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ギフト券コード購入契約書 

 
 

本ギフト券コード購入契約書（本契約に関連して締結されたプログラム覚書及び添付の別紙を含めて

以下「本契約」という。）は、Amazon Gift Cards Japan 株式会社（以下「AGCJ」という。）と、ギフト券コ

ード購入申込者（以下「貴社」という。）との間で締結された。本契約は、貴社が本契約の内容に同意す

る旨が記載されたチェックボックスにチェックを入力した上で、「契約を締結する」と表示されたボタンを

クリックした日（以下「発効日」という。）付で効力を生じる。かかるクリックにより本契約に同意した者は、

AGCJ に対し、(i)自らが本契約を締結するために必要な一切の権利及び権限を有すること、及び(ii)本

契約は、締結された時点で、本契約の条項に基づき貴社に対し執行可能な適法かつ有効な拘束力の

ある義務を構成することを表明する。本契約は、貴社によるギフト券コードの購入及び配布に適用され

る条件を定める。AGCJ及び貴社を総称して「両当事者」といい、個別に「当事者」という。 

 

1. 定義 本契約で別途定めない限り、本契約で使用されている用語は別紙１に定める意味を有する。 

 

2. ギフト券コードの購入 

 

(a) 注文及び納品 貴社又は注文サイトで貴社が指定した個人は、注文サイト又はオンデマンドサー

ビスを使用してギフト券コードを注文することができる（以下個別に「注文」という。）。貴社は、第3

条(a)項に従って配布する目的でのみ、ギフト券コードを購入するものとし、貴社がオンデマンドサ

ービスを使用して注文した場合、オンデマンドサービス規定に従う。貴社が注文サイトで電子メー

ルによる納品を選択して注文した場合、電子メール配信代行サービス規定に従う。プログラム覚

書において特段の定めがない限り、ギフト券の注文は1回につき10万円以上とし、ギフト券の注文

は週1回までとする。AGCJは、単独の裁量により、注文を受諾し又はこれを拒絶することができる。

AGCJは、注文を受諾した場合、注文を受けたギフト券コード（又は印刷済みの物理的ギフト券の

場合にはギフト券）を、注文サイト上又はオンデマンドサービス上で選択可能な納品方法の中から

貴社が選択した方法により、貴社又は貴社が指定する受取人へ納品する。 

 

(b) 支払 貴社は、AGCJに対して、当該注文にかかるギフト券コードの額面金額の総額を前払いしな

ければならない。支払いはAGCJが指定する銀行口座への振込により行う。貴社は、AGCJに対し

前払金（以下「前払金」という。）を預託することができ、その場合、AGCJは、受諾した各注文の金

額を前払金から控除するものとする。ギフト券コードは瑕疵があるものを除き、返品・返金・交換は

できないものとする。ギフト券コードの購入は全てギフト券細則の規定に服するものとし、日本国

内で行われる。 

 

(c) 税金 各当事者は、本契約に基づく取引及び支払いに関して自らに課せられる全ての税金、行政

手数料及び費用（並びに罰金、利息及びそれらに付随するもの）を確認し、支払う責任を負う。貴

社は、本契約に基づきAGCJに対して行う全ての支払いについて、源泉徴収その他の控除を行わ

ない。 

 

(d) 最低購入必要金額 貴社は、少なくとも最低購入必要金額分のギフト券コードを購入することに合

意する。 

 

(e) プログラム覚書  AGCJと貴社は、ギフト券コード又はギフト券の貴社による購入及び配布に関す

る追加的条件を規定するプログラム覚書を締結することができる。各プログラム覚書は本契約の

一部をなし、各プログラム覚書に規定された条件は、当該プログラム覚書に規定されたプログラ

ム期間に関して、本契約に組み込まれるものとする。 

 

3. ギフト券の配布 
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(a) 配布 貴社は、第3条(b)に従って対象地域においてのみ、従業員又は顧客に対するインセンティ

