
以下の翻訳は、便宜上提供されているにすぎず、翻訳版および英語版の間で齟

齬または矛盾がある場合（翻訳版の提供の遅滞による場合を含みますが、これ

に限られません）、英語版が優先します。 

AWS パートナーネットワーク条件 
2017 年 7 月 31 日更新 

この AWS パートナーネットワーク条件（以下「本条件」）には、AWS パート

ナーネットワークプログラム（以下「本プログラム」）への参加に適用される

諸条件が含まれており、Amazon Web Services,Inc. (または下記 10 項に記載

された関連会社）（以下「AWS」、「当社」）と、貴社またはあなたが代表す

る法的主体たる企業・団体等（「貴社」）の間の合意事項です。本条件は、本

条件と共に提供されるチェックボックスをチェックした時点、または本プログ

ラムの便益を受けるほうが早い場合はその時点（以下「有効日」）、で有効と

なります。貴社は法的に契約を結ぶ権限を有していることを当社に対し表明し、

貴社が勤める会社等の法的主体たる企業・団体等を代理して本条件を締結する

場合は、その法的主体たる企業・団体等を拘束する法的権限を有していること

を表明します。 

1.本プログラム

1.1本プログラムへの参加 本プログラムに参加するには、http：

//aws.amazon.com/partners（以下「本サイト」）を通じて完成した本プロ

グラム申請書を提出し、該当するカスタマーアグリーメント（以下に定義する）

に拘束され、本プログラムへの参加が許可される必要があります。疑義を避け

るために付言すると、本プログラムへの参加は、貴社が当社のサービスを再販

またはサブライセンスすることを許可するものではありません。 

1.2本プログラムの便益 本プログラムへの参加が許可された場合、本サイト

に記載されている一定の便益を受ける場合があります。貴社が本プログラムに

関連して受ける便益にはすべて本条件が適用されます。 

1.3本プログラム管理 当社は、貴社が提供した連絡先の詳細を使用して、AWS

または本プログラムに関連する、またはその他貴社が関心を持つと思われる情



報を随時送信することがあります。貴社は、本サイトまたは第三者ウェブサイ

トおよびソフトウェアの使用による情報を含む、貴社が本プログラムに関連し

て当社に提供する情報を、http://aws.amazon.com/privacy から現在閲覧可

能かつ当社が随時更新するプライバシーポリシーに従い、収集、保存、使用、

開示および処理することを許可します。場合によっては、当社は他国の受信者

に貴社の情報を開示することがあります。 

 

1.4料金 貴社は、一定の本プログラムの便益を受けるために本サイト上に記

載された該当する料金を支払います。本プログラムに参加する期間中毎年、本

サイトに記載されている該当する料金が、貴社が当初本プログラムに登録した

際に使用した AWS アカウントに請求されます。本プログラムに関連して AWS

またはその関連会社に支払われたすべての料金は返金されません。 

 

1.5 貴社の行為 貴社はすべての時点において(a)本プログラムにおける活動

を専門的かつ適格な姿勢で行い、(b)適用される法令、規制およびあらゆる政府

当局による命令をすべて遵守し、(c)違法、有害、虚偽もしくは詐欺的行為また

は慣行を行いません。 

 

1.6 独立した当事者 貴社および AWS は独立した契約者であり、本条件によ

り提携関係、合弁事業、代理関係、信託関係、または雇用関係が成立するもの

ではありません。「パートナー」という用語の使用は AWS パートナーネットワ

ークのメンバーシップのみに言及します。いずれの当事者も、またはそれぞれ

の関連会社も、いかなる目的においても相手方の代理人ではなく、相手方を拘

束する権限を有しません。 

 

1.7 追加条件 当社のサービスの利用には、AWS カスタマーアグリーメント、

または当社のサービスの使用を規定するその他の契約（以下「カスタマーアグ

リーメント」）に規定されている条件が適用されます。テストドライブプログ

ラムに参加することを選択した場合は、テストドライブ利用条件も承諾する必

要があります。本プログラムの一部として一定の案件に参加するため、または

一定の便益を受けるためには、第三者条件を含む追加の条件（以下「追加条件」）

に同意する必要がある場合があります。本条件と追加条件に齟齬がある場合、

追加条件が優先しますが、第三者の追加条件に関しては本条件が優先します。 



 

