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以下の翻訳は情報目的のみで提供されます。本翻訳版と英語版の間に差異、不一致、矛盾が存在する場合、（特に

翻訳による遅れもあり）英語版が優先します。 

AWS EdStart契約 
最終更新日：2021年 5月 20日 

本 AWS EdStart契約（「本契約」）には、AWS EdStartプログラム（「本プログラム」）への参加
に適用される諸条件が含まれ、下記の第 11条の記載に該当する AWS契約当事者（「AWS」ま
たは「当社」）と貴殿または貴殿が代表を務める組織（「貴殿」）との間の契約です。本契約は、
貴殿が本条件と共に提示される［I accept（承諾する）］ボタンをクリックするか、チェックボックス
をチェックした時点、または本プログラムの特典を利用または受け取った時点のいずれか早い方の時点
（「発効日」）で発効します。本契約は、本契約に記載されている方法で解除されるまでは有効で
す。貴殿は合法的に契約を締結することができること（たとえば貴殿は未成年ではない、など）を当
社に表明したことになります。貴殿が、自分が働いている会社等の組織を代理して本契約を締結す
る場合、貴殿はその組織を拘束する法的権限を有していることを当社に表明します。本契約で大文
字表記される用語の定義については、第 11条を参照してください。 

1. 本プログラムへの参加 

1.1 一般 本プログラムへの参加は、本契約に従います。貴殿は、本契約の条件およびすべての法
律を順守する責任があります。［I accept（承諾する）］をクリックするか本プログラムの特典を利
用する前に、本契約を読んで理解してください。 
 
1.2 本プログラムへの参加資格  貴殿は、本プログラムに登録し、本プログラムの特典を受け取る参
加者である必要があります。国有企業、政府出資組織を含めた政府機関は、本プログラムに参加す
る資格はありません。アプリケーションサイトに、本プログラムへの参加資格基準と申し込みプロセスの
説明があります。本プログラムの参加資格基準は、随時変更される可能性があり、AWSは独自の
裁量で、誰がプログラムに登録して参加できるかを決定します。 

1.3 貴殿の責任  貴殿は、本プログラムアカウントに関するログインまたはアカウントの認証情報を受
け取ります。貴殿は、ご自身が認めた活動、またはご自身、ご自身の従業員、または第三者（ご自
身の請負業者、代理人、またはエンドユーザーを含む）が引き受けた活動であるかどうかに関係なく、
ご自身の本プログラムアカウントの下で発生するすべての活動に責任があります。当社および当社の関
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連会社は、本プログラムの貴殿のアカウントへの不正アクセスやデータの喪失については責任を負いま
せん。本プログラムアカウントのログイン認証情報は、内部使用のみを目的とし、それを任意の組織や
個人に売却、譲渡、またはサブライセンスしてはなりません。 
  

2. 本プログラムの特典 
 
2.1 一般 貴殿は、本プログラムへの申し込みプロセス中に貴殿が提示したメールアドレスで、当社か
ら本プログラムの特典を受け取ります。メンバー、イノベーター、コラボレーター、メンターが受け取る本プロ
グラムの特典は、それぞれ異なる場合があります。本プログラムの特典は、AWSは独自の裁量で、ど
の特典をメンバー、イノベーター、コラボレーター、メンターに利用可能にするかを決定します。本プログラム
の特典は、貴殿のみが利用でき、売却、転売、譲渡、サブライセンスはできません。本プログラムの特
典を利用する際は、本契約およびポリシーに準拠しなければなりません。貴殿は AWSに対して、本プ
ログラムの特典の利用もしくは受領が、本契約やいかなる法律にも違反しないこと、または AWS、そ
の関連会社、もしくはそのライセンサーに害や負担を生じさせないことを保証します。 

2.2 AWS販促クレジット  AWS販促クレジットは AWSの裁量でのみ付与され、付与後 1年で
満了となります。AWS販促クレジットの使用には、AWS販促クレジット条件が適用されます。本プロ
グラムに基づいて提供される AWS販促クレジットは、貴殿の教育技術プロジェクトのみに使用でき、
内部または管理のワークロードには使用できません。販促クレジットを使用するには、有効な AWS
サービスアグリーメントが必要です。 