ブ、ロイヤルティー、報奨金、表彰又はギフトとして付与するプログラムの一環としてのみギフト券

を受取人に配布することができる。貴社は、ギフト券を再販又は財産的価値のある対価をもって

譲渡することはできない。貴社は、承諾のない勧誘メールのメッセージその他承諾のない電子的

又は物理的なコミュニケーションにおいて、ギフト券を使用することはできない。貴社は本契約を

履行するに際してあらゆる適用法を遵守するものとする。貴社は、ギフト券を配布する貴社のプロ

グラムに関して、ブランド利用条件を含む必要な制限又はガイドラインを遵守させ、ギフト券配布

の態様及び方法を監督する責任を負う。貴社は、ブランド利用案内ページに定めるギフト券配布

利用条件及び使用できるロゴにつき変更を加えることなく、受取人に対する配布に利用するもの

とする。AGCJは、ギフト券の広告、提供又は配布について、いかなる者によるか、またその方法・

場所を問わず、その単独の裁量において禁止する権利を留保する。 

 

(b) 宣伝 貴社は、貴社が行うギフト券の広告・配布に関連する広告物その他の販売促進資料（以下

「宣伝」という。）の作成に関して責任を負うものとし、AGCJは宣伝に使用されるAmazonマークを

貴社に提供する（ブランド利用案内ページにおいて提供されるものを含む。）。すべての宣伝及び

Amazonマークの使用は、ブランド利用条件その他のAGCJが随時定めるポリシー又は条件に従う

ものとする。貴社は、ブランド利用条件に従い宣伝の作成ないし変更を行い、AGCJからの要請に

従いその全てについて審査のためAGCJに提出する責任を負う。AGCJは、その単独の裁量におい

て、貴社に対して書面で通知することにより、随時、Amazon資料の使用に関する従前の許可を

取り消し又は修正することができる。この場合貴社は、(i) Amazon資料の電子的又はオンライン

での使用、掲載、配布については、AGCJによる通知から3営業日以内に当該通知内容に従うと共

に、(ii) Amazon資料を含む印刷物又は物理的媒体についてはAGCJによる通知から30日以内に

これを更新するものとし、いずれの場合においても、適用法によってより早急な対応が必要とされ

る場合は速やかに、これを行うものとする。 

 

(c) Amazonマークのライセンス AGCJは、本契約期間中、対象地域内に限り、第3条(b)項に従って

宣伝及びギフト券の様式にAmazonマークを使用するための、支払済みの、非独占的な、移転・

サブライセンス不可の、取消可能な、譲渡不可の制限付ライセンスを、貴社に対して付与する。

AGCJは、貴社に通知することにより、直ちに当該ライセンスを取り消すことができる。本契約に明

示的に定める場合を除き、貴社はAmazonマークをいかなる方法によっても使用してはならず、ま

たAGCJは貴社に対して、AGCJ又はその関連会社の有する知的財産権を使用、複製、実施、表示

又は配布するライセンスを付与するものではない。AGCJは、Amazon資料その他のAGCJ又はそ

の関連会社の有する知的財産権に関する全ての権利、財産権及び利益を留保する。貴社が

Amazonマークを使用することにより生じる全ての営業上の信用は、AGCJ、その関連会社又はそ

の使用許諾者の利益のためのみに効力を生じる。 

 

(d) 貴社マークのライセンス 貴社は、本契約期間中AGCJ及びその関連会社に対して、(1)ギフト券を

広告し、(2)ランディングページ、配布テンプレート及びギフト券をAmazonマーク及び貴社マークを

使用してカスタマイズし又はこれをブランド提携のものとして作成するために貴社マークを使用す

る、支払済みの、非独占的な、移転・譲渡不可の権利及びライセンスを付与する。AGCJ 又はそ

の関連会社による貴社マークの使用により発生した全ての営業上の信用は、貴社又はその使用

許諾者の利益のためのみに効力を生じる。 

 

4. ギフト券の使用、制限 各ギフト券の使用は、ギフト券細則に従う。貴社は、購入したギフト券コー

ドを、貴社自ら又は内部業務で使用するための商品又はサービスをAmazonサイトから調達する

ために使用してはならない。貴社がAmazonサイトのアソシエイトプログラムの参加者である場合、

貴社は、当該プログラムを通じてギフト券を購入、使用してはならず、受取人に当該プログラムを

通じてギフト券を使用するよう誘導又は指示してはならないものとする。 
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5. 貴社のその他の義務 

