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利用規約 

最終更新日：2016年 5 月 30 日 

アマゾンレジストリサービスへようこそ。アマゾンレジストリサービス (「 ARSI」 )では、

www.amazonregistry.com などの自社のウェブサイト、および http://www.nic.通販 にある ARSI のトップレ

ベルドメイン(「TLD」)のそれぞれに関するウェブサイトならびにモバイルアプリケーション(以下、「本サ

イト」と言います)を通じて、TLDに関する情報を提供しています。本サイトにアクセスし、これを利用する

と、この利用規約 (「本利用規約」)に同意することとなります。これをよくお読みください。本利用規約

の他に、お客様は(1)ARSIの TLDに登録されたドメイン名の使用に適用される ARSIの「利用許諾および悪用

防止に関する方針」、(2)ARSI の TLD へのドメイン名の登録に適用されるサンライズ登録方針、または登録

方針、および(3)本サイトに掲載されるか、またはその他の形態で本サイトを通じてお客様が利用できるそ

の他の方針、指針、条件および合意 (集合的に「本条件」と言います)にも従います。本利用規約と当該の

本条件との間に矛盾がある場合、本条件が優先されます。 

個人情報 

当社の活動についてご理解いただくため、本サイトの利用に適用される個人情報に関する方針もご覧くださ

い。 

電子的通信 

お客様は、ご自身のデスクトップまたはモバイルデバイスから本サイトを使用したり、電子メールまたはテ

キストメッセージを送ったり、その他通信を行う場合、当社と電子的に通信しています。お客様は、当社か

らの連絡を電子的手段で受け取ることに同意するものとします。当社からお客様への連絡手段は様々で、電

子メール、テキストメッセージまたはこのサイトへの通知およびメッセージの掲載などがあります。お客様

は、当社が電子的にお客様に提供する契約、通知、開示、その他の連絡はすべて、当該連絡を書面で行うこ

ととした法的要件を満たしていることに同意します。 

著作権 

文字、グラフィック、ロゴ、ボタンアイコン、画像、オーディオクリップ、デジタル形式のダウンロード、

データ編集物、およびソフトウェアなど、本サイトに含まれるか、または本サイトを通じて利用できるすべ

てのコンテンツは、ARSIまたはそのコンテンツ提供者の財産であり、米国および国際的な著作権法で保護さ

れています。本サイトに含まれるか、または本サイトを通じて利用できるすべてのコンテンツの編集物は、

ARSIの専有財産であり、米国および国際的な著作権法で保護されています。 

商標  

ARSI の関連会社および ARSI が所有する非包括的な商標リストを見るには、ここをクリックしてください。

さらに、本サイトに含まれるか、または本サイトを通じて利用できるグラフィック、ロゴ、ページヘッダー、

ボタンアイコン、スクリプト、およびサービス名称は、米国その他の国における ARSI の商標または商標ド

レスです。ARSI の商標および商標ドレスは、顧客の間に混乱を引き起こすような、または ARSI の評判を損

ない、信用を落とすようないかなる形態によっても、ARSI が運営していない TLDに関連して使用することは

できません。本サイトに表示され、ARSI が所有していないその他すべての商標は、ARSI の関連会社である

か否か、ARSI と関連しているか否か、または ARSI の後援を受けているか否かを問わず、それぞれの所有者

の財産です。 

http://www.amazonregistry.com/
http://www.nic.通販/
http://www.nic.通販/pdf/ARSIPrivacyPolicy2015-10-27.pdf
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200738910
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200738910
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ライセンスおよびアクセス  

お客様がこの本利用規約に従うことによって、ARSI またはそのコンテンツ提供者は、ARSI サイトにアクセ

スし、かつこれを個人的に商用以外の目的で使用するための限定的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス

