
Mercer Executive Remuneration Guides (MERG)
Terms and Conditions

TERMS AND CONDITIONS IN RELATION TO PARTICIPATION IN THE SURVEY (THE “SURVEY”)
IMPORTANT - PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS, AND IF APPLICABLE, THE
“COUNTRY SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS”, CAREFULLY BEFORE AGREEING TO
PARTICIPATE IN THE SURVEY. OTHER TERMS AND CONDITIONS AS MAY BE NOTIFIED TO
YOU FROM TIME TO TIME SHALL ALSO BE READ TOGETHER WITH, AND FORM PART OF,
THE TERMS AND CONDITIONS

THE RESPECTIVE TERMS AND CONDITIONS DESCRIBED ABOVE SHALL BE COLLECTIVELY
REFERRED TO HEREIN AS “TERMS AND CONDITIONS”.

FOR THE PURPOSES OF THE TERMS AND CONDITIONS:

(A) “WE” OR “MERCER” SHALL MEAN THE MERCER ENTITY CONDUCTING THIS SURVEY
AND/OR ITS AFFILIATES, AND THE TERMS “OUR” OR “US” SHALL BE CONSTRUED
ACCORDINGLY;

(B) “YOU” OR “CLIENT” SHALL MEAN YOU, YOUR EMPLOYER AND ANY OTHER EMPLOYEE
OF YOUR EMPLOYER; AND THE TERMS “YOUR” AND “YOURSELF” SHALL BE
CONSTRUED ACCORDINGLY; AND

(C) “AFFILIATES” SHALL MEAN ENTITIES THAT CONTROL, OR CONTROLLED BY, OR ARE
UNDER COMMON CONTROL WITH A PARTY HEREOF.

THE COPYRIGHT, DATABASE RIGHTS AND ANY OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
IN THE PROGRAMS AND DATA CONTAINED WITHIN THE SURVEY OR ANY REPORT
TOGETHER WITH ANY ITEMS THAT ARE/WERE PROVIDED TO YOU IN CONNECTION WITH
THE PRODUCTS OR SERVICES RELATING TO THE SURVEY OR REPORT, ARE AND REMAIN
THE PROPERTY OF MERCER AT ALL TIMES. YOU ARE LICENSED TO USE THEM ONLY IF YOU
ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS, AND IN ANY CASE, ONLY TO THE EXTENT SET
OUT HEREIN.

BY PROCEEDING TO PARTICIPATE IN THE SURVEY, YOU CONFIRM YOUR ACCEPTANCE OF
AND AGREEMENT TO, ON BEHALF OF YOURSELF AND YOUR EMPLOYER, OF ALL THE
TERMS AND CONDITIONS (“AGREEMENT”).

THIS AGREEMENT CONSTITUTES THE ENTIRE AGREEMENT BETWEEN YOU AND MERCER
AND IT SUPERSEDES ANY AND ALL PRIOR AGREEMENTS OR REPRESENTATIONS YOU
RECEIVED RELATING TO THE SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT, PROVIDED THAT IF
YOU HAVE SIGNED UP FOR, OR SIGN UP FOR, ANY SURVEY MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION
PURSUANT TO ANY MERCER MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION FORM OR OTHERWISE
(“MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION”), THEN THE RELEVANT MEMBERSHIP/SUBSCRIPTION
TERMS AND CONDITIONS SHALL, TO THE EXTENT INCONSISTENT WITH THIS AGREEMENT,
PREVAIL.



Responsibility for Accuracy and Completeness of Client Information

The accuracy and usefulness of Mercer's information and/or advice in the products or services
depends in large measure on the data clients supply. In agreeing to participate in the Survey, you
agree to provide accurate and complete data relating to such products or services. Mercer will use all
information and data supplied by you without having independently verified the same, except as may
be required by prevailing industry standards or practice. Mercer assumes no responsibility for the
accuracy or completeness of such information or data, except to the extent that Mercer has engaged
in wilful default or fraud with respect to the handling of such information.

Confidentiality

Both Mercer and you are likely to disclose confidential and proprietary information (“Confidential
Information”) to the other party from time to time in the course of the provision of the products or
services. The party receiving the Confidential Information (“the receiving party”) will not divulge or
communicate it to any third parties except as required to use, process, complete or administer the
products, services or coverage for which the Confidential Information was obtained.