2. PRとマーケティング 

2.1 パートナー資料 当社は本サイトに、貴社の名前、ウェブサイト、その他

総合問い合わせ先情報を記載することがあります。貴社は、当社およびその関

連会社に、商標、サービスマーク、商号、その他の所有権のあるロゴまたは記

章、URL、ドメイン名、またはその他のソースまたは事業者識別情報（総称し

て「貴社の標章」）を、本サイト、顧客リスト、商用プレゼンテーション、チラ

シ、パンフレット、ニュースレターおよびその他類似の資料を含み、本プログ

ラムに関連して使用するための、非独占的で、世界的な、無償のライセンスを

付与します。貴社は、AWS またはその関連会社に、その他テキスト、画像、

Web コンテンツ、オーディオ、ビデオ、またはその他のコンテンツ（ソフトウ

ェアを除く）（以下「追加資料」）を提供することを選択することができ（ただ

し、義務はありません）、本プログラムに関連して使用するためにかかる追加資

料の全部または一部を複製、公開、配布、翻訳するための非独占的で、世界的

な、無償のライセンスを当社およびその関連会社に付与します。 貴社は、本条

項に記載されているとおり AWS およびその関連会社に権利を付与するために

必要な権利をすべて有することを確保します。 AWS は、貴社の標章または追

加資料を合理的に変更もしくは一部変更することができます。当事者間におい

ては、貴社の標章および貴社の追加資料に関する権利、権原ならびに権益はす

べて貴社が所有し留保します。 

 

2.2 自身のAWSパートナーネットワークのメンバーとしての表示 当社の書

面による事前の同意なく、貴社は本プログラムへの参加に関するプレスリリー

スまたはその他を公表することはできません。当社のサービスについて米国連

邦政府とやりとりをする場合は、本プログラムに参加していることを説明する

必要があります。 貴社による本プログラムへの参加が本サイト記載の条件を満

たす場合（満たす各パートナー、「ロゴパートナー」）、貴社が本プログラム

の参加者であることを示す、当社が随時変更する小さなグラフィックイメージ

を当社が貴社に提供する場合があります（「AWS パートナーネットワークロ

ゴ」）。当社は、ロゴパートナーに、ウェブサイト上または最新のオフライン

資料（例えば、印刷物、郵送物、その他の文書）に、本プログラムに参加して

いることを明示するのみの目的で最新版の AWS パートナーネットワークロゴ

を表示するための、非独占的、世界的、無償、取消し可能なライセンスを付与



します。前述のライセンスの範囲外で AWS パートナーネットワークロゴを使用

するには、当社の書面による事前の許可が必要です。AWS パートナーネットワ

ークのロゴにはいかなる変更も加えることはできません。 AWS パートナーネ

ットワークロゴを使用する限定された許可を他の個人または団体に移転、譲渡、

またはサブライセンスすることはできません。貴社が AWS パートナーネットワ

ークロゴを使用する場合は、本サイトに掲載されかつ当社が随時更新する AWS

商標使用ガイドラインに従います。当社は、AWS パートナーネットワークロゴ

を使用するための貴社へのライセンス(ある場合)を、いつでも書面の通知により

取り消すことができます。 当社は、AWS パートナーネットワークロゴおよび

関連する知的財産権に関するすべての権利を留保します。この条項に明示的に

記載されている場合を除き、AWS パートナーネットワークロゴまたは関連する

知的財産権に対する権利は、本条件に従って移転またはライセンスされません。

疑義を避けるため付言すると、貴社がロゴパートナーとしての条件を満たさな

い場合、貴社は自身を AWS の「パートナー」または AWS パートナーネットワ

ークのメンバーとして言及することはできず、AWS パートナーネットワークロ

ゴを使用することはできません。  

 

3.プログラムコンテンツおよび情報  

3.1プログラムコンテンツ AWS は、本サイトならびに第三者のウェブサイト

およびソフトウェアを含むさまざまな手段を通じて、本プログラムの便益とし

て、テキスト、画像、Web コンテンツ、オーディオ、ビデオ、またはその他の

コンテンツ（ソフトウェアを除く）（以下「本プログラムコンテンツ」）を貴

社に提供する場合があります。 

 

