
サーバーワークス AWS 課金代行サービス契約約款

第1条（契約約款の適用） 

株式会社サーバーワークス（以下「サーバーワークス」といいます）は、AWS 課金代行サー

ビス契約約款（以下「本約款」といいます）を定め、本約款に基づき AWS 課金代行サービス

（以下「本サービス」といいます）を提供します。  

2 本約款は、本サービスをご利用になるすべての方（以下「ユーザー」といいます）に適用さ

れます。 

3 サーバーワークスは、ユーザーの了承を得ることなく本約款を変更することができるものと

し、変更後の本約款は、特段の定めがある場合を除き、

http://www.serverworks.co.jp/services/actingpayment またはその後継サイトで公開された

時点より効力が生じるものとします。ただし、当該変更がユーザーに重大な影響を与えるとサ

ーバーワークスが判断した場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けてユーザーに通

知するものとします 。  

第 2 条（サービスの内容） 

本サービスは、サーバーワークスが、本約款の条件に基づき、ユーザーの Amazon Web 

Services （以下「AWS」といいます）の利用料金（以下「AWS 利用料金」といいます）を円建

てに換算してユーザーに請求し、サーバーワークスがユーザーの AWS 利用料金の AWS に対する

支払を代行するサービスです。  

2 本サービスの提供区域は日本国内とします。 

第 3条（契約申込） 

ユーザーは、本約款を遵守することに同意し、サーバーワークス所定の契約申込書に必要事

項を記載し提出することによって本サービスの利用に関する契約（以下「利用契約」といいま

す）を申し込むものとします。 

2 利用契約の申込において、ユーザーには、サーバーワークスが必要と認める範囲で、財務諸

表等の資料を提出していただくことがあります。 

3 ユーザーは、サーバーワークスがユーザーの技術的問題に関する支援を行う目的で、AWS サ 

ポート（ビジネス）に加入することを承諾することとします。  

第 4 条（契約の成立）  

サーバーワークスがユーザーからの申込を承諾した場合、利用契約は当該承諾日をもって成

立するものとします。 

2 サーバーワークスは、次の場合には本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。 

(1) 申込の際、虚偽の事実を申告したとき

(2) 過去に本サービスその他のサーバーワークスとの取引において支払遅延などをしたことが

あるとき

(3) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会

運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者を意味します。以下

同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経

営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っている

とサーバーワークスが判断したとき

(4) その他、サーバーワークスの業務の遂行または技術上支障があるとき

第 5条（AWS 契約の主体） 

ユーザーは、AWS サービスの利用にあたって、AWS 社が契約者に対して公開する「AWS 

Reseller Customer License Terms」（リンク先は AWS 社のサイトとなります）https://s3-us-

west-2.amazonaws.com/legal-reseller/Japan%2BReseller%2BCustomer%2BLicense%2BTerms.pdf 

