
情報および一般的な使用方針 

(IGUP バージョン：06072022)

本情報および一般的な使用方針は、UPS テクノロジー契約に基づいて UPS テクノロジーを使用すること、お

よび UPS テクノロジーを使用して取得した情報に対して追加条件を定めている。これらの情報および一般的な使用

方針は、参照により UPS テクノロジー契約 <https://www.ups.com/assets/resources/media/ja_JP/UTA.pdf> に
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組み込まれる。本情報および一般的な使用方針で使用されるが、定義されていない大文字の用語は、本契約の一

般条件またはエンドユーザーの権利で定義される意味を持つ。

1 情報へのアクセスと使用。

1.1 情報に対する制限。

 

 

 

(a) 情報の使用。 貴殿は、自身の内部目的に限り、情報（サービスプロバイダー情報および

3PL 情報を除く）を使用することができる。前文を限定することなく、貴殿には以下の目的で情報を使用する権限は

ない：(i) 第三者に運輸サービスまたは運輸情報サービスを提供することを主に対象とする事業をサポートすること、(ii) 

UPSI または第三者からの運輸またはロジスティクサービスを確保するために、直接的または間接的にサービスまたは料

金交渉を支援すること、または (iii) 出荷料金または配達時間を、UPS 当事者でないメンバーの出荷料金または配

達時間と比較すること。情報は変更してはならず、その全体を使用する必要がある。

(b) 開示。 以下の本 1.1 項（b)および 1.2 項（b)で明示的に承認されていない限り、情報を

開示することはできない。貴殿は、情報に善意の利害を持つ者と自社の関連会社（例えば、出荷人、荷受人、料金

を支払う第三者）に、（サービスプロバイダー情報および 3PL 情報を除く）かかる情報を公表することができる。ただし、

関連会社および本文に基づく受取人であるその他の者が、本契約書のすべての制限に従って情報を利用し、情報へ

のアクセスの制限に同意することを貴殿が保証することを条件とする。貴殿は、自らが情報へのアクセスを許可した人

物による情報の使用または開示に対して責任を持つ。貴殿はかかる諸情報をサービスプロバイダーに開示したり、開

示を UPS に指示したりできるが、（i）ただしその際は、貴殿とこのサービスプロバイダーの間で以下の項目を含む契約を

交わすものとし、UPS を第三の受益者として指定し（この「第三者受益者」が貴殿とサービスプロバイダーの間で交わし

た契約の準拠法下で認識されている場合）、本情報および一般的な使用方針に基づき、かかるサービスプロバイダー

による情報の使用および開示を制限し、（ii）またかかるサービスプロバイダーは UPS に書面で承認された者であること

を条件とする。貴殿は、サービスプロバイダーの作為または不作為に対して引き続き全面的責任を負うものとし、かか

る作為または不作為が貴殿によって行われた場合は、本契約に違反したことになる。

(c) 免責。 本契約書の免責の一般性を制限することなく、UPS は、情報が正確であること、

または情報の使用が、書面での請求書を要求する、または付加価値税に関連する法律、規則および／または規制

を含むがこれらに限定されない、適用される法律、規則および／または規制を遵守するものであることを保証しない。

1.2 サービスプロバイダー情報および 3PL 情報に対する追加的制限。

(a) サービスプロバイダー情報および 3PL 情報に対する制限。貴殿が、サービスプロバイダー情

報または 3PL 情報を受領する場合、貴殿は、かかる情報と関連している UPS のお客様（例えば、3PL サービスの

UPS のお客様）が貴殿に情報の受領を許可したことを保証するものとする。

(b) サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の使用、開示および保管。貴殿は、サービスプ

ロバイダーとして行動する際には、以下に同意する：(i) かかる情報に関連する UPS のお客様の内部目的に限ってサー

ビスプロバイダー情報および 3PL 情報を使用すること、(ii) かかる情報に関連する UPS のお客様およびかかる UPS の

お客様のお客様のみにサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を開示すること、(iii) 電子形式か別の形式かを問わ

ず、貴殿がサポートする UPS のお客様それぞれのサービスプロバイダー情報および 3PL 情報を個別に保管し、かかる

情報をその他のデータと混合または組み合わせしないこと、および (iv) かかるサービスプロバイダー情報および 3PL 情

報を偶発的または不法な破損または喪失、改ざん、不正な開示、処理またはアクセスから保護するために、適切な

技術的、物理的および組織的な対策を整えていること。明確にするために述べると、ただしすべての禁じられた使用を

網羅するものではないが、貴殿は、(I) UPS のお客様に関連するサービスプロバイダー情報または 3PL 情報、および／

または UPS のお客様を、理由を問わずそうした人たちの間で比較したり、(II) UPS サービス保証／返金保証のための

当初の配送時間保証または提出を判断するためにサービスプロバイダー情報または 3PL 情報を使用したり（貴殿の
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所在地または居住国で該当する UPSI 事業体が提供する範囲で）、(III) UPSI とのサービスまたは料金交渉において、