3.2本プログラムコンテンツの所有権と使用 当社は、本プログラムコンテン

ツに関するすべての権利、権原ならびに権益を所有し、留保します。当社は、

貴社の顧客に対して当社のサービスをマーケティングする目的でのみ、（5 項で

定義されている）期間中、本プログラムコンテンツを複製し配布するための、

限定的、取消し可能な、非独占的で、サブライセンスできない、移転不可能な

ライセンスを貴社に付与します。本条項に規定されている場合を除き、貴社は、

本条件の下、関連する知的財産権を含む本プログラムコンテンツへの権利を当

社から取得しません。 

 



3.3本プログラムコンテンツの制限 貴社は、本条件で明示的に許可されてい

る以外の方法または目的で本プログラムコンテンツを使用しないことに同意し

ます。貴社は、（a）3.2 項で許可されている場合を除き、本プログラムコンテ

ンツを使用、複製、販売、サブライセンス、配布またはその他の方法で第三者

に移転すること、または（b）本プログラムコンテンツを変更、一部変更または

その他派生物を作成することを試みることはできません。貴社は、期間中およ

び期間終了後、貴社が使用した本プログラムコンテンツに関して、著作権侵害

またはその他の知的財産権侵害の請求を主張する、または第三者が主張するこ

とを承認、援助または奨励することはできません。 

 

3.4 貴社の貢献、提出およびケーススタディ  

(a) 貴社が本プログラムコンテンツに対して当社に提案または貢献をした場合

（「貢献等」）、貴社は、貢献等の権利、権原および権益をすべて当社に取り

消し不可で譲渡し、当社が貢献等の権利を書面化、完成、維持するために必要

となる補助を提供することに同意します。 

(b) 貴社がサンプル・コード・リポジトリもしくはクイック・スタート・テン

プレートのいかなるコードを提供した場合（「提出物」）も、（当社が認定す

る Apache License, Version 2.0 以外のライセンスの適用を貴社が依頼し当社

が書面により同意しない限り）貴社の提出物には Apache License, Version 2.0

の条件が適用されます。 

(c) 貴社が書面によるもしくは記録されたケーススタディ（「ケーススタディ等」）

を当社に提供した場合、貴社は、貴社の社名およびロゴとともに、ケーススタ

ディ等を(i)本サイトを含む AWS が運営するウェブサイト、(ii) 

www.YouTube.com 上の AWS ビデオリポジトリ、および／または(iii)商用的

なプレゼンテーションにおいて、マーケティング目的で複製、公開、配布およ

び／または翻訳する権限を AWS に付与します。 

貴社は、貴社の貢献等、提出物およびケーススタディ等がいかなる第三者のい

かなる権利も侵害せず、第三者から追加で承認を得たり第三者に対して金銭債

務を負うことなく、前述の権利を当社に付与するための権利および権限をすべ

て有していることを表明し保証します。 

 

3.5機密情報 貴社は、本プログラムと関連して AWS より開示されたいかなる

公でない情報も、カスタマーアグリーメントまたは機密情報の使用に適用され



る貴社と AWS との間のその他の契約の条件に従い機密情報として取り扱われ

ることに同意します。貴社は、AWS が機密情報として貴社に提供する、個人も

しくは特定できる個人に関する情報を含むいかなる第三者に関する情報（「第

三者データ」）を機密情報として扱い、貴社はかかる第三者情報を、当社の明

示的な許可によってのみ、AWS およびそのサービスに関連する貴社の製品およ

びサービスの販売促進のみのために使用します。 

 

3.6 第三者データ 貴社が AWS に提供するいかなる第三者データも、(a)か

かる第三者データを AWS およびその関連会社と共有するための、および

(b)AWS およびその関連会社が当社の製品およびサービスならびに本プログラ

ムの販売促進をするために第三者データを利用して対象に連絡するための、必

要な同意を貴社はすべて得ていることを表明し保証します。 

 

4.資金プログラム 

 

4.1 資金利益 当社は、その選択により、貴社のプルーフオブコンセプトのプ

ロジェクト、マーケット開発活動、顧客のマイグレーション、またはその他の

類似のプロジェクト（「プロジェクト等」）を支援するために資金提供をする

場合があります。 

 

