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さくら UTOPIA CLOUD 接続サービス利用規約 

 [AWS接続サービス] 

第１条（目的） 

株式会社さくらケーシーエス（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下「本利用規約」とい

います）、「さくら UTOPIA CLOUD 接続サービス」サービス利用申込書（以下「利用申込書」といいます。）

に基づき、サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供し、契約者は以下の通り合意するものと

します。 

 

第２条（本利用規約の適用範囲） 

本利用規約は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。契約者は、本利用規

約を確認し、同意した上で利用申込書を申し込むものとし、契約者は、本利用規約に則って本サービスを利

用するものとします。本利用規約に定めのない事項については、個別契約が適用されるものとし、本利用規

約の内容と個別契約の内容が抵触する場合は、個別契約の内容が優先して適用されるものとします。 

 

第３条（本利用規約の変更） 

1. 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用

契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。 

2. 当社は前項の変更を行う場合は、本サービスの一般公開用ホームページ上に表示することにより行う

ものとし、表示後１か月経過した時点で全ての契約者に通知したものとみなされるものとします。 

 

第４条（用語の定義） 

本利用規約において、次に掲げる用語は、当該各号の定めるところによります。 

1. 「契約」とは、利用申込書、及び本利用規約を意味します。 

2. 「契約者」とは、本サービスの契約を申し込み、本サービスの提供を受けるエンドユーザである法人を

意味します。 

3. 「AWS」とは、Amazon Web Services, Inc.が提供する Amazon Web Services™を意味します。 

 

第５条（定義） 

1. 本サービスは、契約者が、Amazon Web Services, Inc.の提供する AWSサービスへ接続するために、当

社契約のリレーション Ethernet網（TOKAI ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社 BroadLine）を経由し、当社通信機器を介し、

帯域共有型で提供する電気通信サービスとします。 

2. アクセス区間と利用帯域は対象サービスのサービス仕様書に準じます。 

3. クラウドサービス自体の提供・サポートは、この本規約の提供範囲外とします。 

 

第６条（契約の申込） 

1. 契約者は、本利用規約の内容を承諾し、所定の方法で当社に本サービスの利用を申し込むものとしま

す。 

2. 契約者により次条の契約が申し込まれた時点で、当社は、契約者が本利用規約を承諾したものとみな

します。 

3. 当社は、契約の申込みの受領により契約者の申込を承諾するものとし、当該時点をもって、当社と契約

者における契約が成立するものとします。 
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第７条（契約の申込方法） 

契約者は当社所定の利用申込書に必要事項を記載し、当社に提出することにより申し込むものとします。 

 

第８条（契約の承諾、締結） 

1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は契約を承諾しないことがあります。 

(1) 契約者が実在しない場合 

(2) 契約者のシステム環境の問題により、本サービスの提供が困難であると判断した場合 

(3) 本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難な場合。 

(4) 当社所定の利用申込書に虚偽の事項を記載した場合、又は記入漏れがある場合 

(5) 第１６条（契約者の管理責任）に違反するおそれがある場合 

(6) 過去に本サービスの代金支払いを遅延し、又は不正に免れようとしたことがある場合 

(7) 契約者自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれに準ずる者

等（以下「自己経営関係者等」といいます。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はその関係

者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等」といいます。）であることが判明した場合 

(8) 契約者の経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力もしくは関与していることが判明したとき、

又は自己の経営に暴力団等が関与していることが判明した場合 

(9) その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合 

2. 当社は、契約の承諾後であっても、契約者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、その承諾

を取り消すことがあります。 

 

第９条 (権利譲渡の禁止) 

契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三

者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。 

 

第１０条 (契約者の地位の承継) 

契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人または合併により新設さ

れた法人が契約者の地位を承継するものとします。かかる場合、合併後存続する法人または合併により新

設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知す

るものとします。 

 

第１１条（変更の届出） 

1. 契約者が契約締結の際、又はその後に当社の届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なく当

社所定の更新申込書を当社に届け出るものとします。 

2. 前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。ま

た、当社からの通知等が契約者に不到達となっても、契約者から連絡先として指定されている場所に

通知等を発送している場合には、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 

3. 届出のあった変更内容がサービス費用内での作業範囲でない場合は、当社より別途見積りを提示し、

契約者との合意の上で変更作業を行うものとします。 

4. 当社は、届出のあった変更内容が当社規定の変更対象の適用範囲外であった場合は、その内容を審査

し、当社が本サービスの提供が不相当であると判断した場合は、本サービスの利用を一時的に停止し、

又は契約を解除することがあります。 

 