直接的または間接的にサービスプロバイダー情報または 3PL 情報を使用したり、もしくは (IV) サービスプロバイダー情

報または 3PL 情報を使用する情報サービスや製品（例えば、サービスおよび財務パフォーマンス分析サービス）を別途

導き出したり開発したりすることはできない。1.2 項(b)(IV)の例外として、お客様は、3PL サービスの UPS のお客様に関

連する 3PL 情報を使って、データ分析サービスを 3PL サービスの UPS のお客様に提供することができるが（例えば、

UPS のお客様の 3PL サービスの出荷数をお客様が明示した、または 3PL サービスについての UPS のお客様の運送

業者全体の総輸送費、運送業者ごとの支出、種類別、発送地または目的地ごとの出荷を計算したダッシュボード）、

ただしお客様が本 1.2 項(b)のその他の規定に違反しないことを条件とする。

(c) サービスプロバイダー情報および 3PL 情報の削除。貴殿は、次のことが最初に生じた時に

UPSI のお客様に関係するサービスプロバイダー情報および 3PL 情報（該当する場合）を破棄しなければならない。(i) 

UPSI のお客様に対するサービスプロバイダーまたは 3PL サービスのプロバイダーとしての貴殿のサービスが終了する、(ii) 

UPS のお客様へのアクセスキーすべてが無効になっているか機能しない、または(iii) サービスプロバイダー情報または

3PL 情報を受け取ってから 15 カ月間後の時点。

(d) 補償。 貴殿は、第三者によるサービスプロバイダー情報または 3PL 情報への不正アクセ

スを含め、本契約に基づく適用される制限に矛盾する方法でかかるサービスプロバイダーおよび 3PL 情報を使用、開

示し、および削除しなかったことから生じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損

害について、貴殿の単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとすることに同意する。

(e) 3P/FC 料金情報。貴殿はまた、貴殿が UPS のお客様の UPS 口座に対して着払いまた

は第三者請求で出荷を行う権限を与えられている場合、UPS 顧客に対して UPS が割り当てる UPS 出荷口座に適

用される特定の価格条件および料金を課される場合がある（「3P/FC 料金」）。3P/FC 料金は UPS の秘密情報で

あり、貴殿は、(i)UPS のお客様の代理として UPSI で発送するのに関連した目的を除き、いかなる目的でも 3P/FC

料金を使用しない、または (ii) 3P/FC 料金をいかなる人にも開示しないことに同意する。

(f) デジタル署名の画像。情報には電子署名の画像を含めることができる。貴殿は、デジタル

署名またはその一部を貴殿が処理、使用または配布することに由来して、またはそれに関連して、UPS の被補償者

が負ったまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与

えないものとする。

1.3 Time in Transit™ Datafile に固有の制限。
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(a) 追加制限。 追加制限として、または UPS が UPS Bulk Data Services により貴殿に提

