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Genesys クラウドサービス エンドユーザー契約書 

 

 

本 Genesys クラウド エンドユーザー契約書及びここで参照される文書(以下「本契約」といいます)には、

お客様の本 Genesys クラウドサービスへのアクセス及び使用を規定する条件が含まれており、Genesys 再
販パートナー(以下「サプライヤー」又は「当社」といいます)と、以下の署名欄に記載されたエンドユー

ザー又はその代表者である法人(以下「お客様」又は「顧客」といいます)との間の契約です。サプライヤ

ーは、Genesys パートナープログラムのメンバーであり、本契約の条件に従い、本 Genesysクラウドサー

ビスへのアクセス権をお客様に付与する権限を有することを保証します。 

 

本契約は、本契約の主題に関する当事者の完全な合意と理解を構成するものであり、書面、電子的、口

頭、その他を問わず、事前又は同時点のすべての合意、表明、約束、理解に優先します。本契約で明示

に規定する場合を除き、各当事者は、本契約に規定されている条件を実行することにより、(i)他の記

述、表明、保証、約束、保証などに依拠していないこと、(ii)前述のことに関して当事者が利用できる救

済手段はなく、また今後も利用できないこと、(iii)かかる救済手段は無条件かつ取消不能で放棄されるこ

とを認め、同意します。ただし、上記は当事者による詐欺行為には適用されません。 

地域別及び国別の規定。該当する条項の見出しに別段の記載がない限り、すべての条項は、お客様又は

お客様の関係会社が Genesys クラウドサービスにアクセスする国又は地域にかかわらず、お客様及びお客

様の関係会社に適用されます。国や地域が特定されている条項は、言及された地域や国から Genesys クラ

ウドサービスにアクセスする際に、お客様及びお客様の関連会社に適用されるものとします。 

 

本契約は、両当事者がサービスオーダーを締結したとき（以下「発効日」といいます）に発効します。

お客様は、ご自身が代表する企業を拘束する契約を合法的に締結することができること及びそのための

法的権限を有していることを当社に表明します。 

 

契約条件 

第 1 条-サービス/定義 

1.1 本契約の他の箇所で定義されている用語に加えて、お客様がよく知っておくべき定義された用語を以

下に示します。 

 

関連会社：以下に該当する事業体をいいます。(i) 当事者を支配している、(ii) 当事者に支配されている、

又は (iii) 当事者と共通の支配下にある事業体。ただし、かかる支配が存在する間に限ります。この定義に

おいて、「支配」とは、株式の過半数を所有することにより、又は経営陣を支配することにより、事業

体の経営方針を決定する能力をいいます。 

アップファウンドリー：Genesys マーケットプレイスのウェブサイトで、お客様又はお客様の代理である

サプライヤーが、本 Genesys クラウドサービスと統合するための第三者のソフトウェアアプリケーション

を購入することができます。 
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クラウドサービス環境：本 Genesys クラウドサービスを提供するために使用される本データセンター 内
の、機器、サーバー、ソフトウェアを含む、Genesys が管理するインフラ。 

お客様データ：お客様の専有情報及びお客様の顧客に関する情報(個人データを含む)で、お客様又はお客

様のユーザーによって本 Genesys クラウドサービスを通じて提出されたものをいいます。お客様データに

は、「サービス改善」(第 9.5 条に記載)のために使用される匿名化されたデータは含まれません。 

本データセンター：クラウドサービス環境を収容するデータセンター をいいます。 

「ドキュメンテーション」又は「Genesys クラウドドキュメンテーション」：Genesys クラウドサービス

で使用するために通常提供されるユーザーマニュアル及びその他の資料。これには、

https://help.mypurecloud.com/articles/feature-list/and に掲載されている該当サービスの説明、

https://help.mypurecloud.com/articles/service-level-agreements/ に掲載されている Genesys クラウド SLA が含