2.3 本プログラムサイトおよびツール  AWSは、本プログラムツールにアクセスして使用するための、限
定的、ロイヤリティ無料、取り消し可能、非独占的、譲渡不可のライセンスを付与します。貴殿は、
商用目的、意図しない目的、または違法な目的のために、本プログラムツールにアクセス、またはそれ
を使用、複製、複写、コピー、販売、サブライセンス、転売、不当利用しないことに同意します。 
 
2.4 コミュニティディレクトリ  コミュニティディレクトリは、メンバー、イノベーター、およびメンターのみが使
用できます。当社がコミュニティディレクトリへのアクセス権を付与する場合、コミュニティディレクトリに
は、貴殿の仕事上の連絡先情報を表示するプロファイルリストが含まれることになるので、ご自分の個
人情報が含まれている場合があります。貴殿は、第 10.11条に記載されている方法で当社に連絡
し、当社に書面で削除を要請することにより、コミュニティディレクトリに提供したご自分の仕事上の連
絡先情報をいつでも削除できます。本プログラムサイトにあるご自分のアカウントのウェブページで、プロ
ファイルリストに追加の個人情報を提供できますが、必須ではありません。本プログラムサイトにあるご
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自分のアカウントのウェブページからいつでも、コミュニティディレクトリに提供した追加の個人情報を削
除できます。ご自分のプロファイルリストを含むコミュニティディレクトリには、メンバー、イノベーター、メン
ターおよび AWSのみがアクセスできます。コミュニティディレクトリから第三者へ情報を共有または開示
することはできません。 

2.5 コミュニティフォーラム  コミュニティフォーラムは、メンバーのみが利用可能です。当社が貴殿にコ
ミュニティフォーラムへのアクセス権を付与する場合、貴殿は、(i) 個人を特定可能な情報、または (ii) 
人種、民族、宗教、宗教的もしくは哲学的な信念、所属する政党や組合もしくはそれらに関する意
見、医療や健康情報、または性的指向、身体障害など、本プログラムに関係のない機密の個人情
報を含むメッセージを投稿することはできません。AWSはコミュニティフォーラムへアクセスし、それを使
用、または監視できます。コミュニティフォーラムの利用者は、第 10.10条に記載されている方法で当
社に連絡することにより、不正行為、不正使用、または利用規定の違反を報告できます。 

2.6 メンターシップ メンターシップはメンバーとメンターのみが利用可能です。メンバーは AWSに、メン
ターシップを通じてアドバイスおよびガイダンスを提供できるメンターを特定するよう要請できます。メン
ターまたはメンバーのいずれかとしてメンターシップに参加する場合、貴殿は、(i) AWSは、メンターシップ
の参加者に対する何らかの成果について責任はなく、保証しないということ、(ii) AWSは、メンターシッ
プの参加者が広める、交換する、使用する情報には責任を負わないということ、および (iii) AWS と
共有するメンバーまたはメンター情報に適用されるプライバシー法を自分が順守することに同意します。  

2.7 本プログラムのマークを使用するためのライセンス  当社は貴殿に、最新版の本プログラムのマー
クを表示するための非独占的、限定的、世界的、ロイヤリティ無料、取り消し可能なライセンスを付
与します。本プログラムのマークは、本プログラムへの貴殿の参加を識別するためにのみ、商標使用ガイ
ドラインに準拠して使用できます。貴殿は AWSとの関係を（AWSが貴殿または貴殿の事業活動
を支援、資金援助、推薦、寄与するということを表明や暗示することにより）偽ったり装飾したりしな
いものとします。貴殿は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、貴殿と AWS間の関係や
提携を暗示しないものとします。  

3. コミュニティコンテンツ  

3.1 一般  貴殿は、プログラムに関連して AWSにコミュニティコンテンツを提出することができますが、
必須ではありません。AWSは、コミュニティコンテンツに責任は持たず、またはコミュニティコンテンツを保
存、公開、保証、保持、または複製しません。AWSは、通知なしに、いかなる理由でもコミュニティコ
ンテンツを監視、編集、または削除できます。 
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3.2 コミュニティコンテンツに対する当社のライセンス  貴殿が本プログラムに関連してコミュニティコンテ
ンツを AWSに提供する場合、以下の条件が適用されます。 