および AWS サービスの利用に適用される一切の規約等(以下、総称して「AWS 利用規約等」とい

います)を遵守してこれを利用するものとします。 

第 6条（サービスの提供条件） 

ユーザーが利用契約締結前より AWS アカウントを既に取得している場合、サーバーワークス

は、ユーザーの AWS アカウントにかかる支払いをサーバーワークスに移行する手続きを行いま

す。この場合、ユーザーは、AWS アカウントに紐付くメールアドレスに届く確認メールに記載

された指示に従い、支払い先がサーバーワークスに移行されることを速やかに承諾するものと

します。 

2 ユーザーが、AWS アカウントを保持しておらず、AWS アカウントの開設業務をサーバーワーク

スに委託することを希望する場合、サーバーワークスは AWS アカウントの開設業務を代行する

ことができます。この場合でも、AWS 利用契約の主体は、本約款第 5 条（AWS 契約の主体）の定

めに従うものとします。

3 ユーザーは AWS アカウントを厳重に管理するものとし、これらの不正使用によりサーバーワ 

ークスまたは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。ま

た、ユーザーは不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。ユーザー

は、 AWS アカウントが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちにサー

バーワークスにその旨を連絡し、AWS アカウントの再発行および漏洩した AWS アカウントから

のアクセスを遮断するために必要な費用を負担するものとします。

第 7 条（サービスサポート）  

本サービスにおいて提供されるサポートの詳細内容については、サーバーワークスの「課金

代行サービスサポート詳細ドキュメント」 

（http://info.serverworks.co.jp/resale_Service_Manual.pdf）の記載によるものとし、ユーザー

は当該ドキュメントに従ってサーバーワークスが本サービスのサポートを提供することに同意

するものとします。

第 8条（ユーザーの名称等の変更） 

ユーザーは、以下の各号に変更があったときは、速やかにサーバーワークスに届け出るもの

とします。 

(1) 法人名、代表者名、担当者名、およびメールアドレス

(2) 住所

(3) サーバーワークスに届け出た請求書送付先に関する事項

2 前項の届け出があったとき、ユーザーには、サーバーワークスが必要と認める範囲で、その

届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。

第 9条（料金等） 

本サービスの料金は、下表のとおりとします。 

1 ヶ月の AWS 利用料金 1～30,000 円 30,001 円～ 

AWS 課金代行サービスの料金 3,000 円 AWS 利用料金の 10%相当額 

第 10 条（料金等の支払義務） 

ユーザーは、前条（料金等）の料金とユーザーが利用した AWS の利用料金とを合算して（以

下「本支払料金」といいます）、第 12 条（料金等の支払方法）の方法により、サーバーワーク

スに支払う義務を負います。

2 本約款第 16 条（提供停止）の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、ユ

ーザーは本サービスの利用契約に基づく債務を免れるものではありません。

第 11 条（為替レートの適用条件） 

サーバーワークスは、前条（料金等の支払義務）に定める本支払料金のうち、AWS 利用料金

について、これをサーバーワークスの定める為替レートに従って日本円で請求するものとしま

す。  

第 12 条（料金等の支払方法） 

サーバーワークスは、本約款第 10 条（料金等の支払義務）に定めるユーザーの本支払料金

を、利用月の翌月 10日までにユーザーに対して郵送または電子メールにて請求するものとしま

す。 

2 ユーザーは、サーバーワークスより請求された本支払料金等を、利用月の翌月末日までに、

サーバーワークスが指定する方法で銀行振込により一括で支払うものとします。なお、振込手

数料はユーザーの負担とします。

第 13 条（延滞損害金） 

ユーザーが、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当

該ユーザーは支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で

計算して得た額を、延滞損害金としてサーバーワークスが指定する期日までに、サーバーワー

クスが指定する方法により支払うこととします。

第 14 条（消費税） 

ユーザーがサーバーワークスに対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法

および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課され

るものとされているときは、ユーザーはサーバーワークスに対し当該債務を支払う際に、これ

に対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。  

第 15 条（端数処理） 

サーバーワークスは料金その他の計算において、その計算結果に 1円未満の端数が生じた場

合は、その端数を切り上げます。 

第 16 条（提供停止） 

ユーザーが次の各号のいずれかに該当するとき、サーバーワークスは本サービスの提供を停

止することができるものとします。 

利用契約上の債務を履行しなかったとき 

(1) 本約款の規定に違反したとき

(2) ユーザーが AWS 利用契約に違反したとき、または違反したと認める相当の事由があるとき

(3) その他、サーバーワークスが不適切と判断するとき

2 サーバーワークスは、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめそ

の理由、停止をする日および期間をユーザーに通知します。ただし、やむを得ない事由がある

場合は除きます。

3 本条第 1項の規定により本サービスの提供を停止するとき、サーバーワークスは、ユーザー

の AWS アカウントを停止することができます。

4 本条に基づきサーバーワークスが行った措置の結果による直接的または間接的な結果につい

て、サーバーワークスは一切その責を負わないものとします。

第 17 条（契約期間） 

本サービスの契約期間は、第 4条第 1項に定める利用開始日から起算して 1ヶ月とします。

ただし、いずれの当事者からも解約希望月の 1ヶ月前までに書面による意思表示がないとき

は、本約款は期間満了日の翌日からさらに 1ヶ月自動的に継続されるものとし、以後も同様と

します。  

第 18 条（ユーザーが行う利用契約の解約） 

ユーザーは、利用契約を解約するときは、サーバーワークスに対し解約の日の 1ヶ月前まで

に解約の旨をサーバーワークスが別途定める書面により通知するものとします。  

2 本約款に基づく利用契約を解約するとき、ユーザーは、本サービスの終了日をサーバーワー

クスに通知することとします。本サービスの終了日は、必ず暦月の末日とします。当該解約の

通知があった日から当該通知において本サービスの終了日とされた日までの期間が 1ヶ月未満

であるときは、本サービスの終了日は翌々月末日とします。

3 前項の場合、ユーザーが本約款に基づくすべての債務をサーバーワークスに支払終えた日

をもって、本約款に基づく利用契約は解約されることとします。



 

第 19 条（サーバーワークスが行う利用契約の解除または解約） 

サーバーワークスは、次に揚げる事由があるときは、利用契約を解除または解約することが

できるものとします。 

(1) 本約款第 16 条第 1項に基づきサーバーワークスが本サービスの提供を停止した場合、停

止の日から 14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき  

(2) 本約款第 16 条第 1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及

ぼすおそれがあると認められるとき 

(3) ユーザーが破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、ユーザー自らがそれらの申立て

を行い、精算の対象となり、または第三者から差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税

公課の滞納による差押、支払いの停止処分を受けるなど、ユーザーの信用不安が発生した

とサーバーワークスが判断した場合  

(4) ユーザーの AWS アカウントが反社会的勢力もしくはその構成員や関係者によって登録もし

くは使用された場合、またはそのおそれがあるとサーバーワークスが判断した場合  

(5) ユーザーとの信頼関係が失われた場合など、サーバーワークスとユーザーとの契約関係の

維持が困難であるとサーバーワークスが判断した場合  

  