まれ、これらは参照されることによって本契約に組み込まれます。 

本機器：Genesys の保証なしにパススルー方式で提供される第三者のハードウェア製品。 

除外事項：以下の条件のいずれかに起因する請求は、当社の保証、防御又は補償義務から除外されたも

のとみなされ、これにより当社の保証、防御又は補償義務が終了します。 

(i) 2.1 条で定義された本件マテリアルのお客様による使用。 (i)お客様が 2.1 条で定義された本件マテリア

ルを当社以外の機器、ソフトウェア、サービス、プロセス、データ又はマテリアルと組み合わせて使用

した場合、(ii)お客様が本契約又はドキュメンテーションを遵守しなかった場合、(iii)当社から使用中止の

通知を受けた後にお客様が本件マテリアルを使用した場合(当社が提供した修正をお客様が使用しなかっ

た場合を含みます)、(iv) 本件マテリアルの改変、派生、修正又はカスタマイズしたものの開発又は使

用、(v) お客様のご要望若しくは指示に対する当社の遵守、又はお客様から提供された資料若しくはデー

タの使用、(vi) お客様のビジネス方法若しくはプロセス、又は(vii) お客様のコンテンツ若しくは顧客デー

タ。 

不可抗力：当事者の支配が及ばない行為に起因する履行の遅延又は不履行。このような行為には、天

災、プロバイダの障害、サービス妨害攻撃、ストライキ、ロックアウト、暴動、戦争行為、テロリズ

ム、伝染病、発効日以降に有効な法令、火災、通信回線の障害、停電、地震又はその他の自然又は人為

的な災害が含まれます。 

フィードバック：本サービスに関する提案、改善のご要望、推奨、報告、フィードバック、提案、匿名

化された統計データ又はその他すべての情報。本契約の規定にかかわらず、発効日以前に当該フィード

バックが存在していた場合を除き、いかなる場合も当該フィードバックはお客様の知的財産とはみなさ

れないものとします。 

本 Genesys クラウドサービス：Genesys が所有又は運営する機器、設備及びソフトウェアを使用してお客

様に提供される Genesys クラウドサービスで、ドキュメンテーション及び添付の Genesysクラウドスケジ

ュールに詳細が記載されているもの。 

業界標準：Genesys クラウドのセキュリティポリシーと手順に反映されている、一般的に認められたクラ

ウド情報セキュリティ慣行。 

初回サブスクリプション期間：本契約の締結時又は締結後に提出されたお客様の初回サービスオーダー

で指定されたサブスクリプション期間。 

法令：国内及び国際的なすべての法律、制定法、規則、規制、条例、及び法律の効力を有するその他の

判決。 

https://help.mypurecloud.com/articles/feature-list/and
https://help.mypurecloud.com/articles/service-level-agreements/
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悪意のあるコード：ウイルス、ワーム、時限爆弾、破損したファイル、トロイの木馬及びその他の有害

若しくは悪意のあるコード、ファイル、スクリプト、エージェント、プログラム又はその他の類似コー

ドであって、Genesys 若しくは他者のコンピュータ又は財産の操作を中断、制限、損害を与える可能性の

あるもの。 

個人データ：適用されるプライバシー法によって保護される、お客様の顧客に関する一切の情報。 

関連当事者：当事者の過去、現在、未来における役員、取締役、従業員、その他の人員、代理人、保険

会社、再保険会社、使用人、弁護士、親会社、子会社、関連会社。 

本サービス：本 Genesys クラウドサービス。 

サービスオーダー：お客様が当社に本 Genesys クラウドサービスを注文する際の文書。 

サブスクリプション期間：サービスオーダーに記載された、お客様が選択した本 Genesysクラウドサービ

スの期間。 

ユーザー: お客様から権限を与えられ、お客様に代わって本 Genesys クラウドサービスにアクセスするた

めに、お客様からユーザーID とパスワードを提供された個人。 

本件サポート：サプライヤーが提供する本 Genesys クラウドサービスについてのサポートまたはドキュメ

ンテーションに記載されたもの。 

 

第 2 条 - 使用範囲 

2.1 専有権。お客様に提供された、又はお客様にサービスを提供するために使用された本サービスのハー

ドウェア、ドキュメンテーション、その他のマテリアル、製品又はサービス(以下、総称して「本件マテ

リアル」といいます。)に含まれるすべての商標、サービスマーク、特許、著作権、企業秘密及びその他

の知的財産権は、適用される地域の法律の下で明確に認識されているかどうか、又は完全なものである

かどうかにかかわらず、Genesys 又はその関連会社、ライセンサー、サプライヤー(該当する場合)の独占

的な財産であり続けるものとします。Genesysならびにその関連会社、ライセンサー及びサプライヤー

は、本契約で明示的に付与されていないすべての権利を留保し、本件マテリアルのすべての派生物及び

本件マテリアルのすべてのコピー、翻訳、修正、適応又は派生（改良又は開発を含む）に関するすべて

の権利を保有します。 

2.2 本件マテリアル及びサービスの使用。お客様は、以下のことをしてはならず、また、第三者に許可又

は権限を与えてはならないものとします。(i) 本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本件マテリ

アルを第三者に販売、レンタル、リース、サブライセンス、又はその他の方法で利用可能にすること、

(ii) 本件マテリアルの派生物、機能的に同等なもの、又は翻訳を修正又は作成すること、(iii) 本件マテリ

アルの機能、デザイン、グラフィックをコピーすること、又は本件マテリアルを逆アセンブル、リバー

スエンジニアリング、若しくは逆コンパイルすること、(iv) 本 Genesys クラウドサービスと競合するた

め、又は他者が競合することを支援するために本件マテリアルにアクセス又は使用すること、(v) 本件マ

テリアルに付されている所有権表示又は制限的な説明文を削除又は修正すること。(vi) いずれかの本件マ

テリアルに関する当社の権利、又は当社のビジネスパートナー、ライセンサー若しくはサプライヤーの

権利を危険にさらす行為をすること。 (vii) 中傷、嫌がらせ、憎悪、侵害的、又はその他の方法で、いず

れかの個人、グループ若しくは財産に損害若しくは被害を与えるような方法で本件マテリアルを使用す

ること、(viii) ウイルス又はその他の有害なコードを送信するために本件マテリアルを使用すること、(ix) 
権限なくして侵入テスト又は脆弱性スキャンを行うこと、(x) 本件マテリアル又は他者による本件マテリ

アルの使用に損害を与え、これを使用不能にし、これに過度の負担をかけ、若しくはこれを害するこ
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と、又は (xi) 法令に違反すること。お客様は、お客様の関連会社による本件マテリアルの使用について責

