※この業務委託契約書の参考例は、自己の責
任と判断のもと参考にしてください。トラブルや損
失などに関しては、こなん THE ブログ側では一切
の責任を負いかねます。また、無断転載/転用は
厳禁です。
AxieInfinity スカラーシップ業務委託契約書
AxieInfinity scholarship Outsourcing agreement
YYYY 年 MM 月 DD 日
M/D/YYYY
●●●(以下、『マネージャー』という)と、●●●(以下、『スカラー』という)は、以下の業務委託契約(以
下、『本契約』という)を次のとおり締結する。
●●●(hereinafter referred to as the "Manager") and ●●●(hereinafter referred to
as the "scalar") enter into the following outsourcing agreement(hereinafter referred
to as the "Agreement") as follows.

1.委託する業務内容
マネージャーはスカラーに対し、以下の業務(以下『スカラーシップ』という)を委託し、スカラーはこれを受託
する。
(1)スカラーシップの有効期間中、スカラーは、AxieInfinity(https://axieinfinity.com/)をプレイし、
マネージャーに代わってゲーム内アイテムの SLP(1 日あたり●●●SLP 以上)、AXS を獲得する。
(2)スカラーシップの内容変更については、両当事者の合意に基づき行う。

(3)スカラーは、円滑なスカラーシップ遂行のためにゲーム内容や攻略方法を学習する。
(4)マネージャーは、ゲームプレイのために 3 体以上の Axie をスカラーに貸与します。貸し出されるアクシー
はマネージャーが選択し、マネージャーの裁量で変更できるものとする。
1.Details of outsourced business
Manager shall delegate the following business(hereinafter referred to as
"Scholarship") to the Scholar, and the Scholar shall accept such duties.
(1)During the validity period of the scholarship, the Scholar will play AxieInfinity
(https://axieinfinity.com/) and earn SLP(●●●SLP/Day) and AXS of in-game items
on behalf of the Manager.
(2)Scholar shall follow the instructions of the Manager.
Any changes in the content of the scholarship shall be based on the agreement of
the two parties.
(3)Scholars learn about the game and its strategies to ensure smooth execution of
their scholarship.
(4)Manager will lend at least three Axies to the Scholar for gameplay purposes. The
Manager will select the Axie to be loaned out, and any changes to the Axie will be
made at the Manager's discretion.

2.有効期間
本契約の有効期間は、本契約書に基づき早期に解除された場合や、当事者のいずれからも終了の意
思表示がないときを除き、202▲年▲月▲日から 1 ヶ月ごとの自動更新制とする。
2.Term
The term of this Agreement shall be automatically renewed on a month-to-month
basis, beginning on ▲ ▲, 20▲▲, unless terminated earlier in accordance with this
Agreement or unless either party expresses an intention to terminate.

3.報酬の支払い
マネージャーはスカラーに対し、スカラーシップの対価として、スカラーが獲得した SLP や AXS の 30%を支
払う。マネージャーは、当月分の報酬を翌月 5 日までに、スカラーの Ronin ウォレットに SLP や AXS で
振り込むものとする。
■スカラーの振込先 Ronin ウォレット
●●●(スカラーの Ronin ウォレットアドレス)
3. Compensation
Manager pays the scalar 30% of the SLP and AXS earned by the scalar as
compensation for the scalarship.Manager shall transfer the current month's
remuneration to the Scholar's Ronin wallet via SLP and AXS by the 5th of the
following month.
■Scalar's Ronin Wallet
●●●(スカラーの Ronin ウォレットアドレス)

4.マネージャーとスカラーの関係性
スカラーは、独立した事業者、個人としてマネージャーにサービスを提供する。
(1)スカラーは、マネージャーが税金の控除を行わないこと、税金、雇用保険料、年金などの負担金を支
払わないことに同意する。
(2)スカラーは、マネージャーから貸し出された Axie、Ronin ウォレット、ログイン用アカウントを紛失や漏洩、
盗難、ゲーム規約違反によるアカウント凍結が生じないよう適切に管理する義務を負います。スカラー側
の過失によって貸し出された Axie や付随するアカウントに損害が発生した場合、スカラーは全損害をマネ
ージャーに対して弁済するものとする。
(3)スカラーは、本契約の有効期間中は、他のマネージャーに対してスカラーシップサービスを提供してはな
らない。
(4)スカラーは、スカラーシップを第三者に再委託してはならない。
(5)スカラーは、マネージャーの代理として契約を締結し、マネージャーに責任や義務を負わせる権利を有
しておらず、また、そのような権利を有しているかのようにふるまえません。