This restriction does not apply to information which (i) the receiving party must by law or legal process
disclose, (ii) is either already in the public domain or enters the public domain through no fault of the
receiving party, (iii) which is available to the receiving party from a third party who, to the receiving
party’s knowledge, is not under any non-disclosure obligation to the disclosing party, or (iv) is
independently developed by the receiving party without reference to any Confidential Information of
the disclosing party.

Permitted Use

Notwithstanding the “Confidentiality” clause, Mercer may include our clients’ names in our
representative client listings and clients’ contact details and information in our internal client
management and conflict checking databases, to which we and/or our Affiliates will have access on
confidential basis.

Mercer uses information and data provided by our clients to create analytical trend data, normative
databases, aggregated statistics and analyses for various reports (including custom analyses) and
intellectual capital to build products and services and improve the quality of our advice for the benefit
of all our clients, provided that no particular client or individual shall be identifiable. In participating in
the survey, you acknowledge that you understand and agree with how Mercer will utilize the
information you contribute.

You agree that your organization’s name may appear in a list of participating organizations for the
applicable surveys or reports in which our clients contribute data to participate in our compensation
and benefit surveys and can also be used for marketing purposes.

Personal Data

Each party (and each of its Affiliates) is entitled to assume that the other party (and each of its
Affiliates) has complied and will continue to comply with their obligations arising from data protection
and privacy laws in force from time to time to the extent applicable to this Agreement and the products
or services. To the extent that we use or process any personal data supplied by or on behalf of you,
we confirm that we shall do so solely on your instructions and for your purposes or as reasonably
necessary for the purpose of providing the products or services or coverage for which the personal
data was supplied.

We also confirm that we have taken appropriate technical and organizational measures to prevent the
unauthorized or unlawful processing of personal data and the accidental loss or destruction of, or
damage to, personal data in accordance with applicable law.



Ownership of Mercer Intellectual Property

You acknowledge that Mercer is the exclusive and sole owner of all intellectual property rights
developed and possessed by Mercer prior to or acquired by Mercer in connection with the survey,
questionnaire, reports, and any of Mercer’s products, services or materials (collectively, “Mercer
Works”), including but not limited to all related trademarks and copyrights in any of the Mercer Work,
and any textual and graphical materials and/or technical information and other content appearing in
any of them and their modifications and enhancements. No part of the Mercer Works may be copied,
reproduced, republished, modified, uploaded, posted, framed, transmitted, sold or distributed in any
way, nor may any part be decompiled, reverse engineered, or disassembled. Except as provided in
this Agreement or with our prior written consent, nothing shall be deemed to confer by implication,
estoppel, or otherwise, any license or any other grant of right to use any trademark, copyright, or any
other intellectual property right of Mercer or any third party. The "Mercer" name and the names of our
products or services referred to in any of the Mercer Works are owned by us and are our intellectual
property rights. Unless otherwise stated, all other products, services and company names belong to
their respective owners. Notwithstanding the foregoing, Mercer shall not acquire any ownership in any
material, information or data provided by you to us.

To the extent we provide any of the Mercer Works to you under this Agreement, we hereby grant you
a non-exclusive, non-transferable, revocable, non-sub-licensable license to use such Mercer Works
solely for your internal use for participation in the Survey in accordance with the terms of this
Agreement.

Use of Mercer’s Reports and Recommendations

The Mercer Works furnished by Mercer to our clients are designed and intended solely for our clients’
internal use. Therefore, except for your directors, officers, employees and advisors who have a need
to know, you agree that the Mercer Works will not be furnished in whole or in part to any other person
without Mercer’s prior written consent. Mercer shall have no liability with respect to, modifications
made by any person other than us to any of the Mercer Works provided to you by us. You also agree
not to refer to Mercer or attribute any information to Mercer in the press, for advertising or promotional
purposes, or for the purpose of informing or influencing any other party, including the investment
community, without Mercer’s prior written consent.

The Mercer Works may change from time to time without notice to reflect changing client and market
requirements or as a consequence of events over which Mercer has no control.

Limitation of Liability

In agreeing to participate in the Survey and signing up for the relevant Membership/Subscription
(where applicable), you agree that:

(i) where you have signed up for any Membership/Subscription, Mercer will not be liable to you for
any claim or claims which individually or in the aggregate exceed the aggregate compensation (if
any) which you have paid to Mercer for the relevant Membership/Subscription; and

(ii) where you have not signed up for any Membership/Subscription, Mercer will not be liable to you
for any claim or claims except to the extent explicitly provided in this Agreement.