任を負います。お客様は、本サービスにアクセス又は使用するお客様のすべての人員、第三者のサービ

スプロバイダー、及びその他のすべての第三者が本契約を遵守することに全責任を負い、お客様はそれ

らの行為及び不作為に対して責任を負います。 

2.3 類似のマテリアル及びサービス。本契約の秘密保持条項に従い、本契約のいかなる条項も、当社、当

社のビジネスパートナー、ライセンサー、又はサプライヤーが、(i)本契約で提供又は含意されているマ

テリアル又はサービスと類似したマテリアル又はサービスを提供すること、又は(ii)本件マテリアルとの

類似性にかかわらず、本契約の結果として開発されたマテリアル又はサービスと類似又は競合する成果

物又はその他のマテリアル又はサービスを開発することを、いかなる形でも排除又は制限するものでは

ありません。当社及び当社のビジネスパートナー、ライセンサー、又はサプライヤーは、本契約の履行

過程で開発された概念、プロセス、技術、改良、又はその他のノウハウ（本契約に基づいて提供される

マテリアル、製品、及びサービスと類似している場合も含む）を、いかなる使用制限又は支払義務もな

く自由に使用することができます。誤解を避けるため付言すると、本 2.3 条を含めて本契約を条件とし

て、当社はお客様の秘密情報に対するいかなる権利も主張しません。 

2.4 本 Genesys クラウドサービスのサブスクリプション。当社は、お客様及びお客様の関連会社に対し、

本 Genesys クラウドサービスのサービスオーダーの期間中、お客様及びお客様の関連会社の組織内のユー

ザーのみに本 Genesys クラウドサービスへのアクセスを許可するための、期間限定の非独占的、譲渡不能

な全世界における権利を付与します。ただし、お客様自身の内部事業目的に限り、本契約、Genesys クラ

ウド・スケジュール、ドキュメンテーション、及び関連するサービスオーダーに記載された条件に従う

ものとします。 

2.5 本 Genesys Cloud サービスの停止。 当社及び当社のライセンサーである Genesys は、(i)お客様による

本 Genesys クラウドサービスの利用が法令に違反していると当社又は Genesys が合理的に判断した場合、

(ii)お客様が支払期日に代金を支払わなかった場合、又は(iii)本 Genesys クラウドサービス環境のセキュリ

ティや完全性が損なわれることが差し迫っている場合に、本 Genesys クラウドサービス又はその一部を停

止し、又は本 Genesys クラウドサービスを通じた情報の送信を拒否又は取り消す権利を留保します。状況

に応じて可能な限り、当社は停止の通知を行い、お客様に本 Genesys クラウドサービスを復旧させるため

の努力について、お客様に合理的な情報を提供します。 

 

第 3 条 - 機密保持 

3.1 当事者及び例外。本契約では、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報を受け取る当事者

を「受領者」といいます。「機密情報」とは、開示者の専有情報、又は開示者に開示された第三者の専

有情報で、受領者に提供されるものをいいます。受領者が開示者の秘密情報を保護する義務は、以下の

情報には適用されません。(i) 受領者のいかなる作為又は不作為によらずに、一般に入手可能な情報であ

ること、(ii) 受領者が受領時に知っており、それが受領者の同時期の書面による記録により示されている

こと、(iii) 後に第三者から開示の制限なしに正当に受領者に提供されたこと、又は (iv) 開示者の機密情報

を使用せずに受領者が独自に開発したものであること。当社、当社のビジネスパートナー、ライセンサ

ー及びサプライヤーの秘密情報には、本件マテリアル及び本件マテリアルに関連する技術情報が含まれ

ます。 

3.2 機密保持。受領者は、開示者の秘密情報の機密性を保護します。これには、受領者が自らの秘密情報

を保護するためにとる最低限の予防策が含まれますが、いかなる場合も合理的な予防策を下回らないも

のとします。受領者は以下のことを行います。受領者は、(i)本契約で意図され、かつ本契約の条件と一

致する以外の目的で、開示者の秘密情報を開示又は使用せず、(ii)開示者の秘密情報へのアクセスを、そ
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のような情報を知る必要があり、かつ本契約の要件と同等に保護された書面による秘密保持義務に拘束

