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以下の諸条件をよくお読みください。貴殿が承諾のチェックボックスまたは他の承諾を示すインジケーターを選択すると

いうことは、本契約の条件に拘束され、および UPS Market Driver, Inc. （以下「UPS」と称す）との間で法的拘束力の

ある契約を結んだことに同意することになります。

UPS が貴殿に付与する UPS テクノロジーを使用する許可は、貴殿が次の文書に定める義務を履行している限り継

続します。(1) 一般条件<https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/GTC.pdf>、(2) エンドユーザーの

権利（<https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/EUR.pdf>で入手可能）、および (3) 情報および一

般的な使用方針（<https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/IGUP.pdf>で入手可能）とともに前記

の三部作の文書の何れかで参照される文書（「本契約」）。

貴殿は、ここに、貴殿が本契約のすべての部分 – 一般条件、エンドユーザーの権利、および情報および一般的な使

用方針、ならびにそこで参照される文書 - を読み、完全に理解した旨を確認します。

本契約において、

「お客様」とは、貴殿の雇用者であるが、サービスプロバイダーではない者を指し、（1）貴殿が UPS テクノロ

ジーに最初にアクセスした際に、その登録のために UPS 口座の開設が義務付けられている場合は、かかる登

録に必要な UPS 口座の保有主が同雇用者であるか、あるいは（2）貴殿が UPS テクノロジーに最初にアク

セスした際に、その登録には UPS 口座の開設が義務付けられていないが、使用の際にそうするよう義務付け

られている場合は、貴殿がアクセスした UPS テクノロジーを使用するために開設した UPS 口座の保有主が

同雇用者であるか、あるいは（3）貴殿がアクセスする最初の UPS テクノロジーの登録と使用のいずれにも

UPS 口座を必要としない場合は貴殿の雇用主を指す。

「サービスプロバイダー」とは、UPS 当事者との出荷活動を UPS のお客様が管理する上でかかる UPS のお客

様を支援するために同お客様により雇われた第三者を指し、そのような第三者は UPS のお客様のために当

該サービスを実行することを UPS により書面で承認されていて、これには Billing Data サービスプロバイダーも

含まれる。但し、UPS の関連会社は UPS による書面による承認なしにサービスプロバイダーとして資すること

ができる。

「サービスプロバイダーの従業員」とは、上記サービスプロバイダーの従業員をいう。

「貴殿」または所有格の「貴殿」とは、適宜以下の意味を有する。「貴殿」とは、該当する限りにおいて、(i)貴

殿が、UPS テクノロジーを貴殿自身の個人的な利用のために、他の第三者を代表としてではなく個人として、

本契約書を結ぶ場合には、個人としての貴殿であり、(ii) 貴殿が、お客様の被雇用者としての責務の一部

として UPS テクノロジーにアクセスしている場合には、個人としての貴殿であると同時にお客様であり、あるい

は、(iii)貴殿の雇用者が UPS のお客様に対するサービスプロバイダーであり、かつ、UPS のお客様の利益の

ためにサービスを行うサービスプロバイダー被雇用者としての責務の一部として貴殿が UPS テクノロジーにアク

セスしている場合には、個人としての貴殿であると同時に貴殿の雇用者である。

貴殿は、法定年齢に達しており、しかも、該当する場合、貴殿自身、お客様またはサービスプロバイダーに代わって、

適用される法律のもとで UPS テクノロジーに関わる法的拘束力のある契約書を結ぶ能力があることを、ここに表明し

保証するものとする。貴殿が、該当する法律のもとで貴殿自身、お客様 （または該当する場合にはサービスプロバイ

ダー）に代わって法的拘束力をもつ契約を結ぶ権限がなくなったときは、貴殿自身、あるいはそのようなお客様または

サービスプロバイダーのために UPS テクノロジーを使用することも不可能となる。

https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/IGUP.pdf
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一般条件

1. 定義。本契約書（英文）中、頭文字が大文字の用語については、添付の一般条件参照A とエンドユーザー

の権利参照 A で定義された意味を持つものとする。エンドユーザーの権利と一般条件との間に矛盾が生じた場合は、

一般条件を優先するものとする。

2. ライセンスの付与。

2.1. 範囲。本契約書の諸条件に従って、UPS はここに、UPS テクノロジーの許容地域内で、該当する限りにお

いて、かかる UPS テクノロジーとそれに付随する技術文書の使用またはアクセスに関連した、限定的で、取消可能、

サブライセンス不可能、非独占的、かつ譲渡不可能なライセンスを貴殿に付与し、貴殿はそれを受諾するものとする。

エンドユーザーの権利には、ライセンスに関する一般的な権利と制限が付加されているほか、各 UPS テクノロジーでも

ライセンスについての具体的な権利と制限が掲載されている。

2.2. 一般的制限 – UPS 資材およびソフトウェア。貴殿は、UPS の書面による同意なく、UPS 資材を第三者に

サブライセンスしたり、開示、または、移転してはならず、自分の従業員や代理人に対して、かかる行為を許容しては

ならない。貴殿は、UPS の同意なく、UPS 資材の全体またはその一部を、変更したり（これにはソフトウェアの改ざんも

含まれる）、複写、賃貸、リース、または第三者に権利を与えたり、配布、再配布、再販、あるいは廃棄しないことに

同意し、さらに、ここに、該当する法律のもとで貴殿に与えられたかかる権利を放棄するものとする。ただし、本契約書

の条件に従って利用する場合と、アーカイブの目的のみにソフトウェアのバックアップ・コピーを 1 部だけ作成する場合は

例外とする。かかるバックアップ・コピーには UPS の著作権や他の独占権を記述した文章が含まれているものとし、本

契約書のあらゆる条件が適用されるものとする。また、本契約書の内容に矛盾することがあったとしても、貴殿は、かか

るソフトウェアを外部のタイムシェアリングやサービス・ビューロの一部として使用してはならない。

3. 輸出管理法に基づく保証。貴殿は、本契約書のもとで供給される UPS 資材のすべてが、米商務省の産業

安全保障局の管理下にある輸出管理規制（EAR）と米国の他の諸法規の適用を受けることを認めるものとする。貴殿

は、本契約書のもとで供給される UPS 資材全体の取り扱いと使用において、EAR や他の該当する米国諸法律のすべ

てを遵守することに同意し、さらに、EAR をはじめ、米国と他国の該当する諸法律で認可されていない限り、UPS 資材

を輸出または再輸出しないことに同意する。貴殿はまた、前述の内容の一般性を制約することなく、UPS 資材へのアク

セス、かかる資材のダウンロード、リリース、持ち運び、移転、積み替え、搬送、輸出、再輸出を、(1) 規制地域（もしくは

規制地域の市民または居住者）、(2) 米財務省の｢Specially Designated Nationals｣リスト、もしくは米商務省の

「Denied Persons List」や｢Entity List｣に掲載された人物、事業、または組織へ一切行わない旨に同意し、表明し、保

証するものとする。なお、規制地域とみなされる国々および地域、あるいは、上述のリストに掲載された人物、事業、ま

たは組織は随時変更され得る。そのような変更にかかわらず、貴殿はこの条項について常に知り、これに従うことに同意

する。便宜を図る目的でのみ、規制地域の国々および地域、ならびに上述のリストに掲載された人物、事業、または組

織についての情報を閲覧できるサイトを以下に掲載した。https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt、

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx、および

https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm。

4. UPS 資材。

4.1. 知的財産権の所有者。貴殿は、UPS 資材に対する権利、権原、権益、さらに、UPS 資材に内在する権

利、権原、権益を UPS がすべて所有しており、さらに UPS 資材の使用ライセンスを貴殿に付与する権利が UPS に

あることをここに了承し同意するものとする。貴殿は、本契約書を根拠にして UPS 資材の所有権を取得するものでは

ないことを了承し同意するものとする。貴殿は、UPS の権利や、UPS 資材に対する、または、UPS 資材中に含まれる

ライセンサーの権利を損なうような行動をとったり、かかる権利を損なうような事象を引き起こしたり、あるいは、かかる権

利を損なうことを承知のうえで、このような行動をとらせたり、事象を引き起こさせたりするのを容認してはならない。UPS

とそのライセンサーは、本契約書に具体的に指摘されていないものであっても、UPS 資材に関わるあらゆる権利を保留

するものとする。

4.2. UPS 資材と UPS テクノロジーの変更。UPS は、UPS 資材または UPS テクノロジー、あるいはその両方の一

部または全体を随時更新したり、変更、修正、あるいは補足することがある。

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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5. サポートサービス。