(6)スカラーには、マネージャーに対してスカラーシップ遂行状況の報告義務がある。1 日の終わりに SLP
や AXS の獲得量がわかる画面のスクリーンショットを送付すること。
4. Relationships
Scalars provide services to managers as independent businesses and individuals.
(1) Scalar agrees that the manager will not make any tax deductions or pay any
contributions for taxes, unemployment insurance premiums, or pensions.
(2)Scholar is obligated to properly manage the Axie, Ronin wallet, and login account
loaned by the Manager to prevent loss, leakage, theft, or freezing of the account due
to violation of the Game Rules. In the event of damage to a loaned Axie or associated
account due to negligence on Scholar's part, Scholar shall reimburse the Manager
for all damages.
(3)Scholars shall not provide scholarship services to other managers during the
term of this Agreement.
(4)Scholars must not subcontract their scholarship to a third party.
(5)Scholars do not have the right to enter into contracts on behalf of the Manager
and to impose responsibilities or obligations on the Manager, nor do they have the
right to act as if they did.
(6)Scholars are obligated to report to their managers on the status of their
scholarship performance.At the end of the day, a screenshot of the amount of SLP
and AXS earned should be sent.

5.知的財産権
スカラーがスカラーシップで獲得した SLP、AXS などの成果物の権利はマネージャーが取得するものとす
る。
5.Intellectual Property Rights
The rights to SLP, AXS, and other deliverables acquired by the Scholar in the

Scholarships shall be acquired by the Manager.

6.秘密保持
マネージャーとスカラーは、本契約の有効期間または契約終了後を問わず、本契約の内容およびスカラー
シップに関して知り得た情報を、書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならない。
またスカラーシップの遂行以外の目的に使用してはならない。
なお、各種法令、政府関係機関、裁判所等の開示命令があった場合は、その限りではない。
6. Confidentiality
Manager and the Scholar shall not disclose or divulge to any third party any
information obtained in connection with this Agreement or the Scholarship, whether
during the term of this Agreement or after its termination, without written consent.
This does not apply in the event of a disclosure order by various laws and regulations,
government agencies, or courts.
7.契約の解除
マネージャーまたはスカラーが次に定める項目に該当した場合は、事前の催告なく本契約を解除できる。
(1)本契約に違反したとき
(2)事前の断りなく、3 日以上連絡が取れなくなったとき
(3)スカラーと意思疎通が取れず、マネージャーがスカラーシップを遂行できないと判断したとき
(4)重大な過失や背信行為があったとき
(5)その他、本契約を継続できない事情が発生したとき
契約を解除する際は、スカラーはマネージャーに対して借り受けた Axie、Ronin ウォレット、ログインアカウ
ントなどを直ちに返還するものとする。
7. Cancellation of contract
If a manager or scalar falls under any of the following items, this agreement may be
terminated without prior notice.
(1) When you have violated this agreement.
(2) If you cannot be contacted for more than 3 days without prior notice

(3) When the manager judges that it is difficult to carry out the scholarship due to
inability to communicate with the scholar.
(4) In the event of gross negligence or breach of trust
(5) If any other circumstances arise that prevent the continuation of this contract.
Upon termination of the contract, Scholar shall immediately return to Manager the
Axie, Ronin wallet, login account, etc. that it has borrowed.

8.本契約の解釈原則、定められていない事項について
本契約で定めがない事項については、マネージャーとスカラー間で誠意を持って協議し、円満に解決を図
るものとする。なお、本契約は日本語文をベースに解釈するものとする。
8. Principles of interpretation of this agreement, matters not stipulated
Any matters not stipulated in this Agreement shall be discussed in good faith
between the Manager and the Scalar and amicably resolved. This Agreement shall
be interpreted on the basis of the Japanese language text.
----本契約書は、契約締結の証としてマネージャースカラーがそれぞれサインをしたものを保管する。
This contract shall be kept in the possession of each Managerial Scholar who has
signed it as proof of the conclusion of the contract.
■マネージャー(Manager)

■スカラー(Scalar)