されている従業員及び代理人のみに限定し、(iii)相手方の書面による事前の同意なしに、開示者の秘密情

報を第三者に販売、譲渡、開示、又はその他の方法で利用可能にしないものとします。受領者が召喚令

状、裁判所の命令、政府の規則や規制、その他の司法上の要求に基づいて開示者の秘密情報を開示する

必要がある場合、法的に禁止されていない限り、受領者は、開示者が適切な保護命令を求めることがで

きるように、そのような要求や要求の存在、条件、状況を開示者に速やかに通知します。開示者が保護

命令を求める場合、受領者は、開示者の費用負担で、かかる取り組みに合理的に協力します。受領者が

上記の通知及び協力の義務を遵守することを条件に、受領者は必要な開示を行うことができます。 

3.3 機密情報の返却。受領者は、開示者の書面による要求後 30 日以内に、秘密情報を含む有形の資料、

及びそのコピーや複製を開示者に返却します（バックアップメディアを除く）。受領者は、受領者の秘

密保持義務の違反、又は受領者、その従業員、その代理人、又は受託業者による秘密情報のその他の権

限に基づかない開示又は使用を是正するために、合理的に必要なあらゆる行動を取ることに同意しま

す。受領者は、金銭的賠償が秘密情報の不正開示に対する十分な救済策とならない場合があることを認

め、開示者である当事者は、他の権利又は救済策を放棄することなく、管轄裁判所が適切とみなす差止

命令に従った救済を受ける権利を有するものとします。 

第 4 条 - 留保  

第 5 条 - 留保 

第 6 条 - 保証 

6.1 クラウドサービス保証。本 Genesys クラウドサービスの最初のサービスオーダーの期間が開始された

日から、当社はお客様に対し、本 Genesys クラウドサービスがドキュメンテーションに記載されたその時

点での本 Genesys クラウドサービスの説明に実質的に適合することを保証します。お客様が保証違反に気

付いた場合、お客様は書面で当社に通知しなければなりません。本保証の違反に対するお客様の唯一か

つ排他的な救済措置は、以下のいずれかとなります。(i)本 Genesys クラウドサービスを現在の仕様に適合

するように当社が修正することを認める、又は(ii)お客様の要件を合理的に満たす応急措置を当社が提供

することを認める。いずれの選択肢も商業的に合理的でない場合、当社は本契約を終了し、前払いされ

た未使用の料金を返金することができます。 

6.2 本件サポートの保証。当社は、本契約又はサービスオーダーにおいて適用ある要件に基づき、専門的

かつ職業的な方法で本件サポートを行うことを保証します。この保証に違反した場合のお客様の唯一か

つ排他的な救済手段は、当社が不適合であったサービスを再び履行することです。 

6.3 免責。本第 6 条(保証)で明示的に規定されている場合を除き、第三者の製品、成果物、カスタマイゼ

ーション、ハードウェア、専門的サービス、サポートサービス、本 Genesys クラウドサービスを含むあら

ゆる種類の全てのサービス及びその他のマテリアルは、「現状有姿で」提供されます。法令で認められ

る最大限の範囲において、当社（並びに当社のビジネスパートナー、ライセンサー及びサービスプロバ

イダー）は、明示的か黙示的かを問わず、法令、慣習、以前の口頭又は書面による記述などから生じる

すべての保証、条件、表明、賠償及び保証を放棄します（商品性、満足のいく品質、特定目的への適合

性、権原、非侵害、互換性、安全性、平穏な享受、適時性、完全性、正確性の保証を含む）。上記を制

限することなく、当社は、いかなるマテリアル若しくはサービスの使用が中断されないこと、若しくは

誤りがないこと、又はいかなる種類のサービス若しくはマテリアルのすべての欠陥が修正されることを

保証しません。お客様の意図する結果を得るために必要なサービス又はその他のマテリアルの選択につ

いては、お客様がすべての責任を負うものとします。適用ある法令上の問題として当社が保証を放棄で

きない範囲において、当該保証の範囲及び期間は、当該法令上許容される最小限のものとします。 
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6.4 除外事項に起因する請求については、当社は保証義務を負わないものとします。さらに、本第 6 条
（保証）に定める救済手段は、前述の保証の違反に対するお客様の唯一かつ排他的な救済手段であり、

両社間の他の契約が裁判所によって異なる救済手段を規定していると判断された場合でも、本契約が優

先するものとします。 

第 7 条-責任及び補償の制限 

7.1 派生的損害の除外。いかなる場合も、ライセンサー（及びそのビジネスパートナー、ライセンサー、

サービスプロバイダー）は、本契約に起因又は関連して発生する以下の損害について責任を負いませ

ん。(i)主張される法理論を問わず、あらゆる性格の偶発的、特別、間接的若しくは偶発的損害、契約違

反、保証違反、不法行為（過失を含む）、製造物責任、厳格な責任などに基づくかどうかにかかわら

ず、(ii) 補填損害又はその他の類似の損害（代替する業者又はサービスを手配する費用を含む）、(iii) 利
益、事業、信用 (信用の喪失に起因する財産的損失を含む)、収益の喪失、又はお客様のオペレーション

の停止に関連する損失。本項に記載された損害は、たとえ当事者がそのような損害の可能性を知らされ

ていたとしても、また、救済策が本質的な目的を果たせなかったと判明したとしても、除外されます。 

7.2 責任の制限 契約、不法行為（過失又は法律上の義務の違反を含む）、不実表示、返還その他にかか

わらず、本契約の履行又は含意された履行に関連する損失、費用、請求又は損害に対するサプライヤー

（並びにそのビジネスパートナー、ライセンサー及びサプライヤー）の総責任は、直接的な損害に限定

され、損失、費用、請求又は損害を実際に引き起こしたマテリアル又はサービスについて、請求の直前

の 12 カ月間に該当するサービスオーダーに基づいて顧客がサプライヤーに実際に支払った料金を超えな

いものとします。お客様は、本責任制限が本契約における取引の基本的な基盤を形成していることを認

め、同意するものとします。本責任制限がない場合、本契約の経済的条件は異なったものになっていた

でしょう。本項は、法令により制限又は除外できない損害には適用されません(この場合、制限は法令で

要求される最低額となります)。 

7.3 当事者は、本契約に起因又は関連して生じるあらゆる損失、損害又は費用を軽減するために、合理的

な努力を払わなければなりません。  

7.4 サプライヤーの補償。お客様が第 7.6 条（補償手続）を遵守することを常に条件とします。 当社又は

当社のライセンサーである Genesys は、お客様に最初に提供された変更されていない本 Genesys クラウド

サービスが、ベルヌ条約加盟国で執行可能な当該第三者の有効かつ執行可能な特許、著作権登録、意匠

登録、商標登録を侵害又は不正利用しているという第三者からの請求に関して、当社の費用でお客様を

防御し、当社が承認した終局判決又は和解でお客様に認められた金額を補償します。当社は、いつで

も、当社の選択と費用により、以下のことを行うことができます。(i)第三者の権利を侵害していると主

張されている本 Genesys クラウドサービスの要素を継続して使用するライセンスをお客様のために取得す

る、(ii)実質的に同等の機能を維持しつつ侵害を回避するように本 Genesys クラウドサービスを変更する、

又は(iii)本契約及び本契約に基づき付与されたライセンスを終了し、該当するサービスオーダーの残りの

期間を対象として、前払いされた未使用の料金をお客様に返金する。 

7.5 お客様の補償。お客様は、以下の請求に関して、お客様の費用で当社及び当社の関連会社とライセン

サーを防御し、裁判所が最終的に下した判決に対して当社及び当社の関連会社を補償し、お客様が承認

した和解金を支払うものとします。(i) お客様データ及び/又はお客様の事業活動の方法又はプロセスが第

三者の知的財産権を侵害していること、(ii) 第 2 条(使用範囲)を含むお客様の本契約への不遵守に起因する

こと、又は(iii) 除外事項に基づいて発生する状況。 

7.6 補償手続。補償を受ける権利を有する当事者（以下、「被補償当事者」）は、補償当事者の費用負担

で、あらゆる請求を相手側当事者（以下、「補償当事者」）に速やかに通知し、請求の処理に関して補

償当事者に合理的な支援を提供します。適時な通知又は合理的な支援を提供しなかった場合、補償当事
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者がそれによって重大な不利益を被った範囲で、補償当事者の補償義務が免除されます。補償当事者