第１２条 (非常時における利用の制限) 

当社は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予

防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その

他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または、

中止する措置をとることがあります。 
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第１３条 (保証の制限) 

本サービスは、以下の事項を保証するものではありません。 

(1) 常に利用可能であること 

(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性 

(3) 回線帯域の確保 

 

第１４条(通信利用の制限) 

1. 当社は、電気通信事業者法第８条の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、若しくは発

生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序

の維持に必要な通信その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービ

スの提供を制限する措置を執ることがあります。 

2. 当社は、前項の規定に基づき本サービスの提供を制限することにより契約者（本サービスに関わる契

約者の顧客を含みますが、これらに限りません。）に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担し

ないものとします。 

 

第１５条（再委託） 

当社は、本サービスの一部又は全部を第三者に対して再委託することができるものとします。この場合、当

社は、当該再委託先に対し、当該再委託業務遂行について本利用規約所定の当社の義務と同等の義務を負

わせるものとし、再委託先の行為について当社が一切の責任を負担するものとします。ただし、当社の損害

賠償の範囲は第２７条を準用するものとします。 

 

第１６条（契約者の管理責任） 

1. 契約者は、本サービスに関連して当社及び TOKAI ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社から発行されるログイン名、パスワー

ド等（以下「パスワード等」といいます。）を自己の責任において管理するものとし、パスワード等を

第三者に不正使用、譲渡、貸与、又は担保提供することはできないものとします。 

2. パスワード等の使用上の誤り又は第三者による不正使用等当社に何ら責に帰すべき事由がない場合に

損害が生じても、当社は一切責任を負いません。 

3. 契約者は、パスワード等の盗難又は不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を当社に連絡する

ものとし、当社から指示があるときはそれに従うものとします。 

4. 契約者からのパスワード等の問い合わせに対しては、当社は、本人確認のため、当社所定の方法で回答

いたします。 

5. 本サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該

手段にも本条の規定が適用されるものとします。 

6. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき当社が提

供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。 

 

第１７条 (提供の中止) 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき 

(3) 当社以外の電気通信事業者およびクラウドサービス提供事業者が、電気通信サービスの全部また

は一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき 

(4) その他本サービスの運用上又は技術上の相当な理由があるとき 

2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、その 10営業日前までに、その理由お

よび実施期間を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま

せん。 

3. その他、当社の責めに帰すべき事由により、契約者が利用契約に基づき利用している本サービスを利
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用できない事態が生じた場合は、第 27 条(損害賠償の範囲)が適用されるものとします。 

 

第１８条（契約者の禁止事項） 

1. 契約者は、本サービスの利用にあたり以下の行為をしてはならないものとします。契約者に当該行為

の中止、修正またはデータの移動を求め、あるいは事前に通知することなく契約者の表示または発信

する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くことができます。 

2. このとき、理由、停止日、停止期間を当社が適当と判断する方法により通知し、本サービスの提供を停

止することがあります。かかる停止によっても当該行為が是正されない場合には、当社は、当該停止期

間を延長することができます。 

(1) 当社または第三者(本サービスを直接または間接に利用する契約者以外の者を含みます。以下本条

において同じ)の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 

(2) 当社または第三者に不利益を与える行為 

(3) 本サービスの構成について重大な影響を及ぼす情報を発信し、またはこれを掲載する行為 

(4) 当社のサービスを利用してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを提供し、または当社の

サービスに関連して使用する行為 

(5) 当社のサービスを利用して無差別並びに大量に不特定多数の者に対し、これらの者の意思を無視

してメール等を送信する行為 

(6) 当社または本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で当該サービスを利用する行為 

(7) その他、適用法令、条約(輸出法令を含みます)等に違反する行為、または違反のおそれのある行為 

(8) 前各号の行為を行い、またはこれを行おうとしている者を助長する行為 

 

第１９条（利用料金） 

1. 契約者は、以下の料金等を当社に支払うものとします。 

(1) 初期費用 

① 利用契約の成立時に支払われるものとします。 

(2) 月額費用 

① サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。 

(3) 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。 

2. 料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、当社が接続環境設定を完了次第送付

するサービス開始通知書に記載される課金開始月と異なる場合には、後者の日付より料金が発生する

ものとします。 

3. 月額費用についてサービス利用開始日またはサービス利用終了日が月の途中である場合は、当該月は

１か月としてその月の月額の契約金額を算出するものとします。 

4. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和 63 年法律

第 108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を

含みます)が加算され、契約者がこれを負担するものとします。 

5. 当社の料金を変更する場合は、契約者に変更の１ヶ月前に通知するものとします。 

 