(a) ライセンス付与  貴殿は AWSに対し、(i) 本プログラムを提供または保持する目的で、
(ii) 本プログラムを研究開発する目的で、または (iii) 本プログラムまたは本プログラムの特典を
改善、強化、または開発する目的で、いかなる媒体およびいかなる言語でも、世界中でコミュニ
ティコンテンツを使用、アクセス、複製、サブライセンス、変更、改変、翻訳、二次的著作物を
作成、および表示するための非独占的、ロイヤリティ無料、永続的、取り消し不能のライセンス
を付与します。 

(b) 保証  貴殿は、当社に対して、コミュニティコンテンツ（個人情報を含む場合がある）が (i) 
正確、真実、最新である、(ii) ポリシー、本契約、または法律に違反しない、(iii) 個人を特定
可能な情報を含まない、(iv) 人種、民族、宗教、宗教的もしくは哲学的な信念、所属する政
党や組合もしくはそれらに関連する意見、医療や健康情報、または性的指向、身体障害な
ど、本プログラムに関係のない機密の個人情報を含んでいない、(v) 本プログラムの目的に関
係または関連している、および (vi) 第三者の所有権を侵害しない、または AWS、その関連会
社およびライセンサー、または第三者に害を及ぼすことはないことを表明し、保証します。 

(c) 補償  貴殿は、貴殿により投稿されたコミュニティコンテンツに関する第三者の申立てまた
は貴殿の本プログラムへの参加から生じるかそれらに関連する請求、損害、損失、法的責任、
費用、および経費（合理的な弁護士費用を含む）について、AWS、その関連会社とライセン
サー、およびそれぞれの従業員、役員、取締役、代表者を弁護、補償し、一切の害を与えない
ものとします。 

4. 貴殿のプライバシーおよび個人情報 

4.1 貴殿の個人情報  AWSは、プライバシーポリシーおよび本契約に従って、本プログラムへの参加
中に貴殿から収集した個人情報を取り扱います。プライバシーポリシーは、当社が貴殿の個人情報を
収集する方法、個人情報を保護するために当社が使用するセーフガード、貴殿の本プログラムへの参
加に関連して当社が貴殿の個人情報を使用する方法を説明します。 

4.2 個人情報の規制と管理  
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(a) 当社は、貴殿が本プログラムに参加できるようにするため、または特定の本プログラムの特典
を利用できるようにするため、貴殿に特定の情報を要求します。たとえば、貴殿が本プログラム
への参加を申し込むとき、または特定の本プログラムツールを使用することを選択する場合、貴
殿からの情報を要求します。貴殿が、メンターシップに参加することを選択するメンバーである場
合、貴殿から集める情報は、メンターと共有される場合があります。貴殿はいつでも当社に情
報を提供しないことを選択できます。第 4.2(b)に記載されている方法で、貴殿は当社に対し、
特定の情報の使用を停止することも要求できます。貴殿が、メールアドレスのような特定の情報
を提供しない場合（または当社に使用停止を要求する場合）、当社は貴殿に本プログラムへ
の参加を認めることができない、または特定の本プログラムの特典を提供できない場合がありま
す。当社は、本プログラムサイトで利用可能な機能を作成して、貴殿が情報を更新、修正、ま
たは削除できるようにする、または当社による貴殿の情報の使用に関してプリファレンスを設定す
ることができるようにする場合があります。貴殿の個人的プロファイルまたは本プログラムアカウン
トが削除される場合、プライバシーポリシーに従って、一部の情報は当社の内部システムに引き
続き保存される場合があります。 

(b) 貴殿が (i) ご自分の個人情報に関して要求もしくは質問がある場合、(ii) ご自分の情報を
更新、修正、削除したい、もしくは当社による使用を制限したい場合、(iii) 宣伝もしくはマーケ
ティング資料の受け取りを停止したい場合、または (iv) 本プログラムアカウントを削除したい場
合、第 10.11条に記載されている方法で当社にお問い合わせください。 

(c) 貴殿が欧州経済地域（「EEA」）の居住者である場合、欧州のデータ保護法、当該法
に基づく貴殿の権利、およびこれらの権利を履行するために AWSに連絡する方法に関する情
報については、プライバシーポリシーに含まれる EEA特有の規定を参照してください。 