5.1. サポートとメンテナンス。UPS は随時、貴殿の要請に応じて、単独の判断でソフトウェアのサポートまたはメン

テナンス（以下「サポートサービス」と称す）を行うと決定することがある。その際、貴殿は、UPS とその認可代理人（以

下「サポートプロバイダー」と称す）が、同ソフトウェアや、それと関連して貴殿が使用している他のアプリケーション、さらに

貴殿のコンピュータシステムに、（1）インターネットまたは他の手段（その際、UPS またはサポートプロバイダーにより貴殿

のコンピュータシステムに別のソフトウェア（以下「サポートソフトウェア」と称す）を追加的にインストールしなければならな

いこともある）を通じて遠隔的にアクセスするか、あるいは、（2）当事者同士の同意に基づく特定の時間帯にオンサイト

でアクセスするか、いずれかの方法でかかるサポートサービスを行うことをここに許可するものとする。サポートソフトウェア

を使用したサポートセッションはそれぞれ、貴殿によって個別に承認される。そのようなセッション中、UPS は貴殿のコン

ピュータシステム上で動作しているそのソフトウェアを監視することがあり、UPS は、貴殿がコンピュータシステムに対して

変更を行うことを支援することがある。さらに貴殿は、UPS とサポートプロバイダーが、サポートサービスを提供するのに

必要な妥当な範囲で、同ソフトウェアや、貴殿のコンピュータシステム、アプリケーション、ファイル、関連データを操作し

変更する権限を付与するものとする。但し、かかるサポートサービスは UPS の任意の判断で行われるものであって、

UPS がこのようなサポートサービスを行う義務があると解釈できるような内容は本件契約書中に一切含まれていない

点に貴殿が同意するものとする。

5.2. 独占情報へのアクセス。 UPS またはサポートプロバイダーがサポートサービスを提供している間に、貴殿が自

社の情報を開示したり、あるいは、UPS またはサポートプロバイダーが貴殿の情報を閲覧することがあるうえ、UPS が本

契約書とは別途に秘密保持契約書に署名していない限り、こうした情報やデータは極秘とはみなされず、従って、本

一般条件第 7 条の適用を受けない点を貴殿は認め、これに同意するものとする。加えて、貴殿は、UPS またはサポー

トプロバイダーの使用する遠隔通信セッションがインターネットで実行されることがあり、しかも、このようなセッションが本

質的に安全性に欠けることを認めるとともに、インターネット上でセキュリティが侵害された場合でも UPS またはサポート

プロバイダーには一切責任がないことに同意するものとする。従って、UPS またはサポートプロバイダーのサポートサービ

スを要請する際は、上述の内容をよく考慮したうえで行うべきである。

6. 契約の中断、期間、終了。

6.1. 権利の中断。UPS は、UPS テクノロジーを通じてアクセスする UPS システムのいかなる部分でも、単独の判断

で必要とみなされた場合に、それにアクセスする貴殿の権利を中断することができる。これには、（1）本契約書の諸条件

に反する形で UPS システムまたは UPS テクノロジーのあらゆる部分にアクセスするのを防ぐため、（2）UPS システム上また

は UPS テクノロジー上で起こる重大なエラーを修正するため、あるいは（3）法律、規制、規則、裁判所もしくは他の所轄

機関の判決に準拠するため、といった理由が含まれるが、それだけに限られるわけではない。

6.2. 契約期間。本契約書は、貴殿が以下の同意のボタンをクリックした時点で発効し、本契約書の規定に従っ

て終了するまで全面的に効力を持つものとする（以下「契約期間」と称す）。

6.3. ホスト先の UPS テクノロジー。UPS の特定のテクノロジーは UPSI または UPSI の下請業者がホストとなって

いる。こうしたホスト先の UPS テクノロジーは、米国内のサーバー上でホストされており、年中無休、すなわち週 7 日間

24 時間体制で利用できることになっている（但し、メンテナンス時は除く）。但し、UPS はホスト先の UPS テクノロジー

が常に利用可能で、途切れなく、エラーなしにアクセスできることを保証するものではない。UPS は、メンテナンスのため

に随時、ホスト先の UPS テクノロジーを中断したり、使用を制限したり、あるいは一時停止したりする権利を保留する

ものとする。さらに、ホスト先の UPS テクノロジーが、原因を問わず、中断、一時停止、終了したために損害が生じた

場合でも、UPS と UPSI はいずれも一切の責任を負うことはなく、かかる損害の賠償責任も負わないことに貴殿は同

意するものとする。

6.4. 終了。

a. UPS は、ここで付与した UPS テクノロジーのライセンスの一部もしくは全体を相手方当事者に書面

で通知することにより、便宜上いつでも終了することができる。

b. 前述の内容にも拘らず、万一（1）本一般条件の第 3 条、7 条もしくは 10 条、または一般条件 2.2

項および 4.1 項（三番目の文章）に違反するとみなされた場合、（2）貴殿が破産したり、財政難に陥ったり、組織再

編成や、民事上の更正、コンコルダート（協約）、特別清算、もしくは貴殿に関連した他の破産手続きの対象となって
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いるか、あるいは、貴殿が管財人、管理人、行政管財人、清算人を指名したり、会社を閉鎖する決議を通過させた

り、そのような命令を裁判所から受けた場合、（3）貴殿がパートナーシップのパートナーであるか、あるいはお客様また

はサービスプロバイダー自身がパートナーシップを形成しているときに、かかるパートナーシップが解散された場合、または 

(4) 貴殿の UPS プロファイルの消去時に、本契約は、UPS がさらなる行動を取る必要なく終了するものとする。

6.5. 終了の影響。

a. いかなる理由にせよ本契約書が終了した場合は、ここで付与されたライセンスのすべてが直ちに終

了し、貴殿は即刻 UPS 資材のアクセスと使用を取り止め、貴殿の手元にある、または貴殿が管理する UPS 資材を

すべて廃棄するものとする。

b. UPS テクノロジーのいずれかのライセンスが終了した場合、貴殿は、かかる UPS テクノロジーとそれ

に関連した UPS 資材の使用とアクセスを直ちに取り止め、貴殿の手元にある、または貴殿が管理する同 UPS 資材

をすべて廃棄するものとする。

6.6. 終了後の条項の存続。一般条件 1 条、7 条～9 条、および 12 条、ならびに 4.1 項、6.5 項、および 6.6

項、エンドユーザーの権利 10.3 項で指定されたエンドユーザーの権利の条およびそれらの項、ならびに情報および一般

的な使用方針の 4 条で指定された情報および一般的な使用方針の条項は、いかなる理由による本契約の終了後

も存続するものとする。

7. 機密情報、企業秘密、諸情報。

7.1. 開示。貴殿は、本契約書の期間中とそれ以降に（貴殿による本契約書の履行上、許容されている場合を

除き）、いかなる者に対しても、企業秘密（これには、UPS 資材に含まれている企業秘密も含まれるが、それだけに限

らない）を開示したり、他者にアクセスを許可したりしてはならない。本契約書の期間中とその後 5 年間は、法律により

義務付けられていない限り、貴殿が機密情報を利用したり、開示したり、他者にアクセスを許可してはならない。貴殿

が本一般条件第 7 条に違反した場合、UPS は十分な法的救済を受けられないかも知れず、その際は、取り返しの

つかない危害を被る可能性がある。貴殿は、自分自身の機密情報と企業秘密を守るのと変わらない注意と配慮を

もってして、かかる機密情報や企業秘密を保護することに同意するものとする。法律の規定または法廷の命令により

機密情報の開示が義務付けられている場合は、十分な余裕をもって UPS にその旨を通知し、UPS がこのような開示

に異議を申し立てる適切な機会が与えられるようにする。

7.2. 統合。貴殿は、本契約書で特に許容されている場合を除き、諸情報を総括したり、または、諸情報を含め

た情報、サービス、製品を派生させたり、開発してはならない。

7.3. データのエクスポート。貴殿は、(i)ソフトウェアに組み込まれているデータエクスポート機能を用いた、(ii)ソフト

ウェアインターフェースからの抽出（例えば画面スクレイピング）を用いた、あるいは(iii)それ以外の方法による、UPS デー

タベースからのデータのいずれであっても、エクスポートしてはならず、また輸送料金または送達時間を UPS 当事者では

ない第三者の輸送料金または送達時間と比較するためにそのようなデータを使用してはならない。

8. 保証。

8.1. お客様による保証。貴殿は次のとおり表明および保証する：(1) お客様と貴殿のどちらも、規制地域に本社

を設けておらず、設立されておらず、国民でも住民でもなく、その政府ではないこと、(2) 貴殿とお客様のどちらも、米国

財務省の SDN（Specially Designated National）リストに掲載されておらず、また、米国財務省の SDN（Specially 

Designated National）リストに掲載されているいずれかの人物が五十パーセント以上を所有しか、または支配している

人物でないこと（当該リストは随時変更されることがあり、参照の便宜のためにのみ紹介すれば、

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt および https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx で入手できる） （各々を「制裁対象人物」）、(3) 貴殿とお客