不能のライセンスをお客様に許諾します。このライセンスには、ARSIサイトのコンテンツの転売または商用

目的での利用、ARSIサイトまたはそのコンテンツの副次的利用、第三者の利益のためにアカウント情報をダ

ウンロードし、複製し、その他使用すること、またはデータマイニング、ロボット、その他データ収集およ

びデータ抽出のためのツールを使用することは含まれていません。本利用規約または本条件で明示的にお客

様に許諾されていないすべての権利は、ARSIまたはそのライセンサー、権利保有者、その他のコンテンツ提

供者によって留保され、保持されます。本サイトおよび本サイトの一部を、ARSIの書面による明示的な許可

なくして、商用目的のために再生、複写、複製、販売、転売、訪問その他利用することはできません。お客

様は、書面による明示的な許可なくして、ARSI の商標、ロゴその他の専有情報(画像、文字、ページレイア

ウト、または書式など)を取り込むためにフレーム化するか、またはフレーム技術を利用することはできま

せん。お客様は、ARSI の書面による明示的な許可なくして、ARSI の名称または商標を利用してｍｅｔａタ

グその他「隠れたテキスト」を使用することはできません。お客様は、本サイトを不正に利用することはで

きません。お客様は、法によって認められる範囲でのみ本サイトを使用することができます。お客様が本利

用規約または本条件に従わない場合、ARSI によって許諾されたライセンスは終了します。 

コメント、通信その他のコンテンツ  

閲覧者は、提案、アイデア、コメント、質問その他の情報を送信することができますが、ただし、送信され

た内容が違法、わいせつ、脅迫、中傷、個人情報の侵害、知的財産権の侵害(肖像権を含む)とならず、その

他第三者に害を与え、または好ましくないものでないこと、かつ、ソフトウェアウィルス、政治的活動、商

業的勧誘、チェーンレター、大量ダイレクトメールその他「スパム」形式または一方的に送られる商業的電

子メッセージなどを含まないことを条件とします。お客様は、虚偽の電子メールアドレスを使用し、他の人

または主体になりすまし、その他、送信された内容の出所について誤解を招く行為を働いてはなりません。

ARSI は、当該のコンテンツを削除または編集する権利 (ただし、義務ではありません) を留保しますが、 

投稿された内容を定期的に閲覧することは致しません。 

お客様が素材を送信した場合、当社が別途示していない限り、お客様は ARSI に対し、全世界のいかなる媒

体を通じても、当該の送信されたコンテンツを使用し、複製し、変更し、翻案し、公開し、実施し、翻訳し、

二次著作物をこれから作成し、頒布し、かつ表示するための非独占、ロイヤリティ無償、永続的、撤回不能、

かつサブライセンス可能な権利を ARSI に許諾するものとします。お客様は、ARSI およびサブライセンシー

がそのように選択する場合は、ARSIおよびサブライセンシーに対し、当該コンテンツに関連してお客様が送

信した名称を使用する権利を許諾するものとします。お客様は、ご自身が送信したコンテンツにおけるすべ

ての権利をお客様が所有し、その他管理すること、そのコンテンツが正確であること、お客様が提供したコ

ンテンツの使用がこの方針を侵害せず、いかなる人または主体にも害を与えないこと、およびお客様が提供

したコンテンツに起因するすべての請求から ARSI を免責することを表明し保証します。ARSI はいかなる行

為またはコンテンツも監視し、編集し、または削除する権利を有しますが、その義務を負いません。ARSIは、

お客様または第三者が投稿したコンテンツについて、何らの責任も負わず、何らの義務も負いません。  

著作権に関する申立て  

ARSIは、他者の知的財産を尊重します。お客様の著作物が、いかなる形態においても著作権侵害を構成する

よう複製されていると信ずる場合、当社の著作権侵害の申立てを行うための通知および手続きに従ってくだ

さい。 

他者の事業  

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=508088#GUID-45366177-ACDC-4474-9D20-9B8E71933D9C__SECTION_61204EC3A0D64C09820BE2BC332A4AFA
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当社は、他の特定の事業サイトにリンクを提供しています。当社はこうした事業体もしくは個人またはその