供する Time in Transit™ Datafile（「TNT Datafile」）という情報に関して、UPS は貴殿に、委託荷物の予想される配

送時間および価格を計算するためだけの目的で、以下の追加的な制限が課されることを条件に、UPS から貴殿に提

供される TNT Datafile ならびにそのすべての改良および改善、強化、修正、改訂、更新物を、UPS が書面で承認し

た住所に所在する単一の中央処理施設（以下「承認施設」）でインストールおよび起動、作動、使用する、非独占

的、譲渡不可、恒久的、限定的なライセンスを貴殿に許諾し、また貴殿はそのライセンスを受諾する（追加料金がか

かる場合がある）。

(i) 貴殿は、当該更新を受領した後、以前のバージョンの TNT Datafile のすべてのコピーを

削除することに同意する。更新された TNT Datafile を受領し使用することで、貴殿は、TNT Datafile の以前のすべての

コピーを削除したことを事実表明および保証するものとする。

(ii) 貴殿は、TNT Datafile およびその要素を情報目的でのみ使用するものとすることに同意

する。貴殿はいかなる第三者に対しても、TNT Datafile から得られた予想配送時間は UPS の配送サービスの実際の配

送時間を保証するものであると表明したり示唆したりしないものとする。当該保証または荷物の移動およびそれに関連す

る問題に関する他の取り決めには、UPSI との貴殿の出荷契約（もしあれば）、および出荷時に有効な該当する UPS 輸

送・サービス約款が適用される。

(iii) 貴殿は、同じ画面表示、ウィンドウ、またはブラウザ内での比較および規則に基

づく自動的な比較など、UPS サービス、UPS のサービスレベルまたは UPS サービスの料金の UPSI または UPS 関連会社

のメンバーではない輸送業者または第三者物流会社のサービス、サービスレベルまたはサービスの料金との比較を作成す



る、その比較を使用するまたはその比較を提示する目的で、TNT Datafile またはそのデータファイル内の予想配送時間を

使用しないことに同意する。

(iv) 貴殿は、TNT Datafile の全部または一部を（TNT Datafile を受け取ることを

UPS が書面によって承認したサービスプロバイダー以外の）第三者にサブライセンスまたはライセンス、賃貸、販売、貸与、

提供、もしくはそれ以外に配布しないこと、また TNT Datafile を許可された施設にあるコンピュータシステム以外のコン

ピュータシステムにインストールまたは起動、作動、修正、使用しないことに同意する。お客様は、TNT Datafile の承認さ

れたすべてのコピーを安全な環境に保持するものとし、TNT Datafile を不正な開示または公表から保護するために合理

的に必要とされるあらゆる対策を講じるものとする。

(v) 貴殿は、TNT Datafile またはそのコピーの全部または一部を修正または改変しないことに

同意する。貴殿は１つ以上の TNT Datafile を使用することはできず、当該バックアップ・コピーは、元の TNT Datafile コ

ピーが損傷または破損した場合に TNT Datafile の修復を可能にする目的でのみ、使用するものとする。

(b) 凡例。貴殿は、TNT Datafile へのアクセスを提供するアプリケーションの開始画面に、アプ

リケーションのユーザーに見える方法で、次の文面を表示させるものとする。「お知らせ：本ソフトウェアプログラムに含ま

れる、または本プログラムがアクセスする UPS Time in Transit™データファイルは、UPS の所有権対象物であり、ライセ

ンスの下に本ソフトウェアのユーザーに提供されるものです。UPS の書面による事前の同意なしに、UPS Time in 

Transit™データファイルの全部または一部をコピーすることは禁止されています。」

(c) 矛盾。本 1.3 項(c)で付与された権利および記載された制限と、本契約のその他の項で

付与された情報としての TNT Datafile の権利およびその制限との間に矛盾が生じた場合は、かかる矛盾の解決に必

要となる範囲で本情報および一般的な使用方針の 1.3 項(c)が優先される。

(d) 修正。 UPS は TNT Datafile を修正し、貴殿の出荷場所に対応しない発送元の郵便

番号に関するデータを削除している可能性がある。

1.4 Quantum View 保護対象の情報の公表への同意。
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(a) Quantum View Data Service、Quantum View Management Service および Quantum 

View Management for Importers Service として知られる UPS テクノロジー（総称して「QV テクノロジー」）は、連邦

規則集第 19 編 111.24 部およびその他の適用される法律の下で機密と見なされる、連邦規則集第 19 編 111 部お

よび 163 部で言及される輸入や通関業者に関する情報または記録を提供してもよい。これには、入管データ、商品

の数量、価値、関税分類、メーカーまたは供給業者、関税や料金、荷物の詳細、連絡窓口、住所および電話番号

（「Quantum View保護対象の秘密情報」）が含まれるが、これらに限定されない。QVテクノロジーは、Quantum View

保護対象の秘密情報を含む報告書（「保護対象の報告書」）の受領者（最高 5 名）を指定するオプションを含む場

合がある。貴殿は下記を理解し同意するものとする。貴殿は、(a) 保護対象の報告書の受領者として貴殿がある人

物を指定すること、または (b) Quantum View システム口座を通して QV 管理者からある人物に QV テクノロジーへの

アクセス権が付与されることより、UPS が Quantum View 保護対象の秘密情報をかかる人物と共有することに同意す

ることになること、そして、こうした権利を与え、また貴殿、貴殿の財産、トランザクションおよびかかる保護対象の報告

および QV テクノロジー（それに含まれる Quantum View 保護対象の秘密情報を含む）を統轄する特定の裁判管轄

（複数もあり）の法律に基づき、UPS、UPS の代理人、もしくは代表者が、Quantum View 保護対象の秘密情報、ま

たは貴殿、貴殿の財産に関係するその他の情報、もしくはこうした保護対象の報告書または QV テクノロジーに関係

する、またはそれに含まれるトランザクションを公表することについて、これを制限する権利を放棄することになる。

(b) 貴殿は、QV テクノロジー内部において、Quantum View 保護対象の秘密情報を含む報

告書の受領者として指定された人物を削除したり、貴殿が QV 管理者である場合は、指定された人物による QV テ

クノロジーへのアクセスを中断するオプションがある。指定された人物は、前文で規定されるように削除されない限り、規

定通り Quantum View 保護対象の秘密情報や QV テクノロジーへのアクセス権を持つ。本契約の遵守は、UPS、

UPS の代理人、または代表者による、Quantum View 保護対象の秘密情報の公表、もしくは貴殿、貴殿の財産、

および QV テクノロジーの下またはそれに関連したトランザクションの公表に対する書面での同意として機能し、同左に

相当するものとする。貴殿は、貴殿、貴殿の財産、および QV テクノロジーならびに本契約に基づくか、それに関連した

Quantum View 保護対象の秘密情報の公表から生じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは

被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとす



る。貴殿の従業員を含むが、これらに限定されない人物が、貴殿が意図または希望していない UPS テクノロジーまた

は Quantum View 保護対象の秘密情報への直接的、間接的または内密でのアクセスを行えないように、UPS テクノ

ロジーから送受信される Quantum View 保護対象の秘密情報へのアクセスを制限する唯一の責任は、貴殿が負うも

のとする。貴殿は、Quantum View 保護対象の秘密情報または UPS テクノロジーへのアクセスを貴殿が認める人物に

よる、Quantum View 保護対象の秘密情報または UPS テクノロジーの使用に対して唯一の責任を負うものとする。保

護対象の報告書を受け取るよう貴殿が指定した受領者が貴殿に対してかかる情報の受け取りを希望しない旨を伝

えた場合、貴殿は UPS テクノロジーを用いて、保護対象の報告書をかかる受領者に送付するよう UPS に指示するこ

とを即座に止めるものとする。いかなる場合であれ、保護対象の報告書の送信または受領の失敗または遅延に対し

て UPS は一切の賠償責任を負わないものとする。

2 一般的使用の方針および要件。 

2.1 メッセージング。特定の UPS テクノロジーによって、貴殿は、委託荷物に関する情報から成る
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メッセージを、貴殿が特定する受取人へ電子メールや SMS テキストメッセージ送付を介して送ることができる。貴殿は、

その委託荷物に関する情報を伝えるためだけに、またその委託荷物に関連する受取人にメッセージを送るためだけに、

メッセージングサービスを使用することに同意する。貴殿は、メッセージの一部として貴殿が提供し送信する内容につい

て、単独で責任を負うものとする。貴殿は、いかなるメッセージにも、違法、卑猥、嫌がらせ、中傷的、誹毀的または

無礼な内容を含めてはならない。いかなる場合であれ、UPS はメッセージの送信または受領における失敗または遅延

には、一切の賠償責任を負わないものとする。さらに、受取人から委託荷物に関連したメッセージを以後受け取りたく

ないという意志表示があった場合、貴殿は直ちに UPS テクノロジーを使って、かかる受取人にメッセージを送るのを停

止するよう UPS に指示するものとする。貴殿は、かかるメッセージを受け取ることに対して、各メッセージの受取人から

状況をよく説明した具体的な同意を確保したこと、また貴殿が UPS に提供する電子メールアドレスと電話番号は正

確であり、メッセージの意図された受取人によって管理されていることを保証する。貴殿は、前文の保証の違反から生

じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担

で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとする。

2.2 PLD が取得した電子メールアドレスの使用。貴殿が、アウトバウンド荷物および代替請求荷

物のために UPS に提供する PLD 内の任意の欄が荷受人の電子メールアドレス（「PLD 電子メールアドレス」）である。

貴殿が荷物について PLD 電子メールアドレスを提供する場合、貴殿は、UPS が関連する PLD 電子メールアドレスに

かかる荷物の配送に関連する通知を送る場合があることを認め、同意する。貴殿は、かかるアウトバウンド荷物および

代替請求荷物の配送に関連する通知を受領することに対して、状況をよく説明した具体的な同意を各 PLD 電子

メールアドレスに関連する個人から確保したこと、および PLD 電子メールアドレスは、PLD に提供された時点でそれが

関連する出荷について正確であり、荷受人によって管理されていることを保証する。貴殿は、前文の保証の違反から

生じて、またはそれに関連して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負

担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとする。

2.3 監査。

  

(a) 情報監査。UPS またはその被指名者は、情報および一般的な使用方針の第 1 条を貴

殿が遵守していることを確認するために、相互に合意する日付・時刻に貴殿施設で監査を実行することができる。こ

の監査は、貴殿の業務の妨げにならないよう合理的に最小限の時間で行われる。貴殿は、UPS またはその被指名

者に合理的に協力し、かかる監査に必要な設備を合理的に利用可能にし、該当する人物に合理的に接触できるよ

うにすることに同意する。貴殿は、UPS やかかる監査に関連するその被指名者からのいかなる照会にも迅速かつ適切

に応えることに同意するものとする。

(b) アプリケーションの監査。 貴殿は、アプリケーションと UPS システムとの互換性、ならびに

本契約および該当するAPIの技術文書への貴殿の遵守を判断する目的で、UPSから要請を受けた場合、アプリケー

ション（エンドユーザーの権利で定義）へのアクセスを UPS に提供する必要がある。かかるアプリケーションが本契約また

は該当する API の技術文書を遵守していない、または UPS システムとの互換性がないと UPS が判断する場合、貴

殿は UPS が要請するすべての変更を行う必要があり、UPS は、UPS が貴殿に書面で承認を提供するまでかかるアプ

リケーションへのアクセスおよび使用を行わないよう要求する場合がある。



2.4 管理者の権利。
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(a) 管理者。一部の UPS テクノロジーでは、貴殿による UPS テクノロジーの使用について管