In addition, you and Mercer agree that neither party will be liable to the other in connection with any of
the Mercer Works or any matter relating to any of the Mercer Works for any indirect, special, punitive,
consequential or incidental damages, including loss of profits.

Severability

If any provision of this Agreement (or any portion thereof) is determined to be illegal, invalid or
unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall not be affected by such
determination and shall remain binding upon the parties.



Governing Law & Forum

This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of Japan and the
parties hereby submit themselves to the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court.



Mercer Executive Remuneration Guides (MERG)
参加規約

重要事項： 会員として本サーベイに参加することに同意する前に、本規約内容を必ずご確認下さい。

「Mercer Executive Remuneration Guides (MERG) 参加規約」(以下「本規約」という。)は参考和訳です。

解釈等に齟齬が生じた場合は、英文の「Mercer Executive Remuneration Guides (MERG)  Terms
and Conditions」の規定が優先されることをご了承ください。

本サーベイ、レポートおよび商品もしくはサービスの一部としてお客様に提供される成果物に含まれるプログ

ラムおよびデータ内の著作権、データベース権その他知的財産権は、マーサーに帰属します。お客様は、本

規約の次の規定に同意した場合に限り、これらの権利および知的財産や成果物を利用することができます。

お客様は、本サーベイに参加してレポートを取得するにあたり、ご自身およびお客様の雇用主を代表して

本規約に同意することとします。

本規約は、お客様とマーサーとの間の完全合意を形成し、お客様が以前合意または表明した本サーベイに

関する事項に優先します。

顧客情報の正確性および完全性に対する責任

マーサーが提供する商品またはサービスの正確性および実用性は、顧客が提供するデータに依拠しており、

業界の主流となる基準または実務において必要とされる場合を除き、マーサーは、お客様が提供した情報お

よびデータをマーサーが独自に検証することなく利用します。お客様は、当該商品またはサービスを受ける

際、正確かつ完全な情報およびデータをマーサーに提供することに同意するものとします。マーサーは、当該

情報およびデータの取り扱いについて、マーサーの故意による違反がある場合を除き、その正確性または完

全性について責任を負いません。

秘密保持

マーサーおよびお客様の両者は、マーサーが商品またはサービスを提供する過程において、秘密および専

有情報(以下｢秘密情報｣という。)を、随時、相手当事者に開示する可能性があります。秘密情報を受領する

当事者(以下｢受領当事者｣といいます。)は、秘密情報を、利用、加工、もしくは管理するために必要とされる

場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩もしくは開示しないものとします。

ただし、(ⅰ)受領当事者が法律または法的手続によって開示することを義務づけられている情報、(ⅱ)すでに

公知となっているまたは受領当事者の過失によらず公知となった情報、(ⅲ)受領当事者の知る限りにおいて、

秘密情報を開示する当事者（以下「開示当事者」という。）に対してなんら秘密保持義務を負わない第三者か

ら受領当事者に対し利用可能とされた情報、または(ⅳ)開示当事者の秘密情報を参照せずに、受領当事者

が独自に開発した情報には、上記に定められた秘密保持義務は適用されないものとします。

許諾された利用

上記の｢秘密保持｣の条項にかかわらず、マーサーは、マーサーの顧客の連絡先等の情報を顧客名簿上で

管理し、顧客に関する情報の管理やコンフリクト・チェックのためにアクセス制限のあるマーサーのグループ

内のデータベースに含めることができます。

マーサーは、マーサーが提供するサービスの品質向上を目的として、各種レポート(カスタム分析を含みま

す。)用の動向分析データ、規範的データベース、凝集された統計および分析を作成するため、また商品およ