ウェブサイトのコンテンツについて調査または評価する責任を負っておらず、その提供について何らの保証

も致しません。ARSI は、このような、およびその他の第三者のすべての行為、製品およびコンテンツに関

して何らの責任または義務をも負いません。その個人情報に関する声明その他、利用規約を注意してお読み

になることをお勧めします。 

保証の否認および責任の制限  

ARSIサイトおよび、本サイトに含まれるか、別途本サイトを通じてお客様が利用できるすべての情報、コン

テンツ、素材、製品(ソフトウェアを含む)その他のサービスは、別途書面によって規定されない限り「現状

有姿」および「提供可能な状態」で ARSI によって提供されます。ARSI は、別途書面によって規定されない

限り、ARSI サイトの運営、または ARSIサイトに含まれるか、別途 ARSIサイトを通じてお客様が利用できる

情報、コンテンツ、素材、製品(ソフトウェアを含む)その他のサービスについて、明示的であるか黙示的で

あるかを問わず、いかなる種類の表明または保証をも行いません。お客様は、ご自身の責任で ARSI サイト

を利用することに明示的に同意したものとします。 

適用法によって認められる最大限の範囲において、ARSIは、商業性および特定目的への適合性の黙示的保証

を含め(ただし、これに限定されない)、明示的であるか黙示的であるかを問わず、すべての保証を否認しま

す。ARSI は、ARSI サイト、情報、コンテンツ、素材、製品(ソフトウェアを含む)その他、ARSI サイトに含

まれるか、もしくは別途 ARSIサイトを通じてお客様が利用できるサービス、ARSIのサーバーまたは ARSIか

ら送信される電子的通信が、ウィルスその他の有害な要素を含まないことを保証しません。ARSIは、別途書

面によって規定されない限り、直接的、間接的、付随的、懲罰的、および結果的な損害賠償を含め(ただし、

これに限定されない)、ARSIサイトの使用に起因して、または情報、コンテンツ、素材、製品(ソフトウェア

を含む)その他、ARSI サイトに含まれるか、別途 ARSI サイトを通じてお客様が利用できるサービス に起因

して生じるいかなる種類の損害賠償に対しても、責任を負いません。 

特定の地域の法律は、黙示的保証の制限または特定の損害賠償の排除もしくは制限を認めていません。これ

らの法がお客様に適用される場合、上記の否認、排除または制限の全部または一部はお客様に適用されず、

お客様は追加的な権利を有することがあります。 

紛争  

お客様による本サイトの使用、または ARSI の TLD に登録したお客様のドメイン名にいかなる形態であれ関

連する ARSI に対する紛争または請求は、裁判ではなく、拘束力を有する調停によって解決されますが、お

客様の請求が適格である場合にお客様が少額裁判所に請求を申立てる場合を除きます。連邦仲裁法および連

邦の仲裁に関する法がこの契約に適用されます。 

調停には裁判官または陪審員はおらず、仲裁の裁定に対する裁判所審理は限定的です。ただし、仲裁人は、

裁判所と同じ損害賠償および救済(差止命令による救済および宣言的救済または制定法による損害賠償を含

む)を個別に裁定することができ、裁判所がそうであるのと同様に、本利用規約の条件に従わなければなり

ません。  

仲裁手続きを開始するには、お客様の申立て内容を記載した仲裁申立書を当社の登録代理人である

Corporation Service Company(所在地：300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater,  WA 98501)に送付し

なければなりません。仲裁は、米国仲裁協会(AAA)により、AAA の「消費者関連紛争の補完手続き」を含む

AAA 独自の規則に従って実施されます。AAA の規則は、www.adr.org で、または 1-800-778-7879 へのお電話

で入手することができます。申告手数料、事務手数料および仲裁人手数料の支払いはすべて、AAA 規則に従

います。仲裁人が申立てを根拠のないものであると判断した場合を除き、当社は、総額 10,000 ドル未満の
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申立てにかかった費用を弁済します。同様に、ARSIは、仲裁人が申立てを根拠のないものであると判断しな