5. 所有権   

5.1 プログラムコンテンツ 当社、当社の関連会社、または当社のライセンサーは、本プログラムおよび
すべての本プログラムコンテンツに対するあらゆる権利（すべての関連する技術および知的財産権を
含む）、権原、利権を所有します。それには、本プログラムサイト、本プログラムサイトのコンテンツ、本
プログラムツール、コミュニティディレクトリ、コミュニティフォーラム、本プログラムのマークが含まれますがそれ
らに限定されません。 

5.2 提案  貴殿が当社または当社の関連会社に提案をする場合、当社および当社の関連会社
は、制限なしに提案を使用する権利を持ちます。貴殿は、本契約により、提案に対するすべての権
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利、権原、利益を、取り消し不能な形で当社に譲渡し、提案に対する当社の権利を文書化、完全
化し、管理するために必要となる支援を当社に提供することに同意します。 
  

6. 変更 

6.1 契約に対する変更  当社は、本プログラムサイトで本契約の改定版を投稿することにより、いつ
でも本契約（ポリシーを含む）を修正できます。本契約変更の発効日以降、本プログラムへの参加
を継続することにより、貴殿は変更された本契約に拘束されることに同意したことになります。貴殿は
その責任において、本プログラムサイトにおいて定期的に本契約への変更をチェックしてください。当社
は、上記の日付に、本契約への最後の修正を行いました。 

6.2 プログラムに対する変更 当社は、本プログラム、本プログラムサイト、本プログラムツール、または
本プログラムの特典を変更または中止できます。当社は、いつでも通知なしに貴殿の本プログラムへの
参加を変更、延期、または解除できます。 
  

7. 契約期間と契約解除 

7.1 契約期間 本契約の期間は発効日に開始し、本第 7条に基づき解除されるまで有効性を維
持します。 

7.2 契約解除 貴殿は、第 10.11条に記載されている方法で通知を当社に提供することにより、い
かなる理由でも、本契約を解除または本プログラムへの参加を停止できます。当社は、いかなる理由
でも、通知なしにいつでも、本プログラムへの貴殿の参加を停止または本契約を解除できます。 

7.3 契約解除の影響 本プログラムへの貴殿の参加の停止または本契約の解除時に、本契約に基
づく貴殿のすべての権利およびライセンスはすぐに終了し、貴殿はあらゆる本プログラムの特典の利用
を停止し、本プログラムへの参加者として名乗ることはできなくなります。第 3条、第 5条、第 8条、
第 9条、第 10条および第 11条は、本契約解除後も有効に存続します。 

8. 保証の否認  
本プログラムサイトまたは本プログラムツールを通じて利用可能な本プログラム、本プログラムの特典、お
よびその他のコンテンツ（第三者のコンテンツを含む）は「現状のまま」提供されます。当社、当社の
関連会社、および当社のライセンサーは、(A) 本プログラム、本プログラムへの参加、本プログラムサイ
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ト、本プログラムの特典、または第三者のコンテンツに関する明示、黙示、法令上またはその他に関わ
らず、いかなる種類の表明または保証も行わない、および (B) (I) 商品性、満足のいく品質、特定目
的への適合性、非侵害、平穏享有について、および (II) 取引の対応または利用の過程から発生す
る、(III) 本プログラム、本プログラムサイト、本プログラムの特典、または第三者のコンテンツには、中断
がない、エラーがない、または有害なコンポーネントがないということ、(IV) いかなるコンテンツも安全であ
り、紛失、破損、または改造がないということ、および (V) 貴殿または貴殿の組織が、本プログラムへ
の参加または本プログラムの特典利用により恩恵を受けるということについて、黙示的または明示的
保証を含めたあらゆる保証を否認します。 

9. 責任制限  
当社、当社の関連会社およびライセンサーは、いかなる間接的損害、偶発的損害、特別損害、結
果的損害もしくは懲罰的損害（利益、売上、顧客、機会の喪失、営業権、使用またはデータの喪
失を含む）に関して、もしその当事者がかかる損害の可能性を知らされていたとしても、貴殿に対して
法的責任を負いません。さらに、当社、当社の関連会社またはライセンサーのいずれも、以下に関係
して生じる補償、弁済または損害に対し責任を負いません。(A) 貴殿が本プログラムへの参加ができ
ないこと、それには(I) 本契約の解除もしくは一時停止、または貴殿が本プログラムの特典の使用また
はアクセスを終了または一時停止した結果による場合、または (II) 当社が本プログラムまたは本プログ
ラムの特典を中止したことによる結果による場合を含む、(B) 本契約、本プログラムへの貴殿の参加、
本プログラムの特典の利用に関連した貴殿による投資、支出、またはコミットメント、または (C) 本プロ
グラムに関連して貴殿が提供したコンテンツの喪失。本契約に関連して AWS、AWSの関連会社、
および AWSのライセンサーが負う責任の合計額は、当社側の選択により、クレームを引き起こした本
プログラムの特典の再提供、またはクレームを引き起こした本プログラムの特典に関して、本プログラムに
基づいて貴殿から当社に実際に支払われた手数料（ある場合）の返金に限定されます。いずれの
場合も、本契約に基づく当社の最大責任額は、100 ドルを超えないものとします。 

