作権侵害にあたります。  

これらのページにて弊社ロゴの使用が確認された場合、弊社ブランドになりすましているとみな

し、弊社は著作権侵害について法的措置を取る権利を有します。 

  

各 SNS における弊社ブランド名の利用 

各種ソーシャル・ネットワーク（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等）でのアカウント名

における弊社ブランド名（例えば「Vera＆John」または「VeraJohn」「ベラジョン」、「Intercasino」

「インターカジノ」等）及びそれに類する名称の使用は禁止しております。ロゴの使用と同様、弊

社の公式アカウントになりすましているものとみなし、弊社は著作権侵害についての法的措置を取

る権利を有します。現在、該当するアカウント名を利用している場合は、速やかに適切なものに変

更してください。 

  

弊社ブランドに関する SNS 上での発信 

「ベラジョンカジノ」に関連するコンテンツを SNS 上で発信する場合、次のハッシュタグの利用、

及び公式アカウントへのメンションを推奨します。 

ベラジョン公式 Twitter アカウント：@Japan_VeraJohn 

#ベラジョン 

#ベラジョンカジノ 

 

公式アカウントのフォロー及びリツイート 

ベラジョンの公式 Twitter アカウントをフォローすることで、新キャンペーンやサイトの新機能

リリースなど、ベラジョンユーザーに便利な情報をいち早く得ることができます。公式アカウント

投稿のリツイートも大歓迎です！アフィリエイター様のツイートでベラジョン公式アカウント

https://twitter.com/Japan_VeraJohn
https://twitter.com/Japan_VeraJohn


@Japan_VeraJohn をメンション頂いた場合は、公式 Twitter ページでリツイートさせていただく場

合もあります。 

 

注意事項の記載 

• 対象年齢の表記：アフィリエイト活動をされるご自身のサイトには、未成年者の方のオンライ

ンカジノのご利用は固く禁じられている旨を必ず明記してください。 

 

アフィリエイトキャンペーン時の留意点     

• キャンペーン利用規約の適用：弊社ブランドにおける登録ボーナスやキャンペーンにおいては、

通常の利用規約に加え、キャンペーン利用規約が適用されます。 

• Gamesys Group Partners の利用規約の適用：アフィリエイト活動には、Gamesys Group Partners

の利用規約が適用されます。 

 

 

敬具 
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In general, marketing must be objective, balanced, reliable, true, and provable. All 

affiliates must consider the overall impression of their marketing messages: what matters 

is that affiliates convey our brands’ message clearly, and that the message is clearly 

perceived by the consumers.  

 

Logo 

Unauthorised use of our brand logo on social media platforms other than the official 

page (including official accounts on SNS, such as Twitter) is prohibited. Our brand logo 

is the intellectual property of our company as a "brand owner", and it is a copyright 

infringement to use it without our prior consent. 

We have the right to take legal action against copyright infringement should we find any 

affiliate using our logo without prior permission. 

Logo use on social media platforms 

Use of our brand name (eg "Vera & John" or "Vera John", "ベラジョン", "Intercasino" "イ

ンターカジノ", etc.) and similar account names on various social media platforms (Twitter, 

Facebook, Instagram, YouTube, etc.) is prohibited. Should there be a case of impersonation 

of our official account using our brand names and logos, we have the right to take legal 

action against copyright infringement. If you are currently managing an account with 

https://www.verajohn.com/ja/about/promotions-terms-and-conditions
https://www.gamesysgrouppartners.com/%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84-jpj-group-affiliates/?lang=ja


this type of account name, please change it to an appropriate one. 

 

Vera & John Japan Twitter 

• We highly recommend mentioning our official account @Japan_VeraJohn in affiliates’ 

Twitter activities as well as using the hashtags below. 

Vera & John Japan official Twitter account：@Japan_VeraJohn 

Hashtags: #ベラジョン #ベラジョンカジノ 

• We highly recommend following and retweeting @Japan_VeraJohn to receive updates 

about new campaigns and features. When affiliates tweet us while mentioning us, we 

may retweet it. 

 

Age limit 

• The age limit required to gamble must be clearly stated (18+). 

 

Terms & Conditions 

• The campaign terms and conditions relating to the specific bonuses, tournaments, 

etc, must be clearly accessible in all forms of promotional material. 

• Terms & Conditions apply to all affiliate activities with Gamesys Group Partners. 
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