第 20 条（契約終了時の措置） 

サーバーワークスは、本利用契約が終了した場合、サーバーワークスの指定する日までに、

ユーザーの AWS アカウント情報をユーザーに提供し、当該解除または解約日またはサーバーワ

ークスの指定する日後、AWS アカウント情報は、すべてユーザーのみが保持および管理するも

のとします。  

  

第 21 条（サービスの内容の変更、終了） 

サーバーワークスは、サーバーワークスの都合により本サービスを停止、利用制限、変更ま

たは終了することがあります。 

2 サーバーワークスが本サービスを終了するときは、やむを得ない場合を除き、終了する 3ヶ

月前までにその旨を通知または告知します。ユーザーは、当該通知を受け取り次第速やかに

AWS 料金の支払いに利用するクレジットカード番号をサーバーワークスに通知し、サーバーワ

ークスはこれを受けて、可能な限り、AWS 料金の支払先をユーザーの指定する方法に移行する

ものとします。 

3 本条により、本サービスの提供が終了した場合でも、ユーザーは本サービスの利用契約に基

づく債務を免れるものではありません。 

4 本条に基づきサーバーワークスが本サービスの停止、利用制限、変更または終了を行ったこ

とによりユーザーに損害が生じた場合でも、サーバーワークスはいかなる責任も負いません。  

  

第 22 条（再委託） 

サーバーワークスは、本サービスに関わる業務をサーバーワークス指定の第三者に委託でき

るものとします。  

  

第 23 条（免責） 

本サービスの各機能は、提供時点においてサーバーワークスが提供可能なものです。本サー

ビスがユーザーの特定の目的に適合することを含め、サーバーワークスは、ユーザーに対し、

本サービスに関する何らの保証も行うものではありません。本サービス提供の中断、停止、終

了、利用不能または変更、ユーザーユーザーの AWS アカウントに紐付くサーバーやデータ等

が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する

直接または間接の損害について、その原因の如何によらず、サーバーワークスはいかなる責任

も負わないものとします。  

  

第 24 条（責任の制限） 

本サービスまたは本約款等に関して、サーバーワークスがユーザーに対して負う損害賠償責

任の範囲は、サーバーワークスの責めに帰すべき事由によりまたはサーバーワークスが利用契

約等に違反したことが直接の原因でユーザーに現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠

償の額は、いかなる場合においても当該損害発生時点の前月までに、ユーザーが本サービスに

対して支払った過去 12ヶ月間の利用料金（AWS 利用料金は除く。12 ヶ月に満たない場合は当該

期間）の利用料金を超えないものとします。なお、サーバーワークスの責めに帰すことができ

ない事由から生じた損害、サーバーワークスの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損

害、逸失利益および間接的な損害についてサーバーワークスは賠償責任を負わないものとしま

す。  

  

第 25 条（秘密保持） 

ユーザーは、本サービスに関連してサーバーワークスがユーザーに対して秘密に取り扱うこ

とを求めて開示した非公知の情報について、サーバーワークスの事前の書面による承諾がある

場合を除き、秘密に取り扱うものとします。  

  

第 26 条 （個人情報の取扱い） 

サーバーワークスによる個人情報の取扱いについては、サーバーワークスのプライバシーポ

リシー（http://www.serverworks.co.jp/privacy-policy ）の定めによるものとし、ユーザー

はこのプライバシーポリシーに従ってサーバーワークスがユーザーの個人情報を取り扱うこと

に同意するものとします。  

  

第 27 条（権利の譲渡等の制限） 

ユーザーは、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、サーバーワークスの承

認なく、第三者に譲渡し、または担保に提供し、その他一切の処分をすることはできません。  

  

第 28 条（ユーザーの地位の承継） 

ユーザーが合併、会社分割等の組織再編等をしたことにより利用契約上のユーザーの地位が

第三者に承継される場合、ユーザーはその旨をただちにサーバーワークスに書面で通知するも

のとします。サーバーワークスはその通知受領後 14 日以内に、当該承継者に書面により通知を

して利用契約を解除または解約することができるものとします。いずれの場合も、承継した者 

は利用契約に基づくユーザーの一切の債務を承継するものとします。  

  

第 29 条（分離可能性） 

本約款のいずれかの条項またはその一部が、適用法令等により無効または執行不能と判断さ

れた場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定

の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、サーバーワークスおよびユーザーは、当該無効

もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正

し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨ならびに法律的および経済的に同等の

効果を確保できるように努めるものとします。  

  

第 30 条（準拠法および裁判管轄） 

利用契約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、利用契約お

よび本サービスの利用に起因または関連してサーバーワークスとユーザーとの間で生じた紛 

争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  
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