びサービスを構築する知的資本を創造するために顧客が提供した情報およびデータを利用します。ただし、

当該利用の際には、顧客または個人が特定できないよう措置を講じます。本サーベイへ参加することにより、

お客様は当該利用について理解し、同意したとみなします。

お客様は、本サーベイまたはレポートの参加組織の一覧にお客様の組織名が表示され、マーケティング目的

に使用される場合があることに同意するものとします。



個人データ

各当事者(およびその各関連会社)は、本規約および商品またはサービスに関連する、個人情報保護等に関

する法令上の義務を遵守しなければなりません。お客様により、またはお客様のために提供された個人デー

タを利用または加工する場合、マーサーは、お客様の指示に基づき、個人データを合理的に必要な範囲にお

いて、利用または加工いたします。

なお、マーサーは、個人データの違法行為による利用、偶発的な喪失、破壊または損害を防止するため、技

術的および組織的な措置を講じております。

マーサーの知的財産の所有権

お客様は、本サーベイおよび関連商品もしくはサービスの提供前からマーサーが保有している、または本サ

ーベイおよび関連商品もしくはサービスの提供過程においてマーサーが取得した、すべての知的財産権(本

サーベイ、商品およびサービスのすべての商標および著作権、これらの構造、アンケート、文章および図表に

よって構成された資料、これらの中で表示されているすべての技術的情報その他内容ならびにこれらの変更

および機能拡張を含みます。)の排他的かつ独占的所有者であることを認識するものとします。アンケート、

サーベイ、商品またはサービスの一部を、いかなる方法を用いて複写、再現、再出版、変更、アップロード、

掲載、作成、送信、売却、または頒布してはならず、そのいかなる部分も、分解または解析してはなりません。

本規約に規定がある場合、またはマーサーの書面による事前の同意がある場合を除き、マーサーもしくは第

三者の商標、著作権その他一切の知的財産権を利用するライセンスその他一切の権利が、黙示、禁反言ま

たはその他の方法により付与されるものではありません。｢Mercer｣の名称およびアンケート、本サーベイ、商

品およびサービスにおいて言及されているマーサーの商品の名称は、マーサーの商標です。ただし、お客様

がマーサーに提供した資料、情報またはデータの所有権は、マーサーに帰属するものではありません。

マーサーの知的財産が本サーベイ、商品もしくはサービスまたは成果物に組み込まれている場合、マーサー

は、お客様に、本サーベイ、商品もしくはサービスまたは成果物をお客様属している組織内での利用のみを

目的とする非独占的、譲渡不可、かつサブライセンス不可の取消可能な権利を付与します。

マーサーのレポートおよび提言の利用

本サーベイ、レポート、商品およびサービスは、マーサーの顧客が顧客の社内のみで使用することを前提に

提供されます。顧客は、本サーベイ、レポート、分析その他資料の全部または一部について、それらを知る必

要のある人物（例：顧客の取締役、役員、従業員および顧問）を除き、マーサーの書面による事前の同意なく、

それらを第三者に提供・開示しないことに同意するものとします。マーサー以外の第三者による本サーベイ、

レポート、分析その他資料の変更について、マーサーはなんら責任を負わないものとします。また、お客様は、

マーサーの書面による事前の同意なく、マスメディア等を通じて広告もしくは販売促進目的のため、または投

資業界等へ情報を提供し、第三者に影響を与える目的のためにマーサーについて言及しないことに同意す

るものとします。

本サーベイ、アンケートまたは商品もしくはサービスは、マーサーがコントロールすることができない顧客側お

よび市場の変動や要求に応じ、お客様に通知することなく変更される可能性があります。

責任の制限

お客様は、以下について認識し、同意するものといたします。

(i) 本サーベイに参加する場合、もしくは本レポートの購入申し込みをする場合、マーサーが負うことの

ある、本サーベイ、レポートおよび商品またはサービスに起因し生じる損害に係る賠償額の総額は、

本サーベイ、レポートおよび商品またはサービスの対価としてマーサーが受領する報酬の金額を上

限とすること。



(ii) 本サーベイに参加しない場合、もしくは本レポートの購入申し込まない場合、マーサーは、当該損害

について責任を負わないこと。

(iii) 両当事者は、本サーベイ、商品もしくはサービスに関連する逸失利益、間接的損害、特別損害、懲

罰的損害、結果的または付随的損害を相手当事者に対して賠償する責任を負わないこと。

分離・可分性

本規約の規定の一部が無効または執行不能と判断された場合、本規約の他の規定は当該判断の影響を受

けることなく引き続き当事者を拘束するものとします。

準拠法および裁判所

本規約は、日本法に従って解釈されるものとし、両当事者は、本規約に関連する一切の紛争について、東京

地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

************************************************