理する権利を持つ、お客様により承認されたユーザーである「管理者」を定めている。貴殿がお客様としての立場から

あるユーザーを管理者に指定する場合、貴殿は、かかる UPS テクノロジーへのアクセスや使用における管理者の行為

やかかる管理者の権利の監視や（該当する場合は）終了の責任を負うことに同意するものとする。貴殿は、貴殿が指

名する管理者が他のユーザーを管理者に指定して、当初の管理者と同等の権利をかかる管理者に与えることができ

る点を了承し同意するものとする。

(b) 中断。管理者を定めた UPS テクノロジーにアクセスする貴殿の権利は随時、UPS、お客

様および／または管理者を定めた UPS テクノロジーの管理者、またはこれらすべてのもしくはその単独の判断により、

（UPS によって無活動状態を理由とする場合などを含め）中断されることがある。UPS は、要請に応じて、単独の判

断により、貴殿の UPS テクノロジー口座を復活させ、本契約に基づいて UPS テクノロジーへのアクセスと使用を引き続

き許可する場合がある。ただし、履歴情報は、UPS テクノロジー口座が復活した時点で白紙に戻るものとする。UPS

テクノロジーにアクセスする貴殿の権利は、UPS テクノロジーのお客様の使用権が満了したとき、または終了したとき、

あるいは、お客様との貴殿の雇用が終了したとき、またはお客様に代わって UPS テクノロジーにアクセスする権限が解

消されたときに自動的に終了するものとする。

2.5 UPS 資材へのアクセスと使用。

(a) 本契約を遵守したアクセス。貴殿は、本契約の条件を遵守して UPS 資材にアクセスし使

用することができる。さらに貴殿は、UPS の妥当な判断により、UPS 資材の性能もしくは機能に悪影響を及ぼすような

形で、あるいは、他者が UPS システムおよび UPS テクノロジーにアクセスする能力を妨害するような形で、UPS 資材

を利用したり、それにアクセスしないものとする。

(b) システム口座。UPS テクノロジーの中には、関連ログイン ID やパスワードのように、貴殿に

よるシステム口座とセキュリティ要素の設定が必要なものがある。貴殿は、自社のシステム口座に対応する UPS テクノ

ロジーにアクセスする際、貴殿に割り当てられたシステム口座とセキュリティ要素だけを利用するものとする。他者に割り

当てられたシステム口座とセキュリティ要素を使って UPS テクノロジーにアクセスしてはならない。貴殿はまた、自社のシ

ステム口座またはセキュリティ要素を他者に開示してはならない。そのシステム口座またはセキュリティ要素に付随する、

UPS テクノロジーにアクセスする貴殿の権利は、貴殿のシステム口座またはセキュリティ要素の解約または削除時に自

動的に終了する。貴殿は、貴殿の許可の有無を問わず、直接もしくは間接的な使用またはアクセスを含むがこれに

限定されず、貴殿のシステム口座またはセキュリティ要素の使用を通して UPS テクノロジーおよびその関連情報へのア

クセスを得た者が UPS テクノロジーおよびその関連データを利用もしくはアクセスしたことから生じて、またはそれに関連

して、UPS の被補償者が負ったまたは被ったあらゆる損害について、唯一かつ排他的に責任を負い、貴殿の単独の

費用負担で UPS の被補償者に補償し、損害・損失を与えないものとする。システム口座の一例は、UPS.com に保

持されている貴殿の UPS プロファイルである。

(c) インターネットの信頼性。貴殿は、UPS システムおよび UPS テクノロジーが UPSI の管理

下にないインターネットから利用できる点を認めるものとする。従って、貴殿がインターネットを不適切な方法もしくは

誤った方法で利用したため、あるいは、インターネットから UPS システムおよび UPS テクノロジーにアクセスできなかった

ために損失または損害が生じた場合、または生じたと申し立てられている場合でも、UPS と UPSI は直接的または間

接的にも一切の責任も賠償責任も負わないことに貴殿は同意するものとする。

(d) 外部へのリンク。UPS テクノロジーには他のウェブサイトへのリンクが含まれていることがある。

かかるリンク先のサイトへのアクセスを可能にしているのは、貴殿の便宜を図るためだけであって、UPS が、このようなリン

ク先サイトのコンテンツを支持しているわけではない。UPS は、リンク先のサイトに表示されたコンテンツ、ソフトウェア、

サービス、またはアプリケーションの妥当性、正確さ、性能、質を表明するわけでも、保証するわけでもない。貴殿がリン

ク先のサイトにアクセスする際は、リスクを承知したうえで行うものとする。UPS はまた、リンク先サイトにアクセスできるか

どうかについても責任を負うことはない。さらに、貴殿がリンク先サイトを使用する際は、かかるリンク先サイトで適用され

る方針や利用条件（例えば、リンク先サイトのプライバシー・ポリシーも含まれるが、それだけに限られるわけではない）に

従う必要がある。



(e) 自動アクセス。 UPS システムまたは UPS テクノロジーにアクセスするために、自動質問デ

バイス、ロボット、またはデータを繰り返し収集したり抽出するツールやルーチン、スクリプトを用いること、あるいは、本件

契約書の目的で付与された UPS テクノロジーではない類似機能を持つ他のメカニズムを用いることは、制限なく、いか

なる場合も固く禁じられている。

(f) ウイルス。 貴殿は、コンピューターウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾（タイムボム）、