4.2 請求 貴社は、(a) AWS へのプロジェクト等提案、適用される本プログ

ラム等ガイダンス、およびプロジェクト等に対する AWS による事前承認確認の

際に課した条件に従ってプロジェクト等を成功に終わらせた場合、(b)AWS の

承認する管轄においてのみプロジェクト等の作業を行った場合、および(c)本条

件に従ってプロジェクト等を完了させた場合のみ、当社に対して本プログラム

等に関する資金の請求を行います。 

 

4.3 当社の役割 貴社は、AWS およびその関連会社、ならびにそれぞれの従

業員、役員、取締役および代表が、プロジェクト等に関連して発生したいかな

る責任も負わず、プロジェクト等に関連して発生した財産または個人に対する

いかなる責任、損失、傷害または損害、ならびに合理的な弁護士費用および訴

訟費用について、法的に許可される最大の範囲で免責することに同意します。 

 



5.期間と終了 

本条件は有効日に開始し終了するまで有効です（以下、「期間」）。ただし、

該当するカスタマーアグリーメントが終了した時に本条件は自動的に解除され

ます。いずれの当事者も、少なくとも 30 日前に適用されるカスタマーアグリー

メントに従って通知することにより、理由の有無を問わず本条件を終了するこ

とができます。いずれかの理由で本条件が終了した場合、（a）貴社または当社

が許可したすべてのライセンスは終了します、 （b）貴社は、すべての資料等

（下記 6 項に定義されています）の使用をただちに停止し、貴社のサイトから

削除します、 （c）貴社はただちに本プログラム参加者または AWS パートナー

としてご自身を名乗ることをやめます。 

 

6.免責事項 

本プログラム、および AWS パートナーネットワークのロゴ、本プログラムコン

テンツ、第三者データ、および本プログラムを通じて AWS が提供するすべての

便益またはその他の資料（以下総称して「資料等」）は、「現状有姿」で提供

されます。法律で禁止されている範囲を除き、当社およびその関連会社は、資

料等にエラーまたは有害な構成品がない保証、取引きの過程または商慣習より

生じる保証、商品性、妥当な品質、特定の目的への適合性、非侵害性、または

平穏享受の黙示の保証を含み、本プログラムまたは資料等に関して、明示的、

黙示的、法的、またはその他のいかなる方法による表明または保証も行いませ

ん。国際物品売買契約に関する国連条約は、本条件には適用されません。 

 

7.責任の制限 

当社と当社の関連会社は、（A）貴社の本プログラムへの参加、（B）貴社の資

料等の使用、または（C）本条件、本プログラム、または貴社の資料等へのアク

セスもしくは使用に関連して、貴社が投資、出費またはコミットメントをした

ことに関連して生じたいかなる間接的、偶発的、特別、派生的もしくは懲罰的

損害、または収益、利益もしくはのれんの逸失に関して、かかる損害の可能性

を知らされていたとしても、責任を負いません。本プログラムおよび資料等に

関連して生じる AWS およびその関連会社の責任総額は、直近の請求の前の 12

ヶ月間に支払い済みもしくは支払うべきの、1.4 項において言及する料金の返還

に限られます。この 7 項の制限および除外は、適用される法律で認められる最

大限の範囲で適用されます。 



8.変更

当社は、本条件を随時変更したり、本プログラム全体またはその一部を変更ま

たは中止することができます。当社は、変更内容を本サイトに掲載することに

より、または本プログラムのお申込みの際に当社に提供された電子メールアド

レス宛に電子メールで、貴社に通知します。変更がないか本サイトを定期的に

チェックする責任は貴社にあります。変更は、そのような変更が掲載された日

現在に、または電子メールによる通知の場合は電子メールに記載されている通

りに、有効となります。本プログラムに引き続き参加することにより、貴社は

本条件の最新版を遵守し、これに拘束されることに同意するものとします。当

社は、本条件の冒頭に記載されている日付に本条件を最後に変更しました。 

9.その他

9.1 譲渡、第三者への利益無供与 貴社は、当社の事前の書面による同意なし

に、本条件を譲渡したり、本条件に基づく権利を委任または再許諾することは

できません。本条項に違反する譲渡または移転は無効となります。上記を条件

として、本条件は、当事者および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。本条件は、本条件の当事者ではない個人また