い限り、弁護士手数料および仲裁費用を求めません。お客様は、提出書面に基づく電話、または、お客様が

お住まいの国もしくは相互に合意したその他の場所における対面のいずれかによる仲裁の実施方法を選択す

ることができます。 

お客様と当社はそれぞれ、紛争解決の手続きが個別にのみ行われ、集団訴訟、共同訴訟または代表訴訟とし

て行われないことに同意します。何らかの理由によって申立てが仲裁ではなく裁判で行われる場合、お客様

と当社はそれぞれ、陪審裁判を行う権利を放棄します。お客様と当社はまた、双方が知的所有権の侵害その

他の不正利用を禁止するため、裁判所において訴訟を起こすことができることに合意します。 

適用法  

お客様は、ARSI サイトを利用することにより、本利用条件およびお客様と ARSI との間に生じるいかなる種

類の紛争に対しても、連邦仲裁法、適用される連邦法、およびワシントン州法が法の抵触の原則にかかわら

ず適用されることに同意するものとします。 

サイトポリシー、変更および可分性  

本サイトに掲載されている当社のその他の方針をご覧ください。これらの方針も、お客様による ARSI の本

サイトおよび ARSI の TLD の使用に適用されます。当社は、当社のサイト、方針、本条件および本利用規約

を随時変更する権利を留保します。これらの条件のいずれかが無効であり、何らかの事由により執行力を有

さないとみなされる場合、かかる条件は分離可能であるものとみなされ、残りの条件の有効性および執行性

に影響を与えないものとします。 

当社の住所  

アマゾンレジストリサービス社  

410 Terry Avenue North 

Seattle, WA 98109 

www.amazonregistry.com 

 

召喚の方法  

お客様が ARSI に供する召喚状をお持ちの場合、ARSI は電子メールまたはファックスによるサービスを認め

ておらず、召喚に応じないことにご留意ください。召喚状はすべて、望ましくはこれを ARSI の国内登録代

理人である Corporation Service Company (CSC)に送付することによって、適正に ARSIに供されなければな

りません。下記の CSC のワシントン事務所の住所をご覧ください(お客様の管轄地のＣＳＣ事務所は、州務

長官のウェブサイトで探すことができます)。 

アマゾンレジストリサービス社  

Corporation Service Company 

300 Deschutes Way SW, Suite 304 

Tum Water, WA 98501 

気付： 法務部－ 召喚 

 

最初に詳細かつ正確な情報を提供することが、お客様の要請を効率よく処理する助けとなることにもご留意

ください。  
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著作権侵害の申立てを行うための通知および手続き  

お客様の著作物が、著作権の侵害を構成するような形態にて複製されたと信ずる場合、当社のオンライン書

式 にて申立書を提出してください。当社は、申し立てられている侵害について、権利所有者の関係者に迅

速に回答します。 

お客様が書面による提出を望む場合は、次の情報をご提供ください。  

 著作権の権益の所有者を代理して行為する権限を付与された人の物理的な署名; 

 お客様が侵害されたと申し立てている著作権のある著作物についての説明; 

 お客様が侵害していると申し立てている素材がサイトのどこに存在しているかについての説明; 

 お客様の住所、電話番号および電子メールアドレス; 

 紛争に付されている使用が、著作権所有者、その代理人、または法によって権限付与されたものでない

ことをお客様が誠意をもって信じていることに対するお客様からの声明; 

 虚偽であれば偽証罪に問われることを承知したうえで、お客様の知る限り、上記の情報が正確であり、

お客様が著作権所有者であるか、または著作権所有者を代理して行為する権限を付与されていることを

記したお客様からの声明; 

 

ARSIのサイトにおける著作権侵害の申立て通知のための同社の著作権代理人には、下記にてご連絡できます。  

著作権代理人 

アマゾン・コム法務部 

気付：アマゾンレジストリサービス 

私書箱 81226 

Seattle, WA 98108 

電話番号：(206)266-4064 

ファックス番号：(206)266-7010 

電子メール：copyright@amazon.com 

 

宅配のための住所： 

著作権代理人 

アマゾン・ドット・コム法務部 

2021 7th Avenue  

Seattle, WA 98121 

米国 

この手続きは、著作権で保護されたお客様の素材が侵害されていることを ARSI に通知するためのみのもの

であることにご留意ください。 

https://www.amazon.com/gp/help/reports/infringement
https://www.amazon.com/gp/help/reports/infringement