10. 雑則  

10.1 譲渡  貴殿は、当社の事前の書面による同意なしに、本契約または本契約に基づく貴殿の
権利もしくは義務を譲渡またはその他の形で移転しないものとします。本第 10.1条に反する譲渡ま
たは移転は無効となります。当社は、貴殿の同意なしに、本契約を譲渡できます。上記を条件とし
て、本契約は、当事者および許可されたそれぞれの後継者および譲受人を拘束し、その利益のため
に効力を生じます。 
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10.2 完全合意  本契約は、参照によりポリシーに組み込まれ、本契約の主題に関する貴殿と
AWSに完全なる合意です。AWSは本契約の規定とは異なる、または追加の条件、その他の規定
には拘束されません。 

10.3 準拠法、裁判地  ワシントン州の法律が、法の抵触に関する原則にかかわらず、本契約と、
本プログラムまたは本契約に関する貴殿と AWSの間で生じるあらゆる種類の紛争に適用されます。
本プログラムまたは本契約に関連したいかなる紛争も、ワシントン州キング郡に配置されている州また
は連邦裁判所でのみ裁かれ、貴殿はこれらの裁判所に専属管轄権および裁判地があることに同意
します。いずれの当事者も、管轄権のある州、連邦、または国の裁判所において、知的財産権の侵
害またはその他の不正使用を禁止するために提訴することができます。国際物品売買契約に関する
国連条約は、本契約には適用されません。 

10.4 貿易規制の順守  本契約に関連して、各当事者は、適用されるすべての輸入、再輸入、制
裁、ボイコット禁止、輸出、再輸出規制に関する法律および規制を順守することとし、これには、米国
企業に適用される輸出管理規則、国際兵器輸送規則、および外国資産管理局が施行する経済
制裁プログラムなどの法律および規則のすべてが含まれます。貴殿は、本プログラムの特典利用を選
択する方法に関連したコンプライアンスについて単独で責任を負います。貴殿は、貴殿または貴殿を
所有または支配する当事者が、国連安全保障理事会、米国政府（米国財務省の特定国籍業者
リストおよび制裁回避者リストならびに米国商務省のエンティティリスト等）、欧州連合もしくはその
加盟国、またはその他の管轄する政府当局による制裁措置の対象となっておらず、またそれらの組織
が管理する取引の禁止もしくは規制の対象者リストにも指定されていないことを表明し保証します。 

10.5 権利不放棄  AWSが本契約のいずれかの条項の執行を行わなかったことは、かかる条項の
現在または将来の権利放棄を構成するものではなく、後でその条項を執行する AWSの権利を制限
しません。AWSによるすべての権利放棄は書面によらない限り効力を有しないこととします。 

10.6 分離可能性 本契約のいずれかの部分が無効または執行不能と判断された場合も、本契約
の残りの部分は引き続き完全な効力と有効性を有することとします。無効または執行不能とされた
部分は、かかる部分の本来の効果および意図に従って解釈されることとします。かかる解釈が不可能
な場合には、無効または執行不能とされた部分は本契約から分離されますが、本契約の残りの部分
は引き続き完全な効力と有効性を持つこととします。 
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10.7 貴殿と AWS間の関係  貴殿も AWSは、いかなる理由でも相手当事者の代理人ではな
く、相手当事者を拘束する権限はありません。本契約は、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、代理
店、または雇用関係を生み出すと解釈されることはありません。 

10.8 第三者受益者の否定 本契約は、本契約の当事者ではない個人または団体を、第三者た
る受益者とするものではありません。 

10.9 言語 本契約に従って行われるまたは与えられるすべての通信および通知は英語で行う必要
があります。本契約の英語版の翻訳が提供された場合において、内容に齟齬があった場合には、本
契約の英語版が優先します。 