 

(a) ターゲティングの禁止、費用請求の禁止 貴社は、受取人がAmazonサイトのユーザーであること

又はギフト券の受取人であることを利用して、その種類を問わず受取人に対するコミュニケーショ

ン、プロモーション、広告についてターゲティングを行ってはならず、またこのことを受取人のプロ

ファイルデータに追加してはならないものとする。貴社は、ギフト券に関して受取人に対し、手数料、

サービス料その他の料金を請求し又はかかる請求がされることを許容してはならないものとする。 

 

(b) 情報 AGCJは、貴社が本契約を遵守したことを確認するために、契約期間中及び契約期間終了

後3年間にわたり、貴社に対して、支払い、注文又は宣伝に関する詳細情報を求めることができる

ものとし、貴社は求めがあってから10営業日以内にこれを提供する。 

 

6. 表明保証  

 

(a) 一般的表明保証 各当事者は、他方当事者に対して、発効日及びプログラム覚書に規定する発

効日において以下の事項を表明保証する。(a)本契約を締結し履行するために必要な一切の権

利及び権限を有すること、及び(b)本契約は、締結された時点で、本契約の条項に基づき執行可

能な適法かつ有効な拘束力のある義務を構成すること。 

(b) 反社会的勢力 

(i) 各当事者は、他方当事者に対し、発効日及びプログラム覚書に規定する発効日において、

自らが以下の各号（以下総称して「暴力団員等」という。）のいずれにも該当しないことを表

明保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 

(A) 暴力団 

(B) 暴力団員 

(C) 暴力団準構成員 

(D) 暴力団関係企業 

(E) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

(F) その他前各号に準ずる者 

(ii) 当事者いずれかが暴力団員等のいずれかに該当し、又は前記(i)に違反して虚偽の表明を

したことが判明した場合には、他方当事者は違反当事者に対する通知により、直ちに本契

約を解除することができる。かかる場合、解除を行った当事者は違反当事者に対し解除を理

由とする一切の損害賠償義務を負わない。また、かかる解除がAGCJによりなされた場合、

貴社は、AGCJに対する未使用前払金の返還請求権を放棄したものとみなす。 

(c) 制裁 貴社は、貴社及びその取引金融機関が、国連安全保障理事会、米国政府、欧州連合若し

くはその加盟国又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及び制裁回避者リスト並

びに米国商務省の団体リスト等）を含むいかなる禁止若しくは規制の対象者リストにおいても指

定されておらず、又は当該禁止若しくは規制の対象者により所有若しくは支配されていないことを

表明し保証する。 

 

7. 契約期間・終了・履行停止 

 

(a) 契約期間 本契約の最初の期間は発効日に開始し、本契約の定めに従って早期に終了しない限

り1年間継続する（以下「当初期間」という。）。当初期間経過後は、本契約の定めに従って早期に

終了しない限り本契約は1年間ずつ自動的に更新される（以下個別に「更新期間」といい、当初期

間と併せて「契約期間」という。）。当初期間経過後は、各当事者は理由の有無を問わずいつでも、

30日前の書面による事前通知により本契約又はプログラム覚書を解約することができる。当初期

間又は更新期間に第2条(a)項に従ったギフト券コードの購入がなされない場合、本契約は当初期

間又は該当の更新期間の末日をもって終了する。 
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(b) 解除 いずれの当事者（以下「解除当事者」という。）も、以下の各号に従い、他方当事者（以下

「被解除当事者」という。）に対する通知により、本契約又はプログラム覚書を解除することができ

る。 

 

(i) 重大な違反 解除当事者は、他方当事者による本契約又はプログラム覚書の重大な違反

があった場合であって、被解除当事者が、解除当事者からの書面通知受領後30日以内に

当該違反を治癒しない場合には、本契約又はプログラム覚書を解除することができる。但

し、かかる治癒期間は、第3条(c)項（Amazonマークのライセンス）、第5条(a)項（ターゲティ

ングの禁止、費用請求の禁止）、オンデマンドサービス規定又は電子メール配信代行サービ

ス規定に関する重大な違反がある場合には適用されず、この場合解除当事者は、被解除当

事者に対する書面通知により、直ちに本契約又はプログラム覚書を解除することができる。 

 

