
応募申込フォーム

APPLICANT INFORMATION FORM

次の質問の全てにお答えください。部分的にしかお答えいただけていない申込書

は選考の対象になりません。アマゾンとその関連会社（以下「アマゾン」といい

ます。）は雇用における機会均等を重視し、人種、宗教、信条、肌の色、出生国

、国籍、婚姻状況、性別、年齢、性的指向、性別の認識、軍役経験の有無、政治

観、祖先、どのような身体的、知覚的、精神的障害、その他法律で保護されてい

る地位等を理由に差別を行いません。

アマゾンは日本の法令が定めた全ての適用ある差別禁止法ならびに規則に従いま

す。

Please provide all information requested.  A partially filled application will not be 
accepted for review.  Amazon and its subsidiaries (“Amazon”) are equal 
opportunity employers, and do not discriminate on the basis of race, religion, 
creed, color, national origin, citizenship, marital status, sex, age, sexual 
orientation, gender identity, veteran status, political ideology, ancestry, the 
presence of any physical, sensory or mental disabilities, or other legally protected 
status.

Amazon complies with all applicable federal and state non-discrimination laws 
and regulations. 

応募者の名前 / Candidate Full Name:  
これまでにアマゾン、またはアマゾンの関連会社に応募したことがありま

すか。

Have you previously applied to Amazon or any Amazon subsidiary?

  
はい
  
Yes

 
いい

え 
No

「はい」と回答した方は、会社名と応募した日付をお教えください。：

If yes, please identify the company and give date(s):

 

これまでにアマゾン、またはその関連会社に雇用されたことがありますか

。

Have you previously been employed by Amazon or any Amazon 
subsidiary?

  
はい
  
Yes

 
いい

え 



No
「はい」と回答した方は、会社名と雇用時期をお教えください。：

If yes, please identify the company and give date(s) of employment:

 

アマゾンでの雇用を妨げる、または制限するような競業禁止契約や他の契

約上の義務を負っていますか。

Are you subject to a non-competition agreement or other agreement 
which would preclude or restrict your employment at Amazon?

  
はい
  
Yes

 
いい

え 
No

「はい」と回答した方は、詳細についてお教えください。：

If yes, please describe:

 

現在日本で働く資格をお持ちですか？

Do you currently have the right to work in Japan?

注－応募者は全て雇用開始前に日本で働く資格を証明する書類の原本を提
出する必要があります。

Please note - All applicants are obliged to provide original documentary 
evidence of their right to work in Japan prior to commencing employment.

  
はい
  
Yes

 
いい

え 
No

今、または将来雇用ビザ取得のために、スポンサーシップが必要ですか？

Will you now or in the future require sponsorship for employment visa 
status?

  
はい
  
Yes

 
いい

え 
No

現在日本で労働許可を持っている方は、何に関しての労働許可か詳細をお

教えください。

If you currently hold work authorization in Japan, what is the basis of your 
work authorization?

 

 

 

あなたの国籍または永住権を有する国のうち、もっとも遅く取得した方の国名を入力してください。これは

、当社の輸出許認可関連の要件に反していないかを判定する目的のためだけにお伺いするものです。



For the sole purpose of determining export licensing requirements, please provide your country of 
citizenship or legal permanent residence, whichever was obtained last.

  

地位（国民または合法的永住者）

Status (Citizenship or Permanent Resident)

国民 Citizenship          永住者 Permanent Residence  

 

Equal Opportunity Self-Identification Form

雇用機会均等に関する個人情報フォーム

As an Equal Opportunity Employer, Amazon does not use this information in its 
employment decisions, so whether or not you choose to identify gender will not 
affect your employment in any way.
アマゾンは、雇用機会の均等を確保する雇用者として、採用決定には以下の性別

情報は一切使用いたしません。以下の性別情報の提供は任意であり、回答の有無

はあなたの雇用に一切影響いたしません。

1. Gender 
(性别)

Female （女性）
Male （男性）
I choose not to self-identify （無回答）　

 

承認 / ACKNOWLEDGEMENT

ボックスをチェックし、下記を理解した事に同意します。:

By checking this box, I confirm my understanding of the following:
 

この応募のために提出した履歴書ならびに上記の情報を含む（ただし、これらに

限られない）個人情報は真実かつ正確です。私は雇用過程でのいかなる種類の虚

偽陳述や情報の遺漏も雇用の否定と解雇に繋がることを了解します。

私はここにアマゾンが必要とみなす場合、私の雇用歴を確かめ調査すること、仕



事歴や人格、能力に関しての情報を私の現在または過去の雇用主や照会先に尋ね

ることを承諾します。雇用の申し出はこれらの調査の良好な結果に拠るものであ

り、最終面接の時点で二件の照会先を申し出ることが求められることを了解しま

す。私はここにアマゾン、そしてその代理人がそのような情報を求めること、他

の人や会社、団体がそのような情報を提供することを承諾します。この点につい

ては、私の雇用条件として、経歴調査を実施するために、ここで特定されたもの

のみでなく、法律で必要とされる、情報の公表に関する全ての免責書類にサイン

することに同意します。そのような経歴調査から起こる全ての法的責任から、ま

たそれに対してアマゾン、その社員と代理店に免責の保証を与えることに同意し

ます。

この応募や面接の過程に含まれた内容はアマゾンと私との間の雇用契約を生み出

す意図を何ら有するものではなく、アマゾンの役員によってサインされた書類に

記載されていない限り、アマゾンとの雇用期間、または契約満了に関するどのよ

うな申し入れや約束も正式に承認されまたは拘束力を有するものではないことを

了解します。

データ保存についての同意： 
履歴書を提出することによって、あなたは、今回また将来の欠員の際にあなたの

適正を評価する目的のために、アマゾンにあなたに関する情報をアマゾンの世界

的な雇用データベースに保存する権限を与えます。

 

アマゾンは雇用における機会均等を重視する会社です。

  

Information provided in support of this application, including but not limited to my 
resume or curriculum vitae and the above information, is true and correct.  I 
understand that false statements or material omissions of any kind during the 
hiring process may result in denial of employment or discharge.

 

I understand that nothing contained in this employment application or interview 
process is intended to create an employment contract between Amazon and me 
and that no representation or promise regarding the duration or the termination of 
employment with Amazon is authorized or binding unless contained in a written 
document signed by an officer of Amazon.com, Inc.

Data Retention Agreement: By submitting your CV you authorize Amazon to 
store your information in the Amazon.com group of companies' world-wide 



recruitment database for the purpose of assessing your suitability for this and 
future vacancies.

 

Amazon is an Equal Opportunity-Affirmative Action Employer- Minority/ Female/ 
Disability/ Veteran/ Gender Identity / Sexual Orientation.

 