10.10 本プログラムサイトでのお問い合わせ方法 本プログラムサイトには「お問い合わせ」機能があ
り、本プログラムサイトで貴殿のアカウントログインウェブページからアクセスできます。「お問い合わせ」機
能の説明に従うと、本プログラムサイトまたは本プログラムツールに関連した質問、苦情、要求を出すこ
とができます。欧州経済地域の居住者である場合、プライバシーポリシーに記載されている方法で当
社に問い合わせることにより、アクセス、修正、消去、制限、反論、データの移植性に関する権利を行
使できます。 

10.11 通知  

(a) 貴殿への通知  当社は、(i) 本プログラムサイトに通知を掲示する、または (ii) 本プログラ
ムアカウントに関連したメールアドレスにメッセージを送ることにより、本契約に基づいた通知を貴
殿に提供できます。当社が本プログラムサイト上に掲示して行う通知は、掲示時に効力を生
じ、電子メールにより行う通知は、電子メール送信時に効力を生じます。貴殿は、自らの責任に
おいて自分の電子メールアドレスを常に最新の状態に保つものとします。貴殿は、実際に電子
メールを受信したか否かを問わず、当社による電子メール送信時に、その時点において貴殿の
本プログラムアカウントに関連する電子メールアドレスに送信された電子メールを受信したものと
みなされます。 

(b) 当社への通知  本契約に基づいて通知を出すには、(i) awsedstart@amazon.comへ
メールを送信する、または (ii) 下記の第 11条に記載されている該当の AWS契約当事者に
適用可能な場合、郵送先住所に書留郵便または配達証明付き郵便を送付するという方法
により、AWSに連絡を取る必要があります。貴殿から AWSへの通知は、AWSが通知を受
領した時点で有効になります。 

mailto:awsedstart@amazon.com
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11. 定義 

「利用規定」とは、http://aws.amazon.com/aup（および当社が指定する後継または関連サイト）
に掲載され、随時当社により更新される可能性があるポリシーを意味します。 

「アカウント国」とは、貴殿の本プログラムアカウントに関連している国を意味します。アカウントに自分
の有効な税務登録番号を指定すると、貴殿のアカウント国は、税務登録に関連した国になります。
有効な税務登録をしない場合、貴殿のアカウント国は、請求書送付先住所がある国になります。た
だし貴殿のクレジットカード口座が別の国で発行されており、連絡先住所もその国にある場合、貴殿
のアカウント国はそのクレジットカードアカウントに関連した国になります。AWS China（北京）地域
または AWS China（寧夏）でプログラムに参加している参加者については、アカウント国は中国にな
ります。 

「関連会社」とは、その当事者を直接的または間接的に管理しているか、その当事者によって管理さ
れているか、その当事者と共通の管理下にある事業体のことです。 

「アプリケーションサイト」とは、(i) メンバーに関しては、
https://aws.amazon.com/education/edstart/application/（および当社により指定されている後
継または関連の場所）に配置され、当社により随時更新される可能性があるウェブページを意味し、
(ii) イノベーターに関しては、https://aws.amazon.com/education/edstart/innovators-tier/（およ
び当社により指定されている後継または関連の場所）に配置され、当社により随時更新される可能
性があるウェブページを意味し、(iii) コラボレーターに関しては、AWSにより提供される申請フォームを意
味し、(iv) メンターに関しては、https://awsedstart.com/display/IN/Apply+to+Mentor（および当
社により指定されている後継または関連の場所）に配置され、当社により随時更新される可能性が
あるウェブページを意味します。 

「AWS契約当事者」とは、アカウント国を拠点とする、下表で特定されている当事者を意味します。
貴殿が、特定されているアカウント国を下記の別の AWS契約当事者に変更する場合、貴殿は、セ
クション 10.1に基づき、本契約が新しい AWS契約当事者に譲渡されることに同意します。この場
合、いずれかの当事者により要求される何らかの追加のアクションはありません。 

アカウント国 
AWS契
約当事者 

郵送先住所 

https://aws.amazon.com/education/edstart/application/
https://aws.amazon.com/education/edstart/innovators-tier/
https://awsedstart.com/display/IN/Apply+to+Mentor
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欧州、中東、
またはアフリカ
（「EMEA」）
域内の国 

Amazon 
Web 
Services 
EMEA 
SARL 

38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg 

インド 

Amazon 
Internet 
Services 
Private 
Limited 
(AISPL) 

Ground Floor, EROS Plaza, Eros Corporate Centre, Nehru 
place, New Delhi, India – 110 019 

インドまたは
EMEA域外
のその他の国 

Amazon 
Web 
Services, 
Inc.  