第２０条（最低利用期間） 

本サービスの利用期間は、サービス提供開始日を含む月から起算して 6 ヶ月目の末日までを最低利用期間

とし、原則として当該期間内の解約はできないものとします。当社が定める方法により期間満了１ヶ月前

までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用期間は期間満了日の翌日からさらに 1 ヶ月

自動的に延長されるものとし、以後もまた同様とします。 

 

第２１条 (契約変更または解除に伴う違約金) 

契約者は、前条の最低利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、当社が定める期限までに、解約日以降最

低利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当

社に支払うものとします。 
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第２２条（端数処理） 

当社は料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。 

 

第２３条（当社による契約の解除） 

1. 当社は本サービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合

には、契約を解除することができます。 

2. 当社は、契約者が当社の業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、契約を解除することが

できます。 

3. 当社は、契約者が、本サービスの利用料金について、支払い期日を２ヶ月経過してもなお支払わないと

きは、契約を解除することができます。 

4. 当社は、前３項の規定により契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知しま

す。 

5. 当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに契約を解除することが

できます。 

(1) 本利用規約の条項に違反した場合 

(2) 本サービスの運用を妨害した場合 

(3) 本サービスにより利用しうる情報の改竄を行った場合 

(4) 利用申込書、更新申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合 

(5) 支払を遅延した場合又は支払を拒否した場合 

(6) 支払停止又は支払不能となった場合 

(7) 手形又は小切手が不渡りとなった場合 

(8) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があったとき、又は、公租公課の滞納処分を受けた

場合 

(9) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに

類似する破産手続開始の申立があったとき、又は、清算に入ったとき、信用状態に重大な不安が生

じた場合 

(10)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき、又は、転廃業しようとした場合 

(11)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 

(12)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 

(13)利用規約を履行することが困難となる事由が生じた場合 

6. 契約者は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、当社に対する一切の債務につき、当然に

期限の利益を失うものとします。 

 

第２４条（契約者による本サービスの解約） 

契約者は、本サービスの一部又は全部を解約しようとするときは、解約しようとする日の１ヶ月前までに

当社が定める方法により、その旨を当社に通知することにより、本サービスを解約することができるもの

とします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が１か

月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より１か月後を契約者の解約希望日とみなすものとしま

す。又、当社は当社の責に帰すべき事由による解約の場合を除き、契約者に対して未経過期間に対する金額

を返還しないものとします。 

 

第２５条 (免責) 

1. 当社は、本サービスに関して、契約者もしくは利用者またはその他の第三者に生じた損害で、次に定め
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る事由に該当する損害については、本規約もしくはサービス仕様書に別段の定めがある場合を除き、

直接または間接を問わず、また、付随的もしくは結果的損害、または逸失利益、機会損失、データ喪失

等を含め、一切の賠償の責を負いません。 

(1) 契約者に、第 12 条(非常時における利用の制限)、第 13 条(保証の制限)、第 17 条(提供の中止)、

に定める事由により生じた損害 

(2) 対応クラウドサービスの使用により生じた損害 

(3) 本サービスによって得る情報の使用により生じた損害 

2. 前項に定めるほか、当社は、契約者(利用者を含みます)が本サービスの利用に関して被った損害につ

いて、この理由の如何を問わず、またこれが私的利用であるか商用であるかを問わず、一切賠償の責任

を負いません。 

 

第２６条（サービスの廃止） 

当社は、やむを得ない事由により本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、

廃止の１２ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとし、当社は契約者に対し賠償義務を負わな

いものとします。 

 

第２７条（損害賠償の範囲） 

1. 当社は、本サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全くできない状態が

生じ、最終的に契約者が当該月のサービスを利用できなかったときは、原則として契約者の負担すべ

き本サービスの利用料金の１ヶ月分を限度として契約者が蒙った損害を賠償します。 

2. 前項の場合において、責に帰すべき事由が契約者にも存する場合は、契約者の負担すべき本サービス

利用料金の１ヶ月分を限度とし、かつ当社及び契約者双方の過失割合を按分した金額を賠償します。 

3. 前２項の場合において、契約者が請求をし得ることとなった日から６ヶ月を経過するまでに当該請求

をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

4. 契約者が本利用規約に違反し又は不正行為により当社に対し、損害を与えた場合は、当社は契約者に

対し損害賠償請求ができるものとします。 

5. 契約者が本サービスの利用により第三者（他の契約者を含みます）に対し損害を与えた場合、契約者は

自己の責任でこれを解決し、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。 

6. 当該稼働不良が、当社、契約者どちらの責に帰すべきか明確でない場合は、両者で別途協議するものと

します。 

7. 当社は、本条に規定している場合の他は、本利用規約に関連して損害賠償責任を負わないものとしま

す。 

 