その他 (i)UPS システムあるいは UPS テクノロジーの破損、妨害、傍受、または収奪を意図した、または、(ii) UPSI ま

たは他者の知的財産権を侵害するコンピューター・プログラム・ルーチンと関わりを持ったり、これらを UPS システムまた

はホスト先の UPS テクノロジーに入力したり、アップロードしたりしないことに同意するものとする。

(g) リバースエンジニアリング。貴殿は、この制限が適用される法律により明示的に禁じられて

いる場合を除き、リバースエンジニアリングしたり、ソフトウェアからソースコードを抽出しようとしてはならない。

2.6 情報保証および承認。
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(a) 保証。貴殿は、(i)貴殿が転送する情報を、本契約に従い UPS に提供する権利を有す

ること、(ii)貴殿が本契約に従い UPS に提供する、自身に関するあらゆる情報は、真実、正確、完全、かつ最新の情

報であること、および(iii) 貴殿が UPS に提供する情報に関連するデータの各対象者に適切な通知を行い、適用法に

基づき、その各データ主体から適切で、自発的であり、具体的で、状況をよく説明した、かつ有効な同意を得ており、

米国または当該個人の出身国または出身地域の法律と同レベルの個人情報保護を提供しない法律を持つその他

の国または地域へのかかる情報の転送も含め、かかる UPS テクノロジーが企てたように、かかる情報の処理を認めるこ

とを、表明し保証するものとする。貴殿が UPS に提供する情報の有効性や正確性について、調査または質問する義

務を UPS が負わないことを貴殿は認め、同意するものとする。

(b) 承認。貴殿は、UPS および UPS Supply Chain Solutions 社、およびそれらの関連会社、

後継者、譲渡人に対し、連邦規則集（CFR）第 19 編 111 部および 163 部で引用されている記録（これには、貴殿

の事業に関連したあらゆる文書、データ、もしくは情報が含まれる）を、UPSI と共有することを本書で認め、これを指示

するものとする。UPS、および UPS Supply Chain Solutions, Inc.を始めとする（ただし、それだけに限らない）UPSI は、

事業上の日常業務プロセスや事務的業務プロセス（例えば、請求書の発行、集金、銀行業務、データの画像作成、

文書保管など）を第三者に外注することがあり、貴殿は本書により、当該受領者がこうした日常業務プロセスや事務

的業務プロセスを遂行する目的で、貴殿の事業に関係した文書も含め、文書の公開に対する自発的、具体的かつ

事情をよく説明した同意を UPSI に提供する。貴殿には、UPS Supply Chain Solutions, Inc.のサービス条件に矛盾

せずに、かかる記録を米関税法、または他の米国の諸法、あるいはその両方の規定に従って維持する義務があり、し

かも、その責任は貴殿だけが負うものとするほか、本契約には、UPSI が「記録係」として、あるいは貴殿に代わる「記

録代行者」として機能する義務は一切要求されておらず、さらに UPSI はそのような責任を一切受諾していないことを

認めるものとする。

(c) リバースエンジニアリング。 貴殿は、この制限が適用される法律により明示的に禁じられて

いる程度を除き、リバースエンジニアリングしたり、ソフトウェアからソースコードを抽出しようとしてはならない。

(d) お客様のロゴの使用。 ホスト先の UPS テクノロジーには、グラフィック画像を加えることによ

り、カスタム化が可能なものがある。UPS テクノロジーに貴殿がアクセスする際、さらに、その他のお客様の従業員や、

貴殿が認可した他のユーザー（適切な場合に限られる）がアクセスする際、貴殿はここに、UPS に提供した貴殿の名

称、指定の商標、ロゴ、またはサービスマーク（以下「ロゴ」と称す）、あるいはそのすべてを、UPS テクノロジーの一環とし

て、UPS が本契約期間中に使用したり、複写、出版、履行、表示するための世界規模で、非独占的、かつ無償の