(ii) 適用法違反、事業の破綻 いずれの当事者も、自ら又は関連会社によるギフト券コード又は

ギフト券の配布が適用法に違反すると合理的に判断する場合、本契約を直ちに解除するこ

とができる。いずれの当事者も、他方当事者が(A)破産又は倒産手続を自主的に申立てたと

き、(B)破産、会社更生又はこれらに類する手続の申立てをうけ、申立てが60日以内に撤回

又は却下されないときは、本契約を直ちに解除することができる。 

 

(c) 履行停止 (i)AGCJは、貴社のギフト券プログラムが詐欺的、違法又は権限のない活動に使用さ

れていると合理的に判断する場合にはいつでも、貴社に対する通知によって直ちに、当該活動が

中止され又はかかる活動が生じていないとAGCJが判断するまでの間、AGCJによる本契約の履行

をいかなる部分についても停止することができるものとし、(ii)一方当事者は、他方当事者が本契

約の履行に関連して適用法に違反していると合理的に判断する場合、又は一方当事者が、かか

る当事者自身、その関連会社若しくは貴社によるギフト券コード若しくはギフト券の販売若しくは

配布が適用法に違反すると合理的に判断する場合、当該違反が止むまでの間、適用法を遵守す

るため、本契約のいかなる部分についても履行を停止することができる（但し、貴社のAGCJに対

する発生済み支払義務を除く。）。履行を停止する当事者は、2営業日以内に他方当事者に通知

を行うものとする。 

 

(d) 契約終了の効果  

 

(i) 総則 本契約が終了する場合、プログラム覚書も全て、直ちに終了する。本契約又はプログ

ラム覚書の終了によっても、当事者が適用法上有するその他いかなる権利又は救済手段

（損害賠償請求権及びその他の金銭的救済を含むが、これらに限られない。）も制限されな

い。貴社は、本契約が終了した場合、AGCJが保有する前払金の返還を請求することができ

るものとし、AGCJは、かかる請求から45日以内にこれを返還する。但し、AGCJは、本契約に

基づき貴社がAGCJに対し支払うべき金額を前払金から控除した上で、その残額を貴社に返

還することができる。 

 

(ii) ライセンス及びギフト券配布の終了 本契約が終了した場合、貴社はギフト券の配布を直ち

に終了するものとする。但し、AGCJは単独の裁量において、貴社に対してギフト券コードの

残存在庫を30日間（又はAGCJが単独の裁量により決定するその他の期間）配布することを

許可することができる（以下「セルオフ期間」という。）。本契約終了の効力発生日から10営

業日又はセルオフ期間の終了日のうち後に到来する日以後は、本契約に基づいて当事者

に付与されたライセンスは消滅し、本契約との関連で、貴社は一切のAmazonマークの使用

を中止し、AGCJは一切の貴社マークの使用を中止するものとする。 

 

(e) 存続規定 本契約の終了後も、第1条、第2条(b)項、第3条(a)項、第3条(b)項、第3条(c)項、第3

条(d)項(但し第3条(a)項ないし第3条(d)項は、第7条(d)項(ii)のもとで許容されたセルオフ期間中

のみ存続する)、第4条、第5条(a)項、第5条(b)項（当該条項で規定された3年間に限る）、第7条

(d)項、第7条(e)項、第8条乃至第16条及び本契約に基づく貴社の支払義務は存続する。 
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8. 免責事項・責任制限、留保条項 

 

(a) 本契約に明示的に定める場合を除き、いずれの当事者又はその関連会社も、本契約自体、本契

約に基づき提供されるサービス、オンデマンドサービス若しくは電子メール配信代行サービス、又

は本契約の履行に関して、一切の表明保証（商品性、権利非侵害性若しくは特定目的適合性の

黙示的保証又は取引過程、履行過程若しくは商慣習から発生する黙示的保証を含むが、これら

に限られない。）を行わない。また、AGCJ及びその関連会社は、AGCJ又はその関連会社のネット

ワーク又はサービスが、(A)常にエラーがなく正確であること、又は(B)何らの障害なくアクセスで

きることについて、一切の表明保証を行わない。オンデマンドサービスは、現状有姿にて提供され

る。 

 