様のどちらも、UPS テクノロジーを規制地域内で使用しないこと、および (4) 貴殿とお客様のどちらも UPS テクノロ

ジーを規制地域または制裁対象人物に関係する事業または取引に関係して使用しないこと。

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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8.2. 免責。

a. UPS 当事者は、貴殿にソフトウェアを引き渡してから 90 日間、かかるソフトウェアが付随の技術文

書の説明通りに実質的に動作することを保証する。この保証に違反した際に UPS が負うべき唯一の責任は、かかる

ソフトウェアを取り替えることである。前述の 2 つの文章中の保証に関する内容を除き、UPS 資材は「欠陥も含めた現

状のまま」、すなわち、現在の状況と状態のままで提供される。UPS は、UPS 資材の状態、質、耐久性、正確さ、完

全性、性能、第三者の権利の不侵害性、商品性、平穏享受、特定の目的または使用に対する適合性を、黙示的

か明示的かを問わず、しかも、制定法の適用を受けるか否かに拘らず、いかなる場合も、保証したり、表明、請合い、

条件付け、引受け、あるいは指名することはなく、かかる保証、表明、請合い、条件付け、引受け、指名のすべて、さ

らに、使用中、取扱い中に生じる保証からも、適用法で許容される最大の範疇において免除されるものとする。UPS

はまた、UPS 資材の欠陥を是正するという保証も行わない。UPS または UPS を代表する者が口頭や書面で情報を

提供したり、助言を提供することがあっても、それは保証とみなされるわけではない。

b. さらに、本一般条件第 5 条に基づいて UPS またはサポートプロバイダーは単に貴殿に代わってサ

ポートサービスを実行するために貴殿のコンピュータシステムやファイル、関連データにアクセスするのであって、貴殿のコ

ンピュータシステムや、アプリケーション、ファイル、データのバックアップの責任は貴殿自身にある点を貴殿は認識し、同

意するものとする。本契約に基づいて UPS またはサービスプロバイダーが提供するサポートサービスもしくはサポートソフ

トウェアはいずれも「あらゆる欠陥を含めた現状のまま」で実施されるものとし、UPS はこうしたサポートサービスまたはサ

ポートソフトウェアに対する保証を、黙示的か明示的かを問わず、一切行わない。UPS はまた、前述の内容の一般性

を制約することなく、商品性、第三者の権利の非侵害性、あるいは特定の目的への適合性（但し、それだけに限定さ

れない）に対する保証など、本契約のもとで実施されるサポートサービスまたはサポートソフトウェアに関連した一切の

保証、さらにかかるサービスまたはソフトウェアに関連して行われた助言、診断、結果に対する一切の保証から確実に

免責されるものとする。貴殿は、サポートサービスで生じた間違い、不作為、不履行、欠如、非慣例的行為に対し

UPS が一切の責任を負わないことを了承し同意するものとする。

c. UPS 当事者は、UPS システムが継続的に、中断されることなく、安全にアクセスできると保証する

わけではなく、UPS のコントロール下にない多数の要因によって UPS システムへのアクセスが妨げられることがある。この

ような妨害に起因して何らかの損害が生じたとしても、UPS 当事者は一切の責任を負わないものとする。

d. 管轄地域によっては、黙示的保証の制限を許容していない地域もあるため、本条の制限および除

外規定が適用されない場合もある。本契約書は貴殿に具体的な法的権利を与えるものである。貴殿にはその他の

権利が与えられているかもしれないが、それは管轄地域によってまちまちである。貴殿は、本契約書に記述された責任

の制限と免除の内容が公正であり適切であることに同意し了承するものとする。

9. 責任の制限。

a. 一部の管轄地域では、(I) 付随的または結果的損害、(II) 重大な過失または意図的な違法行為

の結果生じる損害および (III) 人身傷害または死亡の結果生じる損害に対する制限など、特定の損害に対する制限

を認めていない。従って、本条での制限および除外は貴殿には適用されない場合があり、また適用法上許容される

最大の範囲までに限って適用される。本契約は貴殿に具体的な法的権利を与えるものである。貴殿にはその他の権

利も与えられているかもしれないが、それは管轄地域によってまちまちである。貴殿が消費者として取引している場合、

放棄不能な貴殿の制定法上の権利は、あったとしても本条項により影響を受けない。

b. 契約違反、不法行為（これには過失も含まれる）、犯罪、UPS 資材の違法な使用などの事由に

より、本契約書から生起する間接的損害、派生的損害、懲戒的損害、懲罰的損害、複数の損害、付随的損害、

特別損害、利益の喪失、データの喪失または使用、預金の喪失、または代替物資の調達費が生じた場合、たとえ

UPS 当事者にこのような損害が生じる可能性が知らされていたとしても、UPS 当事者には、貴殿もしくは第三者に対

して一切の責任を負うことはない。エンドユーザーの権利の 1.1 項、さらに、一般条件の 8.2 項において規定された責

任の制限を除き、損害（直接的か否かを問わず）、罰則、喪失のすべてに対する UPS 当事者側の責任は、訴訟、

賠償請求、契約に起因するもの、不法行為（これには過失も含まれる）、その他、違法かその他のタイプかといった形

態を問わず、総額で 1,000 米ドル（USD $1,000）を超えないものとし、それ以上の損害に対する賠償請求権は貴殿

によりここに放棄されたものとする。
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c. 本一般条件の第 2 段落の内容に疑問が生じるのを避けるため、さらに、本契約書（バージョン

UTA 10072022）は何度か貴殿に提示しているが、だからといって、上述の 1,000 米ドル（USD $1,000）という UPS 当

事者側の賠償総額に変更が生じるわけではない。

d. さらに、賠償請求の根拠となる最初の事象が発生してから 6 ヵ月が経過した場合、かかる賠償請

求の権利が放棄されたものとみなされる。

10. 名称の使用および肖像権。本契約に別段の定めがある場合を除き、UPS の書面による事前の承諾を得ず

に、UPS 当事者（United Parcel Service of America, Inc.も含まれるが、これに限定されない）、そのパートナー、また

は UPS 当事者の従業員の名称をはじめ、UPS 当事者が所有する商標名、商標、トレードドレス、シミュレーションを

宣伝活動、広報活動、それ以外の活動に使用しないことに同意する。

11. 通知。本契約書で例外として認められていない限り、ここで義務付けられた通知、要求、その他の連絡事

項、あるいは、ここで許容された通知、要求、その他の連絡事項は、すべて書面で行われ、以下の要領で提出される

ものとする。

直接交付、UPS Next Day Air®による配達（発送日の翌日に有効とする）、ファクシミリまたはテレコピアーによる送信

（但し、発信元が受信先から受領の確認を受け取った場合に限られる。受領の確認日に有効とする）、または、郵便

料金前払いの配達証明書付き書留郵便（投函後 10 営業日後に有効とする）による方法で、UPS 宛（住所：35 

Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328、UPS 法務部門気付、ファクシミリの場合 ：(404) 828-6912）。および

貴殿が用いることのできる各方法のほか、電子メール（送信当日に有効）による方法で、（1）貴殿が UPS に提出した

UPS テクノロジーの登録情報の住所、電子メールアドレス、またはファクシミリ番号、（2）貴殿が使用する UPS テクノロ

ジーの UPS 口座の住所、電子メールアドレス、またはファクシミリ番号、あるいは（3）上記（1）も（2）も該当しない場合

には、そのほかに貴殿が UPS に提供した住所、電子メールアドレス、またはファクシミリ番号のいずれか該当するものに

送るものとする。

また、いずれの当事者も、相手方に 30 日前に書面で通知することにより、住所、電子メールアドレス、ファクシミリ番号

を変更することができる。

12. その他。

12.1. 当事者の独立性。両当事者はそれぞれ独立した存在であり、両者間で雇用関係、代理関係、パートナー

シップ、または、合弁会社、あるいはそのすべての関係が形成されていると解釈できるような内容は一切ここに含まれて

いないものとする。どちらの当事者も、黙示的か明示的かを問わず、相手方に代わって、あるいは、相手方の名前で

債務や責任を負ったり、かかる債務や責任を創出したり、何らかの形で相手方を法的に拘束するような権利や権限

は一切与えられていない。

12.2. 権利放棄。本契約書の諸条項の免除、あるいは、本契約書の下で各当事者に課された権利と義務の免

除は、その遵守を免除する一方または両方の当事者によって署名された書面に基づかない限り、いかなる場合も効

力をもたない。

12.3. 条項の可分性。法律により、貴殿には本契約のような契約で制限できない一定の権利が与えられている。

本契約はいかなる点でもそのような権利を制約する意図はない。本契約のいずれか一部が無効または強制実現不

能と判明した場合でも、残りの部分は適用される法律により許される最大の範囲で引き続き完全に有効であるものと

する。

12.4. 譲渡。貴殿は、UPS の書面による同意を事前に得ずに、本契約書に基づく権利、ライセンス、債務を含め、

本契約書そのものを他者または他の事業体に譲渡することはできない。一方、UPS は、本契約書の一部または全体、

もしくは、本契約書に記述されたあらゆる権利を、貴殿の承認または同意を得る必要性なく、UPS 当事者の一員に

譲渡、委任、または移譲することができる。こうした目的上、「譲渡」には、合併、譲渡側の資産の全体またはその大

部分の売却、本契約書の移譲またはその一部分の移譲（法律が適用された結果か否かを問わず）、譲渡側の議決

権付き株式／権益またはその支配権の 30 パーセント（30％）以上の売却あるいは移譲が含まれるが、それだけに限
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られるわけではない。本契約書が許容された形で譲渡された場合、それは、当事者の双方と、それぞれの法的後継