ライセンスを UPS に付与し、さらに、この目的の達成上、適切であれば必要に応じてサブライセンスを発行するものとす

る。貴殿は UPS の指定するフォーマットとサイズに従ってロゴを提出することに同意する。なお、貴殿は、かかるロゴの所

有権をすべて有し、ここで付与するロゴ・ライセンスの提供権を持つものとする。

2.7 アドレスマッチング。



(a) インバウンド荷物の確認。一定の UPS テクノロジーは、貴殿が住所照合可能

なサービスに入力した住所と荷物の配達先住所を照合することにより、あるいは、荷物に関連付けら

れたロケーション ID（LID）により、インバウンド荷物を確認する。貴殿は、自分が記入した住所情

報が、真正、完全、かつ正確であることを保証し、指定した住所情報が変更となった場合は実際上可

能な限り早く UPS に伝えることを保証し、また貴殿は、自分が指定した住所に UPSI が配達した荷物

に関する情報を入手する権限を与えられていることを保証する。貴殿は、（1）UPS テクノロジーは

すべての UPSI 委託荷物の、貴殿が指定した住所または LID に対応する住所への配達を確認、報告で

きない場合があること、（2）UPS テクノロジーは貴殿が指定した住所または貴殿が使用する LID に

対応する住所が配達先ではない UPSI 委託荷物を確認・報告する可能性があること、また（3）宛先が

不正確であるため、UPS テクノロジーによる住所の照合が不正確であるため、あるいは当該荷物に関

連付けられた LID が不正確であるために、UPS テクノロジーは、貴殿が UPSI 委託荷物について、無

関係の第三者へ確認・報告することもあることを認め、同意する。上述の項目（2）と（3）のような

形で確認された荷物を、以下「宛名違いインバウンド荷物」と言う。宛名違いインバウンド荷物に関

連付けられた情報には荷物受領者のデジタル署名画像が含まれる場合がある。宛名違いインバウンド

荷物に関する情報開示に基づく請求や損害賠償に対し、UPS は意図的な違法行為または重大な過失が

あった場合に限り責任を負うものとする。

(b) 誤送到着荷物に関する情報。宛名違いインバウンド荷物に関し、UPS テクノ

ロジーを通じて貴殿が受領する情報は「情報」であって「荷物」ではない。宛名違いインバウンド荷

物に関する情報を確認した後、貴殿はかかる情報を任意の人に開示せず、どのような目的においても

使用しないことに同意する。貴殿は、貴殿による上記の規定への違反に起因または関係して UPS 被

賠償者において発生したまたは被ったあらゆる損害について、貴殿の単独の費用負担において、UPS

被賠償者に賠償し、一切の害を与えないものとする。

2.8 成績評価メトリック。 貴殿は、UPS から事前の書面による同意なく、UPS テクノロジーに関して実
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施されたベンチマークテストに関連するいかなる成績または能力の統計またはベンチマークテストの結果を開示または

公表してはならない。

3 UPS テクノロジーを用いた出荷

3.1 出荷サービス契約の適用性。UPS 口座の下で UPS テクノロジーの出荷マニフェストを介して輸

送される委託荷物は、その時点で UPS 口座に適用される最新の出荷サービス契約の下にあり、またこれが適用され

るものとする。この出荷サービス契約が適用されない委託荷物を含め、すべての委託荷物は、出荷時点で有効な

UPS輸送・サービス約款の諸条件で規定された諸々の条件の対象となるものとする。貴殿は、貴殿が第三者のUPS

のお客様のサービスプロバイダーになることを UPS があらかじめ承認しない限り、当該第三者の UPS のお客様に代わっ

てサービスプロバイダーとして出荷を委託するために UPS テクノロジーを使用することはできない。UPS テクノロジーを介

するすべてのサービスの発注は拘束力があり、最終的なものであり、そのような注文に適用される出荷サービス契約下

にある。

3.2 UPS テクノロジーが提供する出荷料金見積り。出荷マニフェスト時点で UPS テクノロジーが

 

 