(b) AGCJ又はAGCJの関連会社のいずれも、本契約に起因する間接的損害、付随的損害、特別損害、

派生的損害及び懲罰的損害については、当該損害（代替品及び代替サービスの調達費用を含

むが、これらに限られない。）の可能性を知らされていたとしても（また、救済手段の本質的目的

が達成されなかったとしても）、貴社に対して責任を負わないものとする。いかなる場合も、AGCJ

の本契約に起因又は関連する責任総額は5,000,000円を超えないものとする。 

 

9. 補償 

 

(a) 総則 貴社は、AGCJ及びその関連会社、並びにこれらの従業員、取締役、その他役員、株主、請

負業者及び代理人に対して以下の各号のいずれかに起因して行われる、第三者からの一切の

請求等について防御するとともに、一切の損失等につき、上記の各当事者を補償する。 

 

(i) 貴社若しくはその従業員、取締役、その他役員、株主、請負業者若しくは代理人による本契

約違反。 

(ii) 貴社若しくはその従業員、取締役、その他役員、株主、請負業者若しくは代理人によるギフ

ト券若しくはギフト券コードの使用、配布若しくは販売、又は貴社が実施した関連する全ての

マーケティングその他販売促進活動。 

(iii) いずれかの管轄地域において貴社がその事業活動に関連して法的に支払義務を負う諸税

（本契約に基づくものか否かを問わない。）。 

(iv) 本契約の履行に関連する貴社マークのAGCJによる使用（貴社マークが、第三者の知的財産

権を侵害ないし不正に利用している場合を含む。）。 

(v) 本契約の履行に関連する、貴社又は貴社の従業員、取締役、その他役員、株主、請負業者

若しくは代理人による不正、詐欺若しくは無権限で行われた行為又は適用法に違反する行

為。 

 

(b) 手続 AGCJは、第9条(a)項に基づく請求等が生じた場合、速やかに貴社に対して通知する。ただ

し、AGCJが貴社に速やかに通知しない場合においても、通知の遅延が当該請求等に関する貴社

の防御能力を大きく害するものでない限り、第9条(a)項に基づく貴社の義務は影響を受けない。

貴社は、(i)請求等に対する防御のため（AGCJの書面による同意を条件として）自らが選択する弁

護士を使用することができ、また(ii)AGCJの事前の書面による同意を得た場合にのみ、請求等に

つき和解をすることができる。AGCJはいつでも、請求等の防御及び和解を自らの主導で行うこと

ができる。 

 

10. 両当事者の関係、広報活動 貴社は、AGCJとは独立した契約者であり、AGCJを代理して又

はAGCJの名義で、明示的又は黙示的な義務又は責任を負う権利・権限を有しない。本契約は、貴社と

AGCJの間に、代理関係、パートナーシップ、ジョイントベンチャー又は雇用関係を成立させるものでは

ない。貴社は、その従業員及び代理人の雇用、指導及び管理について単独で責任を負う。当事者は

他方当事者の事前の書面による同意を得ないで、本契約に関してプレスリリースその他の広報活動を

行ってはならないものとする。 
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11. 譲渡、再委託の禁止 貴社は、AGCJの書面による事前の同意なく、本契約を譲渡し、又は

本契約に基づく権利若しくは義務を委任、再委託若しくは再許諾してはならない。AGCJは、単独の裁

量により、本契約並びに本契約に基づく権利及び義務を譲渡することができる。本条に従うことを条件

とし、本契約は、両当事者並びにそれらの承継人及び承諾された譲受人について拘束力及び執行力

を有する。 

 

12. 第三受益者の不存在 本契約は、貴社、AGCJ及びAGCJの関連会社についてのみ利益を生

じ、執行力を有する。本契約に明示的に定める場合を除き、(i)本契約は、第三者（貴社又は受取人の

関連会社、従業員、取締役、その他役員、株主、請負業者又は代理人を含む。）に権利又は利益を付

与するものではなく、また、(ii)本契約又は本契約により企図される取引の第三受益者であると主張す

る第三者が、当事者に対して訴訟を提起し又はこれを追行することはできない。 

 