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 U.S.A 

*EMEA国の完全なリストについては https://aws.amazon.com/legal/aws-emea-countriesをご
参照ください。 

「AWS販促クレジットの条件」とは https://aws.amazon.com/awscredits（および当社が指定す
る後継サイトまたは関連サイト）に掲載され、随時当社により更新される可能性がある条件を意味
します。 

「AWSサービスアグリーメント」とは、https://aws.amazon.com/agreement/（および当社が指定
する後継サイトまたは関連サイト）にある AWS カスタマーアグリーメント、または AWSサービスの利用
を管理する AWS と貴殿との間のその他の直接契約を意味します。 
 
「仕事上の連絡先情報」とは、本プログラムに関連して貴殿が AWSに提供する可能性がある情
報、すなわち、貴殿の名前、メールアドレス、写真、組織、職位、または LinkedInプロファイルのウェブ
ページを意味します。 
 
「コラボレーター」とは、コラボレーター連絡先、コラボレーターユーザー、またはコラボレーター組織を意味し
ます。 
 
「コラボレーター連絡先」とは、(i) コラボレーター組織の電子メールドメイン内にメールアドレスを持ち、(ii) 
コラボレーター組織により、本プログラムの単独の主要な連絡窓口として指定されており、(iii) コラボレー
ター組織により本プログラムに参加することが認められている個人を意味します。コラボレーター組織は、
コラボレーター連絡先として 1名のみを指名できます。 

https://aws.amazon.com/legal/aws-emea-countries
https://aws.amazon.com/awscredits
https://aws.amazon.com/agreement/
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「コラボレーター組織」とは、(i) 本プログラムへのメンバーシップの申請を提出しており、(ii) AWSにより
書面で本プログラムへの参加が受け入れられており、(iii) メンバーおよびイノベーターの本プログラムへの
参加を支援することが AWSによって認められている組織を意味します。 
 
「コラボレーターユーザー」は、コラボレーター組織のメールドメイン内にメールアドレスがあり、プログラムへの
参加者となることがコラボレーター組織により認められている個人を意味します。 
 
「コミュニティコンテンツ」とは、コミュニティディレクトリまたはコミュニティフォーラムに関連して貴殿が AWS
に提供するコンテンツまたは情報を意味します。 
 
「コミュニティディレクトリ」とは、参加者のプロファイルおよび連絡先情報を含む本プログラムサイトで利
用可能なオンラインディレクトリを意味します。 
 
「コミュニティフォーラム」とは、本プログラムサイト上のインターネットフォーラム、メッセージボードを意味し、
そこでメンバーは会話をし、意見を共有し、考えを伝達し合い、投稿メッセージ形式でアイデアを協議す
ることができます。 
 
「コンテンツリポジトリ」とは、本プログラムサイト上のデータベースで、ウェビナー録画、ホワイトペーパー、
ケーススタディ、ブログのようなデジタルコンテンツおよび資料が含まれています。 
 
「イノベーター」とは、イノベーター連絡先、イノベーターユーザー、またはイノベーター組織を意味します。 
 
「イノベーター連絡先」とは、(i) イノベーター組織の電子メールドメイン内にメールアドレスを持ち、(ii) イノ
ベーター組織により、本プログラムの単独の主要な連絡窓口として指定されており、(iii) イノベーター組
織により本プログラムに参加することが認められている個人を意味します。イノベーター組織は、イノベー
ター連絡先として 1名のみを指名できます。 
 
「イノベーター組織」とは、(i) アプリケーションサイトで説明されている AWS EdStart Innovators Tier
の申し込み基準を満たし、(ii) AWS EdStart Innovators Tier メンバーシップへの申し込みを提出し
ており、(iii) AWSにより書面で本プログラムへの参加が受け入れられている組織を意味します。 
 