者、さらに許容された譲渡先の利益となるものとして法的拘束力をもち、効力を発揮するものとする。

12.5. 税金。本契約書の下で支払われる料金には、かかる料金に対して正当な税務当局から賦課された税金や

手数料（これには、該当する源泉徴収税、付加価値税（VAT）、その他の税金や手数料が含まれるが、それだけに

限らない）は含まれていない。この税額を正しく算出し、該当する税務当局に支払う責任は貴殿だけにあり、このよう

な税金を納めたからといって、支払うべき料金が減額されるわけではない。

12.6. 準拠法、裁判管轄権、および言語。本契約書および本契約書に起因または関連した一切の請求、訴訟、

または紛争は（契約違反か、不法行為か、その他のものかを問わず）、アメリカ合衆国ニューヨーク州法に準拠し、同

法に従って解釈されるものとする。但し、（1）同法の抵触法の原則、（2）国際物品売買契約に関する国際連合条約

（the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods）、（3）1974 年国際物品売

買における時効に関する条約（the 1974 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods）、

（4）1980 年 4 月 11 日にウィーンにおいて締結された 1974 年条約の修正議定書（the Protocol amending the 1974 

Convention）は例外とする。さらに、当事者は共に、本契約書とそれに付随する文書のすべてを、現在と将来を通じ、

英語で作成する義務があると宣言するものとする。Les parties déclarent qu’elles exigent que cette entente et 

tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement. 

各国の法律上別段の規定がある場合を除き、さらに法的拘束力を有する契約の締結に相反さない範囲において、

本契約書で使用される主言語は英語とし、貴殿が受け取る翻訳は便宜を図ることのみを目的としたものである。貴

殿と UPS の間で交わされる書類や対話は、英語で行われる必要がある。貴殿が、米国英語以外の言語による、本

契 約 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 翻 訳 版 の 表 示 に よ り 本 契 約 を 結 ん だ 場 合 に は 、

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf にアクセスすることによって、本契約の米国英語

版を閲覧できる。本契約書に起因あるいは関連したあらゆる請求、訴訟、または紛争（契約違反か、不法行為か、

もしくはその他のものかを問わず）は、米国ジョージア州アトランタ市に所在する連邦裁判所か州裁判所の専属的管

轄権に服するものとし、さらに訴訟当事者は本契約により、かかる専属的管轄権に同意するとともに、対人管轄権の

欠如、不適切な裁判地、または不便な裁判所を根拠とした抗弁を取消不可能な形で放棄し、主張しないものとす

る。但し、前述の内容にも拘らず、米国ジョージア州アトランタ市にある裁判所の判決を執行するため、あるいは、係

争中の問題に対する救済や解決を完全に得るためには、米国内または外国の他の裁判所で、その後、別途の裁判

または補助的裁判が必要となった場合には、その範疇において、当事者双方が、米国内あるいは外国のかかる裁判

所で、その後、別途の裁判または補助的裁判を受けることができ、さらに両当事者はここに、かかる裁判所が非専属

的管轄権しかない点に同意し、しかも、対人管轄権の欠如、不適切な裁判地、または不便な裁判所を根拠とした

抗弁を行う権利をすべてここに放棄するものとする。また、本文中にこれに矛盾する規定があったとしても、UPS は、所

轄のあらゆる裁判所で、暫定的救済または仮救済を受ける権利を有するものとする。本契約書の内容に関して紛争

が起きた場合、貴殿は、コンピューターに保存された記録や電子情報が証拠として認められることに同意する。疑問

が生じるのを避けるため、貴殿が UPS 当事者のメンバーと締結した、UPS サービスに関連する任意の契約（例

えば、適用される UPS 輸送･サービス約款を含む）に含まれる紛争解決に関する規定は、かかる規定が任意の請求

または紛争に適用できる場合は常に優先して適用されるものとする。貴殿が次のいずれかの国・地域の居住者である

場合または貴殿の登録事務所が次のいずれかの国・地域に所在している場合は、本契約に対する国固有の逸脱に

ついては、12.15 項および参照 B を参照してください。中東諸国、バングラデシュ、インドネシア、イスラエル、アメリカ合

衆国またはプエルトリコ。

12.7. 不可抗力。当事者の合理的な支配を超える事由（これには、天災、労働ストライキまたは労使紛争、産業

界で生じた混乱、政府による緊急命令、疫病、エピデミック、パンデミック、感染症の爆発的増加、またはその他何れ

かの公衆衛生上の危機（それらの事態が関連する当局機関により公式にエピデミック、パンデミック、または同等のもの

と宣言されたか否かを問わず、検疫またはその他の従業員の規制を含むがこれらに限定されない）、司法または行政

による措置、緊急時法規制、生産妨害、暴動、破壊行為、電子的障害、コンピューターハードウェアまたはソフトウェ

アの大規模な故障、機器の納品の遅れ、第三者による行為、またはテロ行為が含まれるが、これらに限らない）に起

因する本契約に基づく義務の不履行、あるいは何らかの損害の賠償責任については、どちらの当事者もかかる責任

を負わないものとする。

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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12.8. 救済方法。本契約書に基づく救済方法は排他的でないものとする。

12.9. 法律の遵守。いずれの当事者も、ここで規定された項目の履行に関し、該当する法律、裁判所の決定、な

らびに規制を厳重に尊守し、相手方当事者に適用されるあらゆる法律、裁判所決定、規制の違反につながるような

行動を一切慎むものとする。これには、ライセンス被許諾者である貴殿が政府機関に本契約書の申請を義務付けら

れている場合も含まれる。貴殿は特に、本契約書のもとで供給される UPS 資材にはエンクリプション機能が含まれて

いる可能性がある点を認識するものとする。UPS 資材を米国以外の国または地域へダウンロードしたり輸出する場合、

あるいは、他国で使用する場合、当該国および地域の法規に従う責任は、UPS ではなく、貴殿が全面的に負うことを

認め同意するものとする。これには、エンクリプション・ソフトウェアまたはエンクリプション技術の輸出、使用、配布、開発、

転送に関するあらゆる法規と、これらに関連した登録やライセンス取得の義務項目がすべて含まれるが、それだけに限

られるわけではない。

12.10. データ慣行。荷物の集配及び配達サービスを実施するため、ならびに貴殿の UPS テクノロジー使用に関連し

て、貴殿の司法管轄区における UPS 運送会社（その名称および住所は、同管轄区の UPS ウェブサイト上の「UPS 連

絡先」に掲載されている（以下「UPS 運送会社」と称す））は、個人情報を収集し、処理し、使用する。UPS Market 

Driver, Inc.（35 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328）および他の UPS 当事者は、以下に記載され

た諸目的のために、個人情報を受け取り、使用する。

UPS 当事者は、適用されるデータ保護法に準拠して個人情報を処理する。適用される法令により許されるとおり

UPS が個人情報を収集、使用、処理、または開示することのできる能力を制限することなく、貴殿は、UPS および世

界中の UPS グループ会社内の他社が、（i）UPS のサービス、製品およびサポートの提供、貴殿の支払い、請求、要

求、および UPS 口座の処理、特別なイベント、調査、コンテスト、オファー、プロモーション、製品およびサービスに関す

る更新の追跡ならびに情報を提供するための貴殿との連絡、貴殿の興味に合わせた広告の提供、UPS のビジネスの

運営、評価、保護、改善、貴殿による UPS ブログおよびソーシャルメディアの利用促進、データ分析の実行、違法行

為または不正行為、請求その他の責任の特定と防止を含む法令遵守問題の監視・報告、法的請求権の行使、立

証および防御、ならびに UPS の方針および法的義務の遵守を含む目的（「目的」）で、貴殿から提供された個人情

報を使用する場合があること、ならびに（ii）貴殿から提供された個人情報を、サービスを受けるために荷物を委託した

国以外の諸国に転送する場合があることに同意するものとする。また、貴殿は、UPS が貴殿から提供された個人情

報を、サービスプロバイダー、関連会社、再販業者、共同マーケティングパートナー、フランチャイジー、貴殿のご要望に

応じた貴殿の連絡先、政府機関、ならびに荷送人、荷受人、または第三者の支払人および受取人などのその他の

第三者（総称して｢受取人｣）と共有することに同意するものとする。また、UPS は、法的義務の遵守に関連して、法

執行機関その他の公的機関または政府機関に自発的に協力するため、違法行為または不正行為の疑いまたは実

際の行為に関連した損害または損失を防止するために、さらに UPS がその事業または資産の全部もしくは一部を売

却または譲渡する場合には、貴殿から提供された個人情報を使用または開示することがある。UPS は、UPS 以外の

場所、サイト、プラットフォーム、サービスのプライバシー慣行について責任を負わない。

貴殿、その従業員、代理人、または下請業者（以下「荷送人」と称す）が、UPS 運送会社に、個人情報を提供する

場合、貴殿は、(1) 荷送人側はその個人情報を合法的に収集し、本一般条件 12.10 項に基づき認められているい

かなる使用に対しても UPS 当事者にその個人情報を提供する権利と権限があること、(2) 貴殿またはその他の荷送

人側当事者は、当該個人情報（すべての荷物の受取人を含む）によって特定される各個人に対して、適用される法

令等にしたがい、本 12.10 項により許されるとおり、また出荷の時点で実施されている UPS が採用しているその他何

れかの目的のために、UPS が個人情報を処理するであろうこと、UPS がかかる個人情報を上述に規定された受取人

に提供することがあること、およびかかる個人情報が、UPS 当事者が当初その情報を集めた国または地域以外の国

または地域（かかる国または地域では、貴殿がその情報を当初提供した国または地域と同じデータ保護法はない可

能性がある）に転送されることがあることを、通知したこと、および (3) UPS が同意された出荷サービスに関連する電子

メールおよびその他の通知を送付するという事情をよく説明した具体的な同意を、法律で義務付けられるように、荷物

の受取人または荷受人から得ていることを、UPS に対して表明し保証するものとする。

貴殿はさらに、貴殿の口座に指定された携帯の電話番号に UPS からの、または UPS を代表する、UPS の集荷およ

び配達サービスに関するマーケティングを目的としない電話およびテキストメッセージ（集配に関する電話とテキストメッ

セージを含むがこれに限定されない）を受けることに同意するものとする。貴殿は、そのような電話またはテキストメッ

セージが事前録音されているおよび／または自動電話発信システムを使用して送られている場合があること、および

携帯電話番号でのそのような電話およびテキストメッセージの受信には貴殿の携帯電話会社のメッセージおよびデー

タの通信料が適用される場合があることを理解し、これに同意する。貴殿は、貴殿が UPS に提供する電話番号は真
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正、正確、最新および完全なものであり、貴殿はその番号を真正、正確、最新および完全なものに保つために、必要

に応じてその番号を速やかに更新するものとすることを理解し、これに同意する。

12.11. 非独占性。本契約書には、UPS が、他者と同様の契約を結んだり、両当事者に共通する顧客と直接取り

引きしたり契約を結んだりするのを禁止したり、制限するように解釈できる内容は一切含まれていないものとする。

12.12. 完全合意と改定。本契約書は、その掲題に関して当事者同士で完全なる理解と合意が得られたものとし

て成立しており、（1）かかる契約に関連して過去に結ばれた、または同時期に発生した表明、理解、ならびに合意、さ

らに（2）UPS と貴殿の間で交わした UPS テクノロジー契約の過去のバージョン（すべてが本契約書に集約された）のす

べてが本契約書に統合されるものとする。この統合は、ソフトウェアに対しては発効しない。現時点で貴殿が受け取る

ソフトウェアの特定のバージョンに対する UPS テクノロジー契約書が、いかなる時もそのソフトウェア・バージョンの貴殿に

よる使用に適用される。UPS とお客様の間で結ばれたコーポレート・テクノロジー契約は、本契約書の日付以前か、そ

れとも以後に結ばれたかを問わず、すべて本契約書に優先するものとする。UPS と貴殿の間で結ばれた UPS テクノロ

ジー契約は、バージョン UTA 10072022 より新しいバージョンが本契約書に取って代わるものとする。ただし、過去の契

約が本契約書に取って代わられたとはいえ、本契約書の日付以前に過去の契約書に対する違反行為があった場合

は、貴殿に対する UPS の権利が縮減されるわけではない。本契約の修正、変更は両当事者の代表者が書面で合

意し、署名しない限り、効力を有しない。但し、UPS は、エンドユーザーの権利 10.2 項に基づくエンドユーザーの権利

の修正、さらに、一般条件 4.2 項に基づく UPS 資材および UPS テクノロジーの修正を行えるものとする。電子署名入

り書面は、本契約書の修正または改定の資格をもたないものとする。

12.13. 権利放棄：欧州連合諸国における通知の放棄。貴殿が、欧州連合および/または欧州経済領域内の何

れかの国（英国が欧州連合の加盟国としてとどまるか否かにかかわらず英国を含む）の居住者であるかまたは登録事

務所を有する場合は、貴殿の UPS テクノロジーの使用に関して、貴殿の管轄で施行されている EU 指令

2000/31/EC の第 10 条(1)、第 10 条(2)、第 11 条(1)および第 11 条(2)に基づき義務付けられる場合のある（英国

では、英国の欧州連合離脱後、2002 年電子商取引（EC 指令）規則および随時行われる改訂版または置換え版

の関連する条項により義務付けられる場合がある）、電子的手段による契約の締結に関するあらゆる通知、承認お

よび確認を放棄する。本契約を受諾した後最初の 14 日間は、撤回する権利を有することを了解し、貴殿が本契約

を撤回する制定法上の権利を有する範囲で、本契約を締結した直後に UPS テクノロジーを貴殿が利用できるように

する UPS の代わりに、14 日間の撤回の権利を本書により明示的に放棄する。

12.14. 通知：UPS プライバシー通知に従った個人情報の処理。貴殿は、ここに、個人情報が一般条件 12.10 項

に規定するとおり処理されることがあることを承認する。また、貴殿が荷物の受取人または荷受人である場合、貴殿は、

本一般条件 12.10 項の規定通り、個人情報の処理と使用に関する通知を受け取ったことをここに承諾するものとす

る。

12.15. 各国固有の条件。貴殿が以下にリストされている国または地域のいずれかの居住者である場合、または貴

殿の登録事務所がそのいずれかに所在している場合、参照 B の条件が貴殿に適用される。これらの一般条件の本

文および参照 B に記載されている条項の間に矛盾または曖昧な点がある場合には、参照 B が適用される場合、参

照 B に記載されている条項が優先されるものとする。

a. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ヨルダン、チュニジア、アル

ジェリア、ジブチ、イラク、レバノン、リビア、モロッコ、およびモーリタニア（「中東諸国」）。

b. バングラデシュ、インドネシア、イスラエル、アメリカ合衆国およびプエルトリコ。
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参照 A

用語の定義- 一般条件

関連会社とは、直接的か間接的かを問わず、ある者を支配する第三者、ある者によって支配される第三者、あるい

は、ある者の共同支配下に置かれる第三者を指す。本定義の解釈上、「支配」という用語は（「によって支配される」

および「の共同支配下に置かれる」という関連する意味の用語を含む）、議決権のある株式持ち分の所有権を通じて

か、委託により、経営管理合意、契約または別の方法によるかは問わず、事業体の経営および方針を指示する、ま

たはそれらを指示させる権限を直接的または間接的に所有することを指す。

合意は、本一般条件の第 2 段落で定義される。

代替請求荷物とは、貴殿に代わって他者が UPS 当事者に荷物を持ち込み、その代金が貴殿の UPS 口座に請求

されるような出荷荷物を指す。

譲渡は、本一般条件 12.4 項で定義される。

Billing Data サービスプロバイダーとは、（1）貴殿によって、貴殿にサービスを提供するため採用され、お客様の請求書

の締めを行う第三のサービスプロバイダーおよび（2）本契約に基づいて UPS により随時修正される可能性のある、定

評のある安全な送信方法を用いて UPS システムを通じて請求書データを UPS から受信する際に、貴殿が UPS から

貴殿への請求書データ受信先として UPS に認定した第三のサービスプロバイダーを指す。

機密情報とは、企業秘密以外で、UPS にとって価値があり通常、第三者には知られていない情報または資料、ある

いは、UPS が所有するか否かを問わず、UPS が第三者（これには UPS 当事者も含まれるが、それだけに限らない）か

ら取得し、それを独占情報として扱っている情報または資料を指す。機密情報にはあらゆる情報が含まれるものとする。

機密情報の中には、ここで定義されている諸情報も含まれる。但し、（1）貴殿が UPS から受領した時点ですでに周

知の情報で、当事者同士で交わされた他の秘密厳守の同意書の適用を受けないもの、（2）貴殿の落ち度によらず

に現在すでに公知となっているか、今後公知となる情報、（3）本件の機密情報を参照せずに、貴殿が合法的に、し

かも独立して開発した情報、または（4）秘密厳守の義務を全く負わずに貴殿が第三者から合法的に入手した情報

であると貴殿が証明できるものについては、機密情報とはみなされないものとする。

お客様は、本一般条件の第 3 段落で定義される。

損害とは、あらゆる種類の損害賠償の請求、損失、損害、裁判所の判決、判断、費用、経費（これには弁護資料

も含まれるが、それだけに限らない）を指す。

エンドユーザーの権利とは、 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/EUR.pdf>で入手できる文書を意味する。

一般条件とは、この書類を指す。

インバウンド荷物とは、貴殿宛の配達を目的として UPS 当事者に持ち込まれた荷物を指す。

情報とは、 (i) UPS 当事者が提供するサービスに関して UPS システムが提供する情報、もしくは、 (ii) 貴殿が UPS 当

事者に依頼した出荷物（これには、委託荷物の情報も含まれるが、それに限らない）に関連して UPS システムが作成

する情報を指す。

情報および一般的な使用方針とは、<https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/IGUP.pdf>で入手

できる文書を意味する。

中東諸国は、本一般条件 12.15 項で定義される。

アウトバウンド荷物とは、貴殿により UPS 当事者に委託された発送・輸出貨物を指す。

許容地域とは、エンドユーザーの権利、参照 C に掲載された各 UPS テクノロジーの許容諸国および地域を指す。

https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/IGUP.pdf
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人物とは、個人、法人、有限会社、パートナーシップ、合弁会社、協会、株式会社、信託、法人格のない事業体、

その他の法主体を指す。

目的は、本一般条件 12.10 項で定義される。

受取人は、本一般条件 12.10 項で定義される。

規制地域とは、米財務省の海外資産管理局（以下「OFAC」と称す）によって指定された禁輸国・禁輸地域または

制裁国・制裁地域を指す。イラクとリビアはこの規制地域の一部とみなされており、このような国への輸出品目について

は、今後も引き続き OFAC により輸出ライセンスを取得することが義務付けられている。OFAC の禁輸または制裁の

対 象 国 ま た は 対 象 地 域 は 随 時 変 更 さ れ る こ と が あ る 。 便 利 な 参 照 目 的 と し て の み 、

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx お よ び

https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm でこうした国または地域に関する情報が

提供されている。

サービスプロバイダーは、本一般条件第 3 段落で定義される。

サービスプロバイダーの従業員は、本一般条件第 3 段落で定義される。

荷送人は、本一般条件 12.10 項で定義される。

ソフトウェアとは、UPS テクノロジーの各項目、すなわち、(i) 本契約書に基づいて UPS により貴殿に供給された UPS 

テクノロジーのソフトウェア（但し、コンピューターソフトウェアのサンプル・コードは除外）ならびに、それに付随する技術文

書、そして(ii) 本契約書に基づいて UPS により貴殿に提供されたその後の更新版を指す。

サポートサービスは、本一般条件 5.1 項で定義される。

サポートソフトウェアは、本一般条件 5.1 項で定義される。

サポートプロバイダーは、本一般条件 5.1 項で定義される。

技術文書とは、本件の下で UPS から貴殿に提供される、もしくは、入手可能になる UPS テクノロジーまたは UPS マー

クに関連したあらゆる文書、またはコンピューターソフトウェアのサンプル・コード、あるいは、その両方を総称したものを指

す。

委託荷物とは、(i)配達を目的に貴殿により、または、貴殿に代わって UPS 当事者に持ち込まれた荷物、または (ii) 

貴殿への配達を目的に、第三者により UPS 当事者に持ち込まれた荷物を指し、アウトバウンド荷物、代替請求荷

物、またはインバウンド荷物である場合がある。

期間は、本一般条件 6.2 項で定義される。

企業秘密とは、UPS に関するあらゆる情報、または、UPS が取得した、一般には普通知られていない、または、一般

が通常入手できない第三者（これには、UPS 当事者が含まれるが、それだけに限らない）のあらゆる情報で、（1）一般

にはまだ知られていないために、あるいは、適切な手段でその実否を確かめることができないために、実際もしくは潜在

的に経済価値を引き出すことができ、さらに、それが公開または使用されたならば他者が経済価値を取得しうるもので

あり、かつ（2）それを秘密にするために、その環境下で適切とみなされる努力が払われている情報を指す。

更新とは、UPS 資材のメンテナンス、エラー修正、改良、変更、更新、エンハンスメント、改定を指す。

UPS とは、UPS Market Driver, Inc.を指す。

UPS 口座とは、UPS 当事者の一員により貴殿に与えられたあらゆる出荷口座を指す。これには、UPS.com のユー

ザーに割り当てられる、いわゆる｢臨時口座｣および UPS 貨物輸送口座も含まれるが、それだけに限られるわけではな

い。

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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UPS データベースとは、UPS 当事者の出荷サービスに関連した独占情報を含むデータベースで、本件ソフトウェアとと

もに配布された、もしくは、本件ソフトウェアと一緒に使用するために配布されるものを指す。

UPS 輸送会社は、本一般条件 12.10 項で定義される。

UPS マークとは、米国登録商標第 966,724 号を含むがこれに限定されないさまざまな登録商標に示されている「UPS」

マーク、並びに、下記に示すマークで、以下の米国登録商標を含むがこれらに限定されないさまざまな登録商標に示

されている「UPS および様式されたシールドデバイス」のマークを指す。米国登録商標第 2,867,999 号、2,965,392 号、

2,973,108 号、2,978,624 号、3,160,056 号、および EC 登録商標第 3,107,026 号、3,107,281 号、および 3,106,978

号を含むが これらに限定されないさまざまな登録商標に示されている「UPS および様式されたシールドデバイス」のマー

クを指す。

UPS 資材とは、UPS テクノロジー、UPS データベース、技術文書、諸情報、ソフトウェア、UPS マーク、および UPS シ

ステムの総称を指す。

UPS 当事者とは、UPS と、既存の関連会社、さらにそれらそれぞれの株主、役員、取締役、従業員、代理人、パート

ナー、第三者サプライヤー、および第三者ライセンサーを指す。

UPS システムとは、UPS テクノロジーがアクセスする UPS コンピューターならびにネットワーク・システムを指す。

UPS テクノロジーとは、本エンドユーザーの権利、参照 B に掲載された製品を指す。

貴殿は、本契約書の第 3 段落で定義される。 
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参照 B