13. 通知 本契約に基づき一方当事者から他方当事者に対して行われる通知その他の連絡は、

書面により、他方当事者の通知先住所宛てに、書留郵便、受領証が発行される配達サービス又はファ

クシミリにより送付しなければならない。貴社の通知先住所は本契約締結に先立って入力された住所

とし、AGCJの通知先住所は「東京都目黒区下目黒1-8-1 Amazon Gift Cards Japan株式会社」とする。

いずれの当事者も、他方当事者に対して通知を行うことにより、その通知先住所を随時変更することが

できる。電子メールによる通知は、事前に他方当事者の同意を得た場合並びに第3条(b)項及び第17

条に規定される場合のみ有効とする。 

 

14. 準拠法・裁判管轄 本契約は、抵触法の原則にかかわらず、日本法に準拠する。各当事者

は、本契約に関連して生じる一切の請求等に関して、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所を専属的

合意管轄裁判所とすることに撤回不能なものとして同意する。両当事者の権利及び義務は、国際物品

売買契約に関する国連条約には準拠しない。 

 

15. 権利放棄の否定 いずれかの当事者が本契約の履行の請求又は本契約に基づく権利若し

くは救済手段の行使を行わなかったとしても、当該当事者が、現在又は将来においてかかる規定を放

棄したものとは解釈されず、また当該当事者が後にかかる規定又は権利につき請求ないし行使するこ

とを制限するものではない。AGCJによる権利放棄は、書面による場合に限り有効とする。本契約に定

める救済手段は累積的であり、適用法上認められるその他の救済手段に追加して認められるものとす

る。 

 

16. 完全合意・可分性 本契約は、その内容に関する両当事者間の完全な合意を定めるもので

あり、かかる内容に関し本契約の締結に先立ち又はこれと同時に交わされた一切の口頭又は書面に

よる合意に優先する。本契約のいずれかの規定が無効であると判断されたとしても、かかる無効はそ

の他の規定に影響を及ぼさない。本契約と、本契約にプログラム覚書として添付したその他の条項の

間に矛盾が存在し又は発生した場合は、当該プログラム覚書の内容に関してはプログラム覚書の規

定が優先するものとする。 

 

17. 契約の修正 AGCJは、第13条に従って貴社に書面で通知（電子メールによる通知を含む。）

することによりいつでも、本契約を変更することができる（以下かかる通知を「変更通知」という。）。か

かる変更後の条件は、当該変更通知の規定に従って、将来のギフト券の購入について有効に適用さ

れる。変更通知が効力を生じる日以降においても貴社が継続してギフト券を購入する場合、貴社は変

更後の条件に従うことに同意したものとみなされる。 
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別紙１-定義 

 

 

「関連会社」とは、個人又は法人（当事者を含む）について、直接若しくは間接にこれを支配し、これに

よる支配を受け、又はこれと共通の支配に属する個人又は法人を意味する。 

 

「Amazonマーク」とは、ブランド利用条件に定める、Amazon.co.jpの商標、ロゴ及び関連する文言並

びに、AGCJが貴社に対して書面又はブランド利用案内ページにおいて提供するAGCJ又はその関連会

社のその他のマーク又はロゴを意味する。 

 

「Amazon資料」とは、ギフト券細則、ギフト券配布利用条件、Amazonマーク、その他あらゆるユーザ

ーマニュアル、トレーニング資料、商品説明書、仕様書、パンフレット、技術マニュアル、ポリシー、必要

書類、補完資料その他形式を問わず、AGCJ又はその関連会社から貴社に提供され又は利用可能とさ

れる全ての情報を意味する。 

 

「Amazonサイト」とは、http://www.amazon.co.jpに所在するウェブサイト及びAmazon又はその関連

会社が所有し運営するその他のプラットフォームを意味する。 

 

「適用法」とは、適用される国及び地方公共団体の全ての法律、条例、政令、規則、規制、命令、告示、

通達又は決定を意味する。 

 