第２８条（秘密保持義務） 

1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の

情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範

囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報（以下「秘密情報」といいます。）を第三者に開

示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次

の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(4) 契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 
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(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 

2. 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公

署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示す

ることができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に

開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやか

にこれを行うものとします。 

3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 

4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内

でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等（以下本条において「資料

等」といいます。）を複製又は改変（以下本項においてあわせて「複製等」といいます。）することがで

きるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定め

る秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要

な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 

5. 前各項の規定にかかわらず、秘密情報の提供を受けた当事者は、再委託のために必要な範囲で、契約者

から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、

秘密情報の提供を受けた当事者は、再委託先に対して、本条に基づき自己が負う秘密保持義務と同等

のものを負わせるものとします。 

6. 本条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。 

 

第２９条（個人情報の取扱い） 

1. 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含ま

れる個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。具体的には、契約者に

関する情報であって、企業名、契約者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、ｅ－ｍａｉｌアドレス、そ

の他属性情報、その他利用に関する情報、及びサービス利用履歴その他サービス利用に関する情報を

いいます。以下同じとします。）を以下の各号の場合に必要な範囲でのみ利用するものとします。 

(1) 本サービス遂行のため 

(2) 契約の履行（技術情報、サービス、サポートの提供等）のため 

(3) 技術情報、サービス、サポートに関する情報の提供及び提案のため 

(4) サービス、その他の問い合わせ、依頼等の対応のため 

(5) 代金の請求、回収、支払い等の事務処理を行うため 

(6) その他一般連絡、問い合わせ、回答のため 

(7) 契約者から同意を得た範囲内で利用する場合 

2. 本条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。 

 

第３０条（個人情報の預託） 

当社は、当社より「郵送」「ｅ－ｍａｉｌ」により契約者に連絡をする場合、秘密保持契約を締結している

当社関連会社に業務を委託し、契約者の個人情報を預託する場合があります。 

 

第３１条（個人情報の訂正等の方法） 

契約者が本サービスの登録内容の訂正、削除、個人情報の利用停止、個人情報開示を要求する場合は、契約

者本人が当社所定の方法により、実施するものとします。その場合、当社は要求者が契約者本人であるかを

確認する場合があります。 
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第３２条（反社会的勢力との関係排除） 

1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当するものをいいます。 

(1) 暴力団およびその関係団体 

(2) 暴力団およびその関係団体の構成員 

(3) 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに属する団

体または個人 

(4) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体または個人 

(5) その他前各号所定の団体または個人に準ずる者 

 

2. 契約者および当社は、次の各号に定める内容について、表明、確約するものとします。 

(1) 自らが反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと 

(2) 自らが反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しないこと、かつ将来にわたっても関係

を有しないこと 

(3) 自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布・偽計ま

たは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為

を行わないこと 

3. 契約者および当社は、相手方が前項各号に違反し、または前項第（１）号および第（２）号の規定に基

づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対してなんらの通知、

催告も要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるのもとします。 

4. 契約者および当社は、前項の規定による契約解除により相手方に損害が生じても、これを一切賠償し

ないものとします。 

5. 契約者および当社は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、第３項の規定に

よる契約解除にかかわらず、当該損害について損害の賠償を相手方に請求することができるものとし

ます。 

 

第３３条（データの取り扱い） 

1. 契約者は、自己のデータ領域（データ保管空間）内でなされた一切の行為及びその結果について、当該

行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 

2. 当社、本サービスの利用のために契約者が Webシステム経由で提出したデータについては何らの保証

も行わず、その責任を負わないものとします。 

3. 当社及び TOKAI ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ社は、システム上の故障・停止時の復旧の便宜に備えて、契約者の承諾を

得ることなく、バックアップを取得し保管することがあります。 

 

第３４条（準拠法） 

契約の成立、効力、履行及び本利用規約の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。 

 

第３５条（合意管轄） 

契約に関して生じた紛争については、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と

します。 

 

 

Amazon Web Services、“Powered by Amazon Web Services”ロゴ、［およびかかる資料で使用されるその
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他のＡＷＳ商標］は、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 