は、あらゆる請求の防御及び和解を行う唯一の権利を有するものとします（ただし、補償当事者は、被

補償当事者の書面による事前の同意なしに、被補償当事者を無条件に解放しない和解案に同意すること

はできません）。被補償当事者は、請求の防御に参加する権利、及び請求の処理を支援するために自費

で弁護士を雇う権利を有します。 

7.7 当社は、いかなる請求が除外事項に起因するものであっても、防御、保証又は補償の義務を負わない

ものとします。さらに、第 7 条は、本サービス又はその一部による特許、著作権、営業秘密その他の財

産権の侵害又は侵害の主張に関して、サプライヤー及び当社のライセンサーである Genesys の全責任及

び義務、ならびにお客様の唯一かつ排他的な救済手段を規定しています。 

第 8 条 - 期間及び終了 

8.1 期間。 本契約の期間は、発効日に開始し、サービスオーダーに記載されたとおりに継続するものとし

ます。 

8.2 正当な理由による契約解除。 

8.2.1 本項は、欧州、アフリカ、中東以外のお客様に適用されます。一方の当事者は、相手方が本契約の

重要な条件に違反した場合、債権者の利益のために譲渡を行った場合、期限通りに債務を支払うことが

できないことを書面で認めた場合、破産手続開始決定の対象となった場合又は支払不能となった場合に

は、通知及び 30 日間の治癒の機会をもって、本契約を終了することができます。又は、債権者の利益の

ために取決め若しくは和解を行い、又は、その資産が何らかの形で差し押さえの対象となり、自発的

（再建若しくは合併を除く）若しくは強制的に清算され、又は、その資産に対して管財人、審査官若し

くは管理人が任命された場合（又は、当該他の当事者の法域において、かかる事象に相当するもの）に

は適用されません。支払い義務の不履行及び所有権義務の違反は重大な違反です。本 8.2.1 条で言及され

ている治癒期間中に、当社が違反を速やかに是正するための努力を文書化した場合、別段の定めにかか

わらず、お客様は、そのような誠実な努力が継続している間は本契約を終了しないものとします。違反

を是正するための当社の努力は、お客様の通知から 120 日を超えないものとします。 

8.3 解約の効果。本契約が終了すると直ちに、本契約で付与されたライセンス及び使用権は終了するもの

とし、お客様は本件マテリアルの使用を中止しなければなりません。終了後 5 日以内に、お客様は(i)本件

マテリアル 及びそのすべてのコピーを返却するか、又は(ii)本件マテリアル及びそのすべてのコピーを破

棄し、破棄したことを書面で確認してください。お客様は、終了に先立ち、本 Genesys クラウドサービス

からすべてのお客様データを回収する責任があります。 お客様がお客様データを取得できるようにする

ための延長は、以下の条件で認められることがあります。(i) 当該延長期間は最大 30 日に限定されるこ

と、(ii) お客様は、本契約又は関連するサービスオーダーの期限が切れる前に、サプライヤーに対して書

面による事前通知を行う必要があること、(iii) 追加料金が適用される場合があること。 . 

8.4 存続条項。本契約のすべての条項は、その性質上、本契約の終了後も存続することが意図されてお

り、すべての支払義務、使用制限、秘密保持義務、所有権に関する条項、お客様データに関する条項、

補償義務、免責事項、除外事項、責任制限、終了の影響及び一般条項を含め、本契約の終了後も存続し

ます。 

第 9 条 - お客様データ 

9.1 お客様データの所有権。お客様は、お客様データの所有権及びすべての知的財産権を保持し、当社及

び当社のライセンサーである Genesys に対し、本サービスを提供するため、及び本契約に基づく当社の義

務を果たすために必要なお客様データへのアクセス、処理、保存、送信、その他の利用を行うための非
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独占的、サブライセンス不可能な(当社のために働く者に対する場合を除く)、譲渡不可能な、ロイヤルテ

ィ無料のライセンスを付与します。当社は、お客様データを貸与又は販売することはありません。 

9.2 データの移転。 

9.2.1 本項は、オーストラリア及びニュージーランドのお客様を除くすべてのお客様に適用されます。お

客様は、本サービス及び本契約に基づく当社のその他の義務を遂行するために、お客様及びお客様の顧

客が所在する国以外の場所にお客様データが移転又は保存される可能性があることに同意するものとし

ます。 

9.3 プライバシー。 お客様は、当社が本契約に従ってお客様データを収集、アクセス、処理、保存、送

信、その他使用するために必要なすべての同意を得ていることを表明し、保証するものとします。お客

様は、お客様データに関する完全性、品質、適法性及びその他同様のすべての要件を遵守するものとし

ます。当社は、お客様データをレビュー又は監視することができますが、その義務はありません。当社

は、お客様データの合法性、正確性又は完全性を審査又は判断する義務を明示的に否認します。 

9.4 サービスの改善。弊社は、統計的分析の作成、ベンチマークの実施、研究開発の実施、及びその他の

類似の活動(以下「サービス改善」といいます)のために、Genesys クラウドサービスのパフォーマンス、

運用及び使用に関連するデータ及び情報を集約することがあります。弊社は、お客様又はお客様の顧客

を特定できる形でお客様データをサービス改善に組み込むことはありません。お客様の同意がない限

り、当社はサービス改善を行う前に、業界標準の技術を使用してお客様データを匿名化します。 お客様

データは、常に本契約に定められたセキュリティ管理の対象となります。当社は、サービス改善に関す

るすべての知的財産権を保持し、それらを一般に公開することができます。 

第 10 条-一般 

10.1 譲渡。いずれの当事者も、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を譲渡することはできませ