「ブランド利用条件」とは、ブランド利用案内ページに記載される、Amazonマークの掲載又は使用にあ

たり適用される全ての利用条件をいい、AGCJの単独裁量により随時変更される。 

 

「ブランド利用案内ページ」とは、Amazonマーク及びブランドの利用についての条件及びガイドライン

についてのウェブサイトページを意味し、AGCJの単独裁量により随時変更される。発効日現在のブラ

ンド利用案内ページはwww.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm/ に掲載される。 

 

「営業日」とは、日本の祝日を除く、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日を意味する。 

 

「請求等」とは、請求、訴訟、監査、調査、照会及びその他の手続を意味する。 

 

「ギフト券コード」とはギフト券に組み込まれるAGCJが発行する固有の識別子で、ギフト券細則に従い、

Amazonサイトにおいて額面金額で使用できるものを意味する。 

 

「貴社マーク」とは、貴社の商標又はロゴであって、貴社からAGCJ又は関連会社に随時提供されるも

のを意味する。 

 

「電子メール配信代行サービス」とは、AGCJが貴社にかわって受取人に対する電子メールメッセージを

送信する、AGCJが権利を有するアプリケーションプログラムインターフェイス及びサービスを意味する。 

 

「電子メール配信代行サービス規定」とは、http://www.amazon.co.jp/emailservice-legalに記載され

た電子メール配信代行サービスの利用についての規定をいい、AGCJの単独裁量により随時変更され

る。 

 

「ギフト券配布利用条件」とは、貴社がギフト券の受取人に対して提示すべき内容で、ブランド利用案

内ページに掲載されているものをいい、AGCJの単独裁量により随時変更される。 

 

「ギフト券細則」とは、ギフト券に適用される条件及び制限をいい、AGCJの単独裁量により随時変更さ

れる。発効日現在のギフト券細則は、www.amazon.co.jp/giftcard/tcに掲載される。 

 

http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/giftcard/corp/tm/
http://www.amazon.co.jp/emailservice-legal
http://www.amazon.co.jp/giftcard/tc
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「ギフト券」とは、ギフト券コードとギフト券配布利用条件の明確かつ明瞭な記述が含まれる電子的又

は物理的媒体を意味する。 

 

「知的財産権」とは、特許、著作権、商標、トレードドレス、商号又は営業秘密に関する権利、並びにそ

の他一切の知的財産権又は知的所有権を意味する。 

 

「損失等」とは、請求等から発生したすべての請求、費用、損失、損害、判決、違約金、利息及び経費

（合理的な弁護士費用を含む。）を意味する。 

 

「最低購入必要金額」とは、貴社が該当するプログラム覚書に定める期間中にAGCJから購入すること

に合意する、ギフト券コードの額面金額の合計の最低金額を意味する。最低購入必要金額を定めるプ

ログラム覚書がない場合においては、最低購入必要金額は0円とする。 

 

「注文サイト」とは、https://www.amazon.co.jp/gc/corp/orderに所在するオンライン注文用のポータ

ルページをいい、AGCJの単独裁量により随時変更される。 

 

「プログラム覚書」とは、貴社によるギフト券コードの購入及び配布に関連する追加的条件を定める本

契約に関する覚書を意味する。 

 

「プログラム期間」とは、プログラム覚書に定める条件が適用される、当該プログラム覚書において定

める期間を意味する。 

 

「受取人」とは、ギフト券の受取人として、貴社により指定された個人を意味する。 

 

「額面金額」とは、ギフト券コードが使用できる金額として表示されたものを意味する。 

 

「対象地域」とは日本を意味する。 

 

「オンデマンドサービス」とは、「AGCOD」とも呼ばれることのある、AGCJが貴社からの注文の受領及び

貴社へのギフト券コードの納品に使用する、AGCJが権利を有するアプリケーションプログラムインター

フェース及びサービスを意味する。 

 

「オンデマンドサービス規定」とは、http://www.amazon.co.jp/agcod-legalに掲載される、オンデマン

ドサービスの利用規定を意味し、AGCJの単独裁量により随時変更される。 

 

https://www.amazon.co.jp/gc/corp/order
http://www.amazon.co.jp/agcod-legal

