
Amazon Vine 先取りプログラム規約 

Amazon Vine 先取りプログラム（以下「本プログラム」といいます。）とは、ア

マゾン ジャパン合同会社 （以下「Amazon」といいます。）が運営するマーケ

ティング プログラムであり、セレクト商品に関するレビューを充実させるためそ

れらの商品サンプルが Amazon.co.jp の一部