「イノベーターユーザー」とは、イノベーター組織のメールドメイン内にメールアドレスがあり、本プログラムへの
参加がイノベーター組織により認められている個人を意味します。 
 
「法律」とは、本プログラムへの参加および本プログラムの特典の利用に適用可能なすべての法律、規
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則、規制を意味します。 
 
「メンバー」とは、メンバー連絡先、メンバーユーザー、またはメンバー組織を意味します。 
 
「メンバー連絡先」とは、(i) メンバー組織の電子メールドメイン内にメールアドレスを持ち、(ii) メンバー組
織により、本プログラムの単独の主要な連絡窓口として指定されており、(iii) メンバー組織により本プロ
グラムに参加することが認められている個人を意味します。メンバー組織は、メンバー連絡先として 1名
のみを指名できます。 
 
「メンバー組織」とは、(i) アプリケーションサイトで説明されている本プログラムの申し込み基準を満た
し、(ii) 本プログラムのメンバーシップへの申し込みを提出しており、(iii) AWSにより書面で本プログラム
への参加が受け入れられている組織を意味します。 
 
「メンバーユーザー」は、メンバー組織のメールドメイン内にメールアドレスがあり、プログラムへの参加者と
なることがメンバー組織により認められている個人を意味します。 

「メンター」は、AWSにより書面でメンターシップ機能の利用が承諾されており、メンバーにガイダンスと
アドバイスを提供するメンターとして AWSにより指名されている個人を意味します。 

「メンターシップ」とは、AWS EdStart メンターシップ機能を意味します。これは、本プログラムを通じて
メンバーの事業を推進するという目標を持って、メンターとメンバーが関係を築き、意見を共有し、考え
を伝達し合い、会議または議論の形式でアイデアを話し合うことができるように設計されています。 

「参加者」とは、メンバー、イノベーター、コラボレーターまたはメンターを意味します。 
 
「個人を特定可能な情報」とは、潜在的に特定の人物を識別するのに使用することができるデータを
意味します。個人を特定可能な情報の例には、氏名、メールアドレス、社会保障番号、運転免許証
番号、パスポートまたは国民識別番号、バイオメトリック情報、医療情報、保険証券番号、または銀
行口座番号が含まれますがそれらに限定されません。 
 
「ポリシー」とは、利用規定、プライバシーポリシー、商標使用ガイドラインを意味します。 
 
「本プログラム」とは、教育技術企業がビジネスを成長させるのを支援するように設計されている AWS
のプログラムである AWS EdStartを意味します。 
 
「プライバシーポリシー」とは、http://aws.amazon.com/privacy（および当社が指定する後継または
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関連サイト）に掲載され、随時当社により更新される可能性があるプライバシーポリシーを意味しま
す。 
 
「本プログラムアカウント」とは、本プログラムに対するアカウントを意味し、貴殿が本プログラムサイトに
アクセスし、本プログラムの特典を利用できるようにします。 
 
「本プログラムの特典」とは、参加者に利用可能にするあらゆる特典およびリソースを意味します。それ
にはイベント参加の機会、トレーニングの機会、本プログラムサイトへのアクセス、コンテンツリポジトリ、
本プログラムツール、AWS販促クレジット、メンターシップ、または本プログラムのマークが含まれますが、
それらに限定されません。 
 
「本プログラムのマーク」とは、本契約に関連して貴殿が利用可能な AWS EdStartの商標、サービス
マーク、ロゴ、その他の AWSおよびその関連会社の記号表示を意味します。 
 
「本プログラムサイト」とは、AWS EdStartウェブサイトポータルを意味し、随時更新される可能性があ
り、参加者は自分のアカウントの認証情報を使って本プログラムの特典にアクセスできます。 
 
「本プログラムツール」とは、コミュニティフォーラム、コンテンツリポジトリ、コミュニティディレクトリ、オンライ
ンツール、ウェビナー、トレーニング資料、ホワイトペーパー、ウェブサイト、プログラム参加者に提供される
サービスを意味します。 
 
「提案」とは、貴殿が当社に提供する本プログラムに関するあらゆる改善提案を意味します。 
 
「商標使用ガイドライン」とは、http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/（および当社が
指定する後継サイトまたは関連サイト）に掲載され、随時当社により更新される可能性があるガイド
ラインをおよび商標ライセンスを意味します。 

http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/
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