各国固有の一般条件の修正

貴殿が本一般条件の 12.15 項に特定されるいずれかの国または地域の居住者である場合、または貴殿の登録事務

所がそのいずれかの国または地域に所在する場合は、次の条項は一般条件で言及される条項を差し替えるか修正

する。本修正で変更されない本一般条件の条項は、変更されずに有効のまま存続する。

1. 中東諸国、バングラデシュ、インドネシア、イスラエル、アメリカ合衆国およびプエルトリコ。

1.1 地理的範囲と適用性。

a. 貴殿は、貴殿が以下の諸国のいずれかの居住者であるか、あるいは貴殿の登録事務所が以下の

いずれかの諸国に所在することを保証し、表明するものとする：中東諸国、バングラデシュ、インドネシア、イスラエル、ア

メリカ合衆国またはプエルトリコ。

b. 上述の本参照 B の 1.1(a)項に従い、貴殿と UPS は以下の本参照 B の 1.2 項に明記されている

ように一般条件を修正することに同意する。

c. ここに明記されている修正を除き、一般条項（これへの参照を含む）は、期限切れまたは解約され

るまでは効力を有し続け、本契約書での主題に関する貴殿と UPS の間の合意全体を反映するものとする。本参照

B の条項が一般条件に相反する限りにおいて、本参照 B の条件は相反する主題に関してのみ適用されるものとする。

d. 両当事者の約束と相互の約定を約因として、貴殿と UPS は一般条件が以下の本参照 B の 1.2

項に明記される通り修正されることに合意する。

1.2 修正。

a. 貴殿がアラブ首長国連邦（UAE）の居住者であるか、あるいは貴殿の登録事務所が

UAE に所在する場合、一般条件の 4 項は完全に削除され、以下に置き換えられるものとする。

“4. 終了。

a. いずれの当事者も、（裁判所命令なく）本契約を終了することができ、また

UPS は、本契約に基づいて付与された UPS テクノロジーの一部または全部のライセ

ンスを相手方当事者に書面で通知することにより、（裁判所命令なく）便宜上いつ

でも終了することができる。

b. 前述の内容にも拘わらず、（1）本一般条件の第 3 条、7 条もしくは 10 条、

または一般条件 2.2 項および 4.1 項（三番目の文章）に違反するとみなされた場合、

（2）貴殿が破産したり、財政難に陥ったり、組織再編成、民事上の更正、コンコル

ダート（協約）、特別清算、もしくは貴殿に関連した他の破産手続きの対象となっ

ている場合、または貴殿が管財人、管理人、行政管財人、清算人を指名したり、会

社を閉鎖する決議を通過させたり、そのような命令を裁判所から受けた場合、（3）

貴殿がパートナーシップのパートナーであるか、あるいはお客様またはサービスプ

ロバイダー自身がパートナーシップを形成しているときに、かかるパートナーシッ

プが解散された場合、または（4）貴殿の UPS プロファイルの削除時に、本契約は、

裁判所命令なく、かつ貴殿宛の書面の通知をもって直ちに、終了するものとする。

b. 貴殿が、中東諸国、バングラデシュ、インドネシアまたはイスラエルのうちの一つの国の居住者である

か、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、一般条件の 9 項は完全に削除され、以下に

置き換えられるものとする。
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「9.  責任の制限。

9.1 9.2 項に明示的に述べられていない限り

a.  UPS 当事者は、お客様（またはお客様の下でまたはお客様を通じて請 求する者）が被る

損害に対して、これが直接または間接に被ったものであるか、または即時のまたは派生的なもので

あるかにかかわらず、またこれが契約、不法行為（過失を含む）またはそれ以外の方法で生じるかに

かかわらず、以下の分類のいずれかに該当する場合には、いかなる状況においても一切の賠償責

任を負わないものとする。

i. 特別損害（UPS 当事者がかかる特別損害が生じ得る状況に気付いていた場合でも）、

ii. 利益の損失、

iii. 予期される貯蓄の損失、

iv. 事業機会の損失、

v. 営業権の損失、

vi. 本契約に起因する代替商品の調達費用

vii. データまたはデータ使用の損失または破損。

c. UPS 当事者の賠償総額は、契約、不法行為（過失を含む）、またはそれ以外によるもの

であるかにかかわらず、また本契約あるいは付帯契約との関連によるかにかかわらず、いかなる状況

下においても、その総額が 1,000 米ドル（USD $1,000）と同額の額を超えることがないものとする。

d. 貴殿は、本契約を締結することで、本契約が、いかなる種類の書面または口頭による表

明、あるいは本契約書に明示的に記載されている者以外の者による表明に依拠したものではなく、

また（書面または口頭にかかわらず、本ライセンスに明示的に記載されていない表明に依拠した場

合も）、かかる表明に関する救済はないものとし、いずれの場合にも UPS 当事者側は、本契約の

明示的な条件に従う以外の状況下においては、いかなる賠償責任も負わないことに同意するもの

とする。

9.2 9.1 項における除外事項は適用法上許容される最大の範囲まで適用されるものとする。

但し、UPS 当事者は以下の賠償責任を除外しないものとする。

a. UPS 当事者、その役員、従業員、請負業者または代理人の過失により引き起こされた

死亡または人身傷害

b. 詐欺または悪意不実表示、または

c. 法により除外することができないその他の賠償責任

9.3 疑問が生じるのを避けるため、本契約書（バージョン UTA 10072022）は何度か貴殿に提

示しているが、だからといって、上述の 1,000 米ドル（USD $1,000）という UPS 当事者側の賠償総

額に変更が生じるわけではない。

9.4 賠償請求の根拠となる最初の事象が発生してから 6 ヵ月が経過した場合、かかる賠償

請求の権利が放棄されたものとみなされる。」

b. 貴殿が、中東諸国、バングラデシュ、インドネシア、イスラエル、アメリカ合衆国またはプエルトリコのう

ちの一つの国の居住者であるか、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、一般条件の

12.6 項は完全に削除され、以下に置き換えられるものとする。
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「12.6 準拠法と仲裁条項。

a. 貴殿が中東諸国のうちの一つの居住者であるか、または貴殿の登録事務所が中東諸国のう

ちの一つに所在している場合、本契約に起因するまたは関連して生じる紛争は、その存在、

有効性または解約に関する疑義を含め、ドバイ国際金融センター－ロンドン国際仲裁裁判

所仲裁センターの仲裁規則（本条項に引用されていることにより、本契約書の一部とみなされ

る規則）下における仲裁に付託され、最終的に解決されるものとする。仲裁者の数は 1 名とす

る。仲裁地または法的場所はドバイ国際金融センターとする。仲裁の使用言語は英語とする。

本契約の準拠法はイングランドおよびウェールズの実体法とする。貴殿は、ここに本条項および

適用法に従って仲裁するとの契約を締結する権限があることを表明し、保証するものとする。

b. 貴殿がバングラデシュまたはインドネシアの居住者であるか、または貴殿の登録事務所がバン

グラデシュに所在している場合、本契約に起因するまたは関連して生じる紛争は、その存在、

有効性または解約に関する疑義を含め、シンガポール国際仲裁センターの仲裁規則（本条

項に引用されていることにより、本契約書の一部とみなされる規則）下における仲裁に付託さ

れ、最終的に解決されるものとする。仲裁者の数は 1 名とする。仲裁地または仲裁の法的場

所はシンガポール国際仲裁センターとする。仲裁の使用言語は英語とする。本契約の準拠法

はイングランドおよびウェールズの実体法とする。貴殿は、ここに本条項および適用法に従って

仲裁するとの契約を締結する権限があることを表明し、保証するものとする。

c. 貴殿がイスラエルの居住者であるか、または貴殿の登録事務所がイスラエルに所在している場

合、本契約に起因して生じる紛争、または本契約の違反は、イスラエル商事仲裁協会の国

際仲裁規則（本条項に引用されていることにより、本契約書の一部とみなされる規則）に従い、

仲裁によって解決されるものとする。仲裁者の数は 1 名とする。当事者はまた、かかる紛争に

関する最終決定として、仲裁人の裁定または判断に従い、それを履行することに同意する。

仲裁の使用言語は英語とする。本契約の準拠法はイングランドおよびウェールズの実体法とす

る。貴殿は、ここに本条項および適用法に従って仲裁するとの契約を締結する権限があること

を表明し、保証するものとする。

d. 貴殿がアメリカ合衆国またはプエルトリコの居住者であるか、または貴殿の登録事務所がメリカ

合衆国またはプエルトリコに所在している場合、本契約に起因して生じる紛争、または本契約

の違反は、本書に添付する添付 1（米国およびプエルトリコにおける紛争解決）に規定されると

ころによるものとする。

e. 法律上許容される最大の範囲において、さらに法的拘束力を有する契約に一致するかたちで、

本契約書で使用される主言語は英語とし、貴殿が受け取る翻訳は便宜を図ることのみを目

的として提供される。貴殿と UPS の間で交わされる書類や対話は、英語で行われる必要があ

る。貴殿が米国英語以外の言語による本契約の翻訳版をインターネットで表示することにより

本 契 約 を 締 結 し た 場 合 は 、

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf にアクセスすることによっ

て、本契約の米国英語版を閲覧できる。

f. 本契約のその他の規定にかかわらず、貴殿が UPS 当事者のメンバーと締結した、UPS サービ

スに関連する任意の契約（例えば、適用される UPS 輸送･サービス約款を含む）に含まれる紛

争解決に関する規定は、かかる規定が任意の請求または紛争に適用できる場合は常に優先

して適用されるものとする。

c. 貴殿が、中東諸国、バングラデシュ、インドネシアまたはイスラエルのうちの一つの国の居住者である

か、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、12.16 項は以下の通り一般条件に付加される

ものとする。

「12.16 解釈。以下の解釈規則が本契約に適用されるものとする。

a. 条項および参照の見出しは、本契約の解釈に影響を与えないものとする。

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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b. 自然人、法人または非法人団体（別の法人格の有無に関係なく）を含む人物

c. 文脈により別の解釈が必要とされない限り、単数の言葉には複数が含まれ、複数の言葉には

単数が含まれるものとする。

d. 文脈により別の解釈が必要とされない限り、一つの性への参照には別の性への参照が含まれ

るものとする。

e. いかなる行為、救済、訴訟手続きの方法、法律文書、法的地位、裁判所、公式のまたはい

かなる法的概念または法的なものについての英語の法律用語への参照は、イングランドを除く

管轄区域に関しては、当該管轄区域での英語の法律用語への最も意味の似通った近似語

への参照を含むとみなされるものとする。

f. 法規または法条項への参照は、本契約日の前後を問わず、随時修正、拡大または再成立

したものへの参照であり、また法規への参照の場合にも、本契約日の前後を問わず、当該法

規の下で行われるすべての下位法律への参照である。

g. 用語「含んでいる」、「含む」、「特に」または「例えば」あるいは類似の語句に続く言葉は、関連

する一般的な言葉の普遍性を制限しないものとする。

h. 「商品性」と言う言葉への参照も、「満足できる品質」と言う意味として解釈されるものとする。」

d. 貴殿が、中東諸国、バングラデシュ、インドネシアまたはイスラエルのうちの一つの国の居住者である

か、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、12.17 項は以下の通り一般条件に付加される

ものとする。

「12.17 第三者の権利。本契約の当事者でない者は、英国法 1999 年契約(第三者の権利)法

の下で本契約条件を強制できる権利を一切持たないものとする。但し、このことは当該法とは別に

存在するまたは利用できる第三者の権利または救済に影響を及ぼさないものとする。」

e. 貴殿が、中東諸国、バングラデシュ、インドネシアまたはイスラエルのうちの一つの国の居住者である

か、あるいは貴殿の登録事務所がそのいずれかの国に所在する場合、12.18 項は以下の通り一般条件に付加される

ものとする。

「12.18 腐敗半防止と反贈収賄。貴殿は、本契約に関連して、2010 年英国贈収賄防止法を

含むがこれに限定されない、腐敗防止と反贈収賄に関連したすべての適用法、法規、規制、およ

び規範を遵守するものとし、本契約の履行に関連した、かかる当事者が受け取るいかなる種類の

いかなる不正な金銭上または他の優位性へのいかなる要請または要求について、UPS に速やかに

報告するものとする。」

f. 貴殿が、インドネシアの居住者であるか、あるいは貴殿の登録事務所がインドネシアに所在する場

合、一般条件の 12.13 項は完全に削除され、以下に置き換えられるものとする。

「12.13 完全合意と改定。本契約書は、その掲題に関して当事者同士で完全なる理解と合意が

得られたものとして成立しており、（1）かかる契約に関連して過去に結ばれた、または同時期に発

生した表明、理解、ならびに合意、さらに（2）UPS と貴殿の間で交わした UPS テクノロジー契約の

過去のバージョン（すべてが本契約書に集約された）のすべてが本契約書に統合されるものとする。

この統合は、ソフトウェアに対しては発効しない。現時点で貴殿が受け取るソフトウェアの特定の

バージョンに対する UPS テクノロジー契約書が、いかなる時もそのソフトウェア・バージョンの貴殿によ

る使用に適用される。UPS とお客様の間で結ばれたコーポレート・テクノロジー契約は、本契約書

の日付以前か、それとも以後に結ばれたかを問わず、すべて本契約書に優先するものとする。UPS

と貴殿の間で結ばれた UPS テクノロジー契約は、バージョン UTA 10072022 より新しいバージョンが

本契約書に取って代わるものとする。但し、過去の契約が本契約書に取って代わられたとはいえ、

本契約書の日付以前に過去の契約書に対する違反行為があった場合は、貴殿に対する UPS の
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権利が縮減されるわけではない。電子署名入り書面は、本契約書の修正または改定の資格をも