ん。ただし、(1)事業の実質的にすべての資産の売却、合併、又は当事者の所有権の変更に関する場合、

(2)関連会社に対する場合、又は(3)相手側当事者の書面による事前の同意がある場合を除きますが、この

同意は不合理に保留されるものではありません。前の文の規定を制限することなく、本契約の当事者の

権利及び責任は、それぞれの後継者及び譲受人を拘束し、それらの者の利益になるものとします。お客

様は、第三者が本契約に関連してお客様に製品及びサービスを提供する場合があることを理解し、これ

に同意するものとします。お客様は、そのような第三者が、提供されたサービス及び提供された製品に

対して、お客様に直接請求することができることに同意し、また、お客様は、そのような請求書を本契

約に従って支払うことに同意します。 

10.2 法令の遵守。各当事者は、当事者に適用され、お客様の場合は、本件マテリアル及びその使用に適

用されるすべての法令を遵守します。当社はいかなる場合も、お客様の事業又は業界に適用される法令

（OFCOM が実施する 2003 年通信法、1997 年オーストラリア電気通信法（Cth）及び電気通信に関連する

法令、オーストラリア通信メディア局が承認する関連業界コード、英国贈収賄法、米国海外腐敗行為防

止法、FTC 若しくは FCC の規制、又は 1991 年米国電話消費者保護法を含みますが、これらに限定されま

せん（以下まとめて「お客様固有の法令」といいます。））を遵守する方法で、本件マテリアルを提

供、実装、構成、又はコーディングする責任は負いません。お客様は、お客様固有の法令を遵守するも

のとし、いかなる場合も、当社、当社のビジネスパートナー、ライセンサー又はサプライヤーは、お客

様がお客様固有の法令を遵守しなかったことに起因又は関連するいかなる請求又は訴訟に対しても責任

を負わないものとします。 

10.3 累積的救済、不可抗力、差止命令による救済。当社が利用可能なすべての救済手段は累積的であ

り、救済措置の指定は、法令上利用可能な他の救済手段を追求することを当社が排除するものではあり
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ません。支払義務を除き、いずれの当事者も、不可抗力による行為に対して責任を負いません。本契約

のいかなる規定も、当社がお客様に対して、お客様を管轄する裁判所で直ちに差止命令による救済を求

めることを妨げるものではありません。 

10.4 準拠法。お客様が米国又はロシアでサプライヤーと契約している場合、本契約はカリフォルニア州

の法令に準拠するものとします。お客様がカナダでサプライヤーと契約している場合、本契約はオンタ

リオ州の法令に準拠するものとします。お客様がブラジルでサプライヤーと契約している場合、本契約

はサンパウロ州の法令に準拠します。お客様が日本でサプライヤーと契約している場合、本契約は日本

の法令に準拠するものとします。お客様がオーストラリアでサプライヤーと契約している場合、本契約

はオーストラリアのニューサウスウェールズ州の法令に準拠するものとします。お客様が上記以外の地

域でサプライヤーと契約している場合、本契約はイングランドとウェールズの法令に準拠するものとし

ます。本契約に法令が適用される国又は州の裁判所は、本契約又はその主題若しくは成立に起因又は関

連する紛争又は請求（非契約上の紛争又は請求を含む）を解決するための排他的な管轄権を有するもの

とします。 本 EUA に適用される準拠法及び管轄権にかかわらず、国連国際物品売買条約は、本契約の全

部又は一部に適用されないものとします。本契約に基づくいかなる紛争においても、勝訴当事者は、弁

護士費用を含むがこれに限定されない、請求権行使のための費用を回収する権利を有するものとしま

す。 

10.5 独立した契約者。当事者は、独立した契約者として行動します。本契約のいかなる内容も、当事者

間にパートナーシップ、ジョイントベンチャー、又は代理関係を構築するものとは解釈されません。 

10.6 第三受益者。適用法で認められる範囲で、両当事者は、Genesys Cloud Services, Inc 及びその関連会社

が本 EUA の意図された第三者受益者であり、本 EUA によって他の第三者の権利が付与されないことを

認めます。 

10.7 通知。お客様は、サプライヤーから、又は Genesys Cloud Service から直接、通知を受け取ることがで

きます。第 10.11 条に記載されたウェブサイトの変更に関する通知は、(i)Genesys コーポレート・ウェブ

サイトに掲載された通知、又は(ii)Genesys クラウドサービスから通知を送信することにより行うことがで

きます。 

10.8 権利放棄。本契約のいかなる条項も、放棄が有効となる当事者が署名した書面によって行われない

限り、放棄することはできません。一方の当事者が他方の当事者による本契約の違反に対して行動を起

こさなかった場合でも、その後の違反又は同様の違反に関する権利を放棄したことにはなりません。 

10.9 分離可能性。 本契約のいずれかの条項が無効、違法、又は執行不能と判断された場合、その条項は

本契約から削除されたものとみなされ、残りの条項の有効性、適法性、執行可能性は、それによって何

ら影響を受けたり損なわれたりすることはありません。 

10.10 完全合意、修正。本契約は、当事者間の完全な合意を構成するものであり、本契約の主題に関する

すべての事前の合意（事前の秘密保持契約を含む）及び書面又は口頭による表明に取って代わるもので

す。 

10.11 修正。本契約で参照される Web サイトは、該当する Web サイトに改訂版を掲載するか、又は第 10.7
条（通知）の規定に従ってお客様に通知することにより、いつでも変更することができます。変更され