提供した出荷料金は見積り額である。実際の料金は、有効な UPS 輸送・サービス約款および UPSI との該当する契

約書で規定されている。 実際の出荷料金と、出荷マニフェスト時点で UPS テクノロジーが表示した見積り額とが異

なる場合がある。 出荷マニフェスト時点で UPS テクノロジーが提示した料金にかかわらず、有効な UPS 輸送・サービ

ス約款または UPSI との該当する契約書に規定した料金が優先される。

3.3 不完全な情報および追加料金。UPS テクノロジーの出荷マニフェストを用いて輸送される、貴殿

が提供した委託荷物の情報が、何らかの形で不完全または不正確であった場合、UPS 当事者の適切な担当者が、

貴殿に代わって情報を補足もしくは是正したり、あるいはそのために料金を調整したりすることがあるが、かかる担当者

には、このような補足や是正、調整を行う義務はないものとする。貴殿は、輸送料金、関税、税金、追加料金、政府

罰金、保管料のほか、貴殿が支払わなかったために発生した、あるいは、荷受人が適切な書類を提出する際や必要

な免許または認可を受ける際に発生した通関手数料、UPS 当事者が前払いした費用、UPS 当事者側の法的費

用、その他 UPS テクノロジーの出荷マニフェストを用いて輸送される委託荷物に関連して賦課された、または発生した

費用（これらを「追加料金」と総称する）のすべてを支払うことに同意するものとする。また、UPS テクノロジーの出荷マニ

フェストを用いて輸送された委託荷物の支払いがクレジットカードかキャッシュカードで行われる場合、貴殿は、かかる



委託荷物に関連して発生し、同一のクレジットカードまたはキャッシュカードで支払うことにしたあらゆる料金（これには

追加料金も含まれるが、それだけに限らない）を、UPS 当事者が賦課し集金することを、ここに明確に認可するものと

する。さらに、UPS テクノロジーのもとで、第三者への請求または Pay by Text といった（これらに限られない）他の選択

肢が貴殿に与えられている場合でも、第三者または荷受人による支払いが履行されなかったときは、貴殿が委託荷

物に関連したあらゆる料金（これには追加料金も含まれる）の支払いを保証することに同意するものとする。

3.4 出荷業務の完了。貴殿が要請した出荷サービスの料金は、貴殿が UPS テクノロジーを使って出
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荷業務を完了し、ラベルが印刷用として画面に表示された段階で（ラベルを直ちに印刷し、荷物に貼付したうえで

UPSI に受け渡すか、それらを後に行うかにかかわらず）、貴殿の選択した支払方法（支払カードと UPS 口座のような）

に計上されることに、貴殿は同意するものとする。

3.5 委託荷物の受領。UPS 当事者が委託荷物を実際に受け取ったことを証明する唯一の確定的

証拠は、かかる委託荷物の取り扱い方を示したラベルを UPS 当事者がスキャナーで読み込んだという事実だけである。

3.6 国際的な知識ベース能力（IKB 能力）。 UPS Shipping API、UPS.com Forms for 

Export、UPS Worldship® software、および TradeAbility Services は、国境を超える出荷を円滑に進め

るために使用できる情報へのアクセスを提供する（「IKB 能力」）。貴殿は、輸入および誘出に関連

するものを含め、適用される法律、規則および規制が変更されることがあり、IKB 能力によって対応

されない場合があることを理解する。IKB 能力の使用は、貴殿自らのリスク負担によるものであり、

また IKB 能力は、通知なく、変更されたり更新されたりする場合がある。IKB 能力が提供する提案

（例：関税分類または関連する関税、税金または料金）は、貴殿または他者に対する法的助言と見な

されない。IKG 能力が提供していない追加文書が、貴殿の海外向け荷物の通関に必要となることがあ

る。料金の見積りは、貴殿の便宜のための参考としてのみ使用できる。UPS は、IKB 能力が提供する

情報（例：関税分類）または料金の見積り（例：関税および税金）の正確性を保証しない。いかなる

場合も、UPSは、貴殿がかかる損害の可能性を UPSに通知していたとしても、IKG能力の情報、書式

または機能に過誤があったことによる直接的、間接的、派生的、付随的、またはその他の損害の賠償

責任を、いかなる法理に基づいても、いかなる人または法人等に対しても一切負わない。UPS は、

IKB能力に関して、商品性および特定目的への適合性の黙示保証を含むがこれに限らず、一切の保証

を明示的に否認する。

4 終了後に存続する条件。

いかなる理由による本契約の終了にもかかわらず、本情報および一般的な使用方針の次の項は、契約終

了後も有効に存続する。1.1 項～1.2 項、1.4 項(b)（第四の文章）、2.1 項（最後の文章）、2.2 項（最後の文章）、

2.3 項(a)、2.5 項(b) （第五の文章）、2.7 項(a) （最後の文章）、および 3.6 項（最後の 2 つの文章）。



参照 A

用語の定義 

定義された以下の用語をこれらの情報および一般的な使用方針で使用する。 

管理者は、これらの情報および一般的な使用方針の 2.4(a)項に定める意味を持つ。 
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3PL 情報は、貴殿が 3PL 目的を実行する際に受領する情報を指す。

3PL 目的は、3PL 出荷のために UPS の出荷利用客に第三者のロジスティクスサービスを提供するというお客様の事

業内での使用を指す。明確には、3PL 目的は、第三者への UPS テクノロジーの再販、配布または再配布は含まな

い。

3PL 出荷は、3PL サービスの UPS のお客様に関して、(i) UPSI に委託された、(A) 3PL サービスの UPS のお客様の

利益のための、お客様からの出荷マニフェストを用いた出荷、および (B) お客様の指示による、サービスの UPS のお客

様のサプライヤーまたは 3PL サービスの UPS のお客様の顧客からの出荷マニフェストを用いた出荷（上記いずれの場

合も、3PL サービスの UPS のお客様に割り当てられる UPS 口座に従って UPSI に委託される）、および (ii) UPSI に委

託された、3PL サービスの UPS のお客様の利益のための、お客様への配送を目的とした、出荷マニフェストを用いた出

荷を指す。

リンク先のサイトは、UPS ウェブサイトまたは UPS テクノロジーにリンク先の URL として掲載している第三者のウェブサイ

トまたはリソース集を指す。 

サービスプロバイダー情報は、サービスプロバイダーとしての役割を果たしている時に受け取った情報を指す。 

 3PL サービスの UPS のお客様は、お客様から第三者のロジスティックスサービスを受領する UPS 出荷利用者を指す。
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