たないものとする。 



17 

添付 1

アメリカ合衆国およびプエルトリコにおける紛争解決

法的拘束力のある紛争の仲裁

制限的管轄権を有する州裁判所の資格を満たす紛争に関する場合（少額損害賠償要求、治安判事案件、治安

判事裁判所および民事紛争に対する管轄権に$30,000 未満の金銭的制限を有する類似の裁判所など）を除き、

貴殿および UPS は、法律上または衡平法上を問わず、アメリカ合衆国またはプエルトリコで全部か一部かを問わず生

じる、本契約に起因する、または本契約に関連するいかなる論争または請求も、かかる紛争の発生日にかかわらず、

個別の（クラス全体でも集団でもなく）法的拘束力のある仲裁によって全体として解決されるものとすることに同意する。

貴殿および UPS は、紛争の発生日にかかわらず、かかる紛争を仲裁する前述の義務には、既存の紛争、および本

契約の以前のバージョンの際に提供されたサービスに起因する、またはそれに関連する紛争を含むが、それに限定され

ないことに明示的に同意する。

仲裁とは、「裁定」として知られる最終的かつ法的拘束力のある決定を求めて、判事または陪審の代わりに、中立的

仲裁人に紛争を付託することである。仲裁は、裁判所におけるよりもさらに制限的な開示をもたらし、裁判所による限

定的な審査の対象となる。各当事者には、書面でまたは証人を介して、仲裁人に証拠を提示する機会がある。仲

裁人は、裁判所が法の下で裁定できるものと同じ損害賠償と救済に限り、裁定することができ、本契約の諸条件を

尊重しなければならない。貴殿および UPS は、その独自の関係が本契約に準拠する 契約上のものであることに同

意する。

機関仲裁

仲裁は、米国仲裁協会（「AAA」）により、その商業仲裁規則、または貴殿が個人消費者で UPS のサービスを個人

的な（ビジネスではなく）使用目的で利用している場合は消費者仲裁規則（「AAA 規則」）に従って行われなくてはな

らず、仲裁判断に基づく判決は正当な管轄権のあるいずれの裁判所においても登録することができる。仲裁の開始

方法についての説明を含め、AAA 規則は https://www.adr.org にて入手できる。仲裁人は、訴訟のすべての問題を、

衡平法ではなく適用法に基づいて決定するものとする。貴殿が仲裁を開始した場合、貴殿は UPS の登録された送

達受領代理人である Corporation Service Company に送達しなければならず、同社は各州に所在している。情報

もまた、貴殿が居住する州の州務長官のウェブサイトで閲覧できる。

本契約に基づく仲裁は個別に行われる。集団、多数当事者、統合または併合の訴訟または仲裁あるいは市民側代

理人としての訴訟手続きは許可されていない。貴殿および UPS はそれぞれ、陪審裁判の権利を放棄する。貴殿およ

び UPS はさらに、集団、多数当事者、統合または併合の訴訟または仲裁へ参加する能力を放棄する。

仲裁地／仲裁人の数／仲裁費用

すべての仲裁は、貴殿が居住する郡で行われ、単独の仲裁人によって判断される。AAA 規則により貴殿に求められ

る申請手数料または事務管理費は、かかる料金が、別途管轄権を有したであろう裁判所で類似の訴訟を開始する

ために必要な料金の金額を超えない範囲で、貴殿により支払われるものとする。根拠がないとはいえないすべての申

立てについては、UPS はその金額を超える料金を支払う。仲裁人は、適用される AAA の規則と矛盾しない事務管

理費用および仲裁手数料を割り当てる。合理的な弁護士費用および経費は、割り当てまたは裁定が適用法に基づ

き利用可能な範囲に限り、割り当てまたは裁定が行われる。

仲裁規定の範囲、申請および法的強制力に関連する問題は裁判所が決定することを除いて、問題はすべて、仲裁

人が判断する。本規定の解釈および執行については、連邦仲裁法が適用される。この仲裁合意は、本契約の終了

後も存続するものとする。

分離可能性

AAA 規則のこれと異なるいかなる規定にも関わらず、本仲裁規定の一部が何らかの理由で無効または効果がないと

見なされても、これは本仲裁規定の残りの条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼさないものとし、仲裁人は、

無効または効果がないと見なされる規定を修正し、有効で法的強制力があるものにする権限を有するものとする。

机上での仲裁（Desk Arbitration）

一万五千ドル（$15,000.00）未満の金額に関するすべての紛争については、当事者は自分たちの議論の根拠および

証拠を仲裁人に書面で提出するものとし、仲裁人は文書のみに基づいて裁定を行うものとする。仲裁人が自身の裁

https://www.adr.org/
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量で、かつ当事者の要求に応じて、直接の審問を求める必要があると決定する場合を除き、審問は行われない。

AAAの消費者仲裁規則が適用される紛争については、また一万五千ドル（$15,000.00）以上五万ドル（$50,000.00）

以下の裁定に関しては、UPS は AAA 規則に基づき申請手数料を貴殿に支払うものとするが、ただし、各当事者が

その議論の根拠および証拠を仲裁人に書面で提出し、仲裁人が審問を行うことなく文書のみに基づいて裁定を行う

ものとすることに貴殿が同意することを条件とする。本規定にかかわらず、当事者は、いつでも机上での仲裁を進める

よう同意することができる。

少額裁判所への提訴

全当事者は、少額損害賠償請求、治安判事案件、治安判事裁判所、および民事紛争に対する管轄権に

$30,000 未満の金銭的制限を有する類似の裁判所など、かかる裁判所の管轄権の範囲内の個別の紛争について、

制限的管轄権を有する州裁判所において判決を求める権利を留保するものとする。

承認事項

貴殿および UPS は、各当事者が以下の権利を放棄することを認め、これに同意する。

(a) 貴殿、UPS または関連する第三者に対して申し立てられた紛争を解決するために、陪審裁判を受けること。

(b) 上記に定義する制限的管轄権を有する州裁判所以外の裁判所に、貴殿、UPS または関連する第三者に

対して申し立てられた紛争を解決してもらうこと。

(c) 連邦仲裁法第 10 条に明示的に規定される判決の無効についての理由に基づく上訴を除き、裁判所に、

暫定または最終を問わない、仲裁人の判断または裁定を審査してもらうこと。および

(d) 代表者として、市民側代理人として、またはその他の代表者の立場で役割を果たすこと、および／または貴

殿、UPS および／または関連する第三者に対して申し立てられた集団、多数当事者、統合または併合の

訴訟または仲裁に、集団のメンバーとして参加すること。

裁定

仲裁人は、救済を求める個人の当事者にとってのみ有利で、かつその当事者の個別の申立てで保証される救済を

提供するために必要な範囲に限り、金銭または衡平法上の救済を裁定することができる。同様に、仲裁裁定および

判断はその具体的な案件にのみ適用されることを確認し、裁定自体を執行する場合を除き、その他の案件では使

用することができない。仲裁にかかる時間と費用を削減するために、仲裁人は、根拠についての短い説明が当事者の

うちのいずれかによって要求される場合を除き、裁定の理由書を提供しない。貴殿および UPS の双方が別途合意す

る場合を除き、仲裁人は、2 人以上の人の申立てを統合することができず、また別途、何らかの形態の代表、市民側

弁護士または集団訴訟を主導することはできない。

仲裁の守秘義務

AAA 規則のこれと異なるいかなる規定にも関わらず、UPS および貴殿は、仲裁の申請、仲裁手続、仲裁手続中に

交換または作成された文書、仲裁のために準備された準備書面またはその他の文書、および仲裁裁定が全て、完全

に秘密に保たれるものとし、本仲裁規定、仲裁裁定または当事者のその他の権利を執行するために必要な範囲、も

しくは法律または裁判所命令で求められる範囲を除いて、他方当事者に開示されないものとすることに同意する。本

守秘義務規定は、AAA が特定の消費者の仲裁案件の情報を州法に従って報告するのを妨げるものではない。 
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