た条件は、掲載された時点で、又はお客様に電子メールで通知された場合には、電子メールのメッセー

ジに記載されたとおりに発効します。本契約の変更の発効後に本件マテリアルの使用を継続することに

より、お客様は変更後の条件に拘束されることに同意したものとします。当該変更が当社の義務又は本

Genesys クラウドサービスの機能を著しく低下させるものである場合、お客様は、該当する変更の発効日
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から 30 日以内に書面による通知を当社に提供することにより、本契約を終了することができます。かか

る終了は、当社がお客様からの書面による通知を受領してから 30 日後に有効となります。 

10.12 コンプライアンス。 

以下の条項は、欧州、中東、アフリカ、又はオーストラリア以外の地域のお客様に適用されます。 お客

様は以下のことを表明し保証します。(i)お客様及び関連会社のいずれも、米国商務省のエンティティリ

スト、拒否者リスト又は未確認リスト、米国財務省の特別指定国民及び阻止者リスト、及び米国国務省

の Debarred Parties リストを含む、政府発行の制限された個人又は団体のリストに載っていないこと。ま

た、(ii)お客様は、米国商務省の輸出管理規則で許可されている場合を除き、直接的にも間接的にも、当

社から提供されたいかなる種類のサービス、製品、資料、又は秘密情報も、米国外のいかなる国にも輸

出又は再輸出しないものとします。 

10.13 実行、デジタル化されたコピー。当事者は、本契約が、ファクシミリ、電子メール、ウェブページ

を通じた確認など、電子商取引又は送信を含むあらゆる署名手段によって締結できることに同意しま

す。本契約は、それぞれが原本とみなされますが、それらが一体となって 1 つの契約を構成するカウン

ターパートで実行することができます。本契約及びその他の関連文書（添付ファイル及び修正を含む）

の署名されたデジタル化されたコピーは、原本と同じ範囲で当事者を法的に拘束するものとします。 

10.14 業務委託。当社は、本契約に基づくサービスの一部を第三者に再委託することができます。ただ

し、当社は、当該再委託先の履行について責任を負うものとします。 

10.15 腐敗防止及び贈収賄防止法の遵守。本契約に関連する行為又は活動、あるいは両当事者の関係に関

連して、いずれの当事者も、米国海外腐敗行為防止法、英国 2010 年贈収賄防止法、又は贈収賄又は類似

の活動を禁止するその他の法令に違反する違法な取引行為又はその他の行為を行わないものとします。

各当事者は、直接的にも間接的にも、有利な行動、行動の差し控え、影響力の行使に対する不適切な誘

因や報酬として、何者か（政府や企業の役人や代理人を含むがこれに限定されない）から、あるいは何

者かに対して、金銭、ファシリテーション・ペイメント、その他の価値あるものを求めたり、受け取っ

たり、与えたり、申し出たり、同意したり、約束したりしないようにし、また、そのような禁止行為か

ら保護するための適切な保護手段を確立しないようにします。 各当事者は、他方の当事者から要求があ

れば、これらの法令に関する方針、慣行、及び／又は業務管理の確立を含め、禁止された行為を回避す

るために取られている措置の証拠を提供します。関連当局が認める範囲で、各当事者は、本契約に何ら

かの形で関連する上記の法令の違反の疑いに関する公式調査について、速やかに他方の当事者に通知し

ます。 

以上を証するものとして、サプライヤーとお客様は、発効日に本契約を締結しました。 

お客様       サプライヤー 

 

お名前：____________________    お名前：    

印刷：       印刷：       

タイトル:___  _______    タイトル：     

日付；________________    日付：     
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Genesys クラウドスケジュール 

 

この Genesys クラウドスケジュールには、お客様の本 Genesys クラウドサービスへのアクセスと利用を規

定する条件が含まれています。 

 

1. サブスクリプションサービス。当社は、本契約、本 Genesys クラウドスケジュール及びサービス

オーダーに記載されている該当製品の説明に基づき、お客様に本 Genesys クラウドサービスを使用する権

利を付与します。 

1.1 データセンターサービス。本 Genesys クラウドサービスを提供するために使用されるソフトウェア

は、Amazon Web Service(以下「AWS」といいます)が管理するサーバーに設置されています。お客様は、

ソフトウェアにアクセスして使用することはできますが、ソフトウェアのオブジェクトコード又はソー

スコードのコピーを受け取る権利はありません。 

1.2 受け入れ可能な使用。お客様は、https://aws.amazon.com/aup/に掲載されている AWS Acceptable Use 
Policy を遵守するものとします。このポリシーは、この参照により本契約に組み込まれます。 

1.3 サードパーティ製品。 サービスオーダーで指定されている場合、お客様は、特定のサードパーティの

ハードウェア及びソフトウェアを購入することができます。このような第三者の製品の使用を規定する

条件は、当該製品に含まれるシュリンクラップ、クリッククラップ、又はその他の第三者のライセンス

の条件となります。ハードウェアが設置されている場所を、ユーティリティ、空調、配線、ネットワー

ク及び通信インターフェースの仕様に適合するように準備及び維持し、すべての定期的なメンテナンス

を行うことはお客様の責任です。 

1.4 アップファウンドリー。お客様、又はお客様に代わってサプライヤーが Genesys アップファウンドリ

ーウェブサイトを通じて第三者の製品及びサービスを購入する場合、お客様はアップファウンドリー 製
品のライセンスを有効にする前に、アップファウンドリーウェブサイトを通じてサプライヤーの利用条

件に同意する必要があります。お客様によるアップファウンドリー製品の使用は、本契約の条件ではな

く、かかる供給者の条件に従うものとします。当社及び当社のライセンサーである Genesys のいずれも、

アップファウンドリー 製品に適用される条件の当事者ではなく、かかるアップファウンドリー製品に関

するすべての請求は、関連する供給者に対して行われるものとします。アップファウンドリー製品を有

効にすることにより、お客様は、製品を提供するためにアップファウンドリーのサプライヤーが必要と

する範囲に限り、お客様の本 Genesys クラウドサービスの設定及びユーザー情報をアップファウンドリー

のサプライヤーと共有する許可を当社に与えることになります。 

2.セキュリティとプライバシー 

参照することにより組み込まれ、本契約の第 10.11 条に従って随時更新される、お客様データの使用に対

処する本 Genesys クラウドサービスのセキュリティ及びプライバシーポリシーは、

https://help.mypurecloud.com/articles/purecloud-security-compliance/に記載されています。 

3. 本 Genesys クラウドサービスの提供。本 Genesys クラウドサービスは、以下の場合を除き、1 日 24 時
間、週 7 日利用できるようになります。(i) ピーク時以外の時間帯に時々発生する計画的なダウンタイム

（この場合、お客様には事前に通知されます）。又は(ii)お客様のインターネット接続の障害若しくは遅

延、お客様若しくは第三者による設定ミス、お客様のネットワーク上の問題、又はお客様が契約した若

しくはお客様のために契約した電気通信サービスを含む、当社の合理的な支配を超えた状況に起因する

利用不能、又は(iii)AWS の行動の結果としての利用不能（(a)AWS サービスのメンテナンス若しくは計画的

https://aws.amazon.com/aup/
https://help.mypurecloud.com/articles/purecloud-security-compliance/
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ダウンタイム、(b)AWS サービスの障害若しくは故障、又は(c)AWS が当社若しくはお客様の AWS サービ

スの利用を終了若しくは停止することを含む）。 

4. 契約期間及び支払い。 

4.1 期間。本契約は、発効日から始まる本 Genesys クラウドサービスの使用を規定し、本 Genesys クラウド

サービスに対する該当するサービスオーダーの期間が終了するまで継続します。初回サブスクリプショ

ン期間は、お客様が本 Genesys クラウドサービスを導入することを目的としたサービスオーダー(該当す

る場合)に指定された期間(以下「試行期間」といいます。)の後に開始されます。サービスオーダーにお

いて試行期間が適用される場合、試行期間は、当社が注文書を受理した時点で開始され、サービスオー

ダーに別段の定めがない限り、120 日間とします。初回サブスクリプション期間は、当該ランプ期間の終

了時に開始するものとします。初回サブスクリプション期間及び更新された各サブスクリプション期間

の終了時に、本 Genesys クラウドサービスのサービスオーダーは、価格を除き、前回のサービスオーダー

で指定されたのと同じ期間及び下記第 4.2 条に記載のコミットメントストラクチャーで自動的に更新され

るものとします。ただし、以下の場合を除きます。ただし、(i)いずれかの当事者が、現行のサブスクリ

プション期間満了の 30 日前までに更新しない旨の書面による通知を相手方当事者に提供する場合(以下

「非更新通知日」といいます)、(ii)期限切れのサービスオーダーで異なる自動更新期間が定められている

場合、又は(iii)当事者が異なる期間で更新することを書面で合意する場合は、この限りではありません。

ただし、非更新通知日以降に別の更新期間を書面で合意した場合、新たな更新期間は、本条に記載のと

おりサービスオーダーが自動更新された場合に適用されたであろう更新期間よりも長くすることができ

ます。非更新通知日までにいずれの当事者も相手方に更新しない旨を通知しなかった場合、当事者は、

相手方の書面による合意がない限り、自動的に更新されるサブスクリプション期間を解約することはで

きません。本条に定める自動更新を含む更新期間の価格は、サービスオーダーで別段の合意がない限

り、その時点での定価とします。 

4.2 支払ストラクチャー。お客様は、関連するサービスオーダーに記載された料金を支払わなければなり

ません。サブスクリプションの支払いは、以下の 3 つのオプションからお客様が選択した期間に応じて

異なる構造となり、コミットメントストラクチャーはサービスオーダーに記載されます。 

4.2.1 月間契約。実際の月額料金は、使用量に基づいて計算され、月次ベースでお客様に後払いで請求さ

れます。月単位のサブスクリプション価格は、当社のその時点での価格が変更される場合があります。

試行期間中は、月額最低料金は適用されません。試行期間終了後は、サービスオーダーに記載されてい

る月額最低料金が適用されます。 

4.2.2 年間契約 

4.2.2.1 年間前払い。お客様には、12 か月分のサブスクリプション料が事前に請求されます。この支払い

は、試行期間の終了時に開始されるサブスクリプション期間の最低コミットメントをカバーします。試

行期間中、お客様は、実際の使用量に応じて、サービスオーダーに記載された日割りの年間サブスクリ

プション料金を後払いで請求されます。試行期間終了後、ある月の実際の使用量がサービスオーダーに

記載された年間サブスクリプション量（1 ヶ月間の日割り計算）を超えた場合、お客様は当該超過使用分

について、サービスオーダーに記載されたサブスクリプション超過料金を請求され、毎月後払いで請求

されます。前払いされた金額は、一切返金されません。 

4.2.2.2 年間契約；月払い。試行期間中は、最低コミットメントは適用されず、お客様は、実際の使用量に

応じて、サービスオーダーに記載された月額利用料を請求されます。お客様の月額利用料は、サービス

オーダーに記載されます。試行期間終了後は、月額利用料が最低請求額となり、毎月前払いで請求され

ます。 月額利用料を超える利用があった場合は、サービスオーダーに記載された月額利用料超過分の料

金が請求され、毎月後払いで請求されます。 