は団体に対して第三者の受益権を付与するものではありません。 

9.2 権利放棄の否定 当社が本条件の条項を執行しなかった場合でも、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

行する権利を制限するものでもありません。 

9.3 完全合意、英語 本条件には参照することにより組み込まれている他のす

べての文書が含まれており、本条件が、本条件で主題となっている事項に関す

る貴社と当社との間の完全合意です。 

本条件は、書面または口頭にかかわらず、貴社と当社との間の主題に関する従

前または同時点でのすべての表明、理解、合意、または連絡に優先します。本

条件の英語版の翻訳が提供され、内容に齟齬があった場合には、本条件の英語

版が優先します。 



9.4 評価およびフィードバック AWS は、貴社の製品またはサービスを評価す

る、もしくは顧客が評価することを可能とする、仕組みを使用することができ、

かかる評価およびフィードバックを公表することができます。 

 

9.5準拠法、管轄 本条件は、抵触法の規則を参照することなく、ワシントン

州法に準拠し、当事者間で発生するいかなる紛争にも適用されます。 AWS の

資料等または本条件にいかなる方法でも関連する紛争は、ワシントン州キング

郡の州または連邦裁判所で審理されます。各当事者は、これらの裁判所が非専

属的管轄権を有し、裁判地とすることに同意します。いずれの当事者も、かか

る当事者、その関連会社、または第三者の知的財産またはその他の所有権につ

いて実際の侵害もしくは侵害の疑いがある場合、管轄権を有する裁判所に差止

めまたはその他の救済を求めることができます。 

 

9.6 輸出入規則の遵守 貴社は、貴社およびその取引金融機関、または貴社も

しくはその取引金融機関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、欧州連合もしくはその加盟国またはその他適用ある政府当局が発動

した制裁措置の対象となっておらず、またそれらの政府当局が保持するリスト

（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

省の団体リスト等）を含むいかなる禁止もしくは規制の対象者リストにおいて

も指定されていないことを表明し保証します。貴社は、物品、ソフトウェアま

たは技術（「対象物」）を、対象物の輸出、再輸出または送信が規制または禁

止されている国、個人、法人、組織または団体（国連、米国の国務省、財務省

もしくは商務省、欧州連合またはその他適用ある政府当局が発動した制裁措置

または禁輸措置の対象である国、個人、法人、組織または団体を含みます）に

対し、直接または間接的に、輸出、再輸出、送信せず、また当該行為をさせま

せん。 

 

9.7 可分性 本条件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

であっても、本条件の残余の部分は引き続き完全な効力を有するものとします。

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

って解釈されるものとします。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条件から分離されますが、本条件の残余の部分は引き

続き完全な効力を有するものとします。 



10. 特定の管轄に関する特別規定
本条件に相反する規定がある場合でも、以下が適用されます。 

10.1 インド 貴社の AWS アカウントに関連付けられた住所がインドにある場合、 

（a）AWS の契約当事者は以下です。

Amazon Internet Services Private Limited 

Ground Floor, EROS Plaza, Eros Corporate Centre, Nehru place, New Delhi, 

India - 110019 

Facsimile: 011-47985609 

Attention: Legal Department 

（b）「カスタマーアグリーメント」とは AISPL カスタマーアグリーメント、ま

たは当社のサービスを貴社が利用する際に適用されるその他の契約を意味しま

す。

（ｃ）9.5 項に関わらず、(i)本条件はインドの法律に準拠します。（ii）資料等ま

たは本条件に関連するいかなる紛争も、当事者間の協議を通じて 15 日以内に解決

されない場合、AWS によって指命された唯一の仲裁人による仲裁に付されます。 

（iii）各当事者は、かかる仲裁による決定および仲裁判断が最終的で両当事者を

拘束することを確認し同意します。（iv）仲裁は、適宜有効となる（Indian） 
Arbitration and Conciliation Act（1996 年）の規定に従って行われます。（v）仲

裁手続きは英語で行われ、仲裁地はニューデリー、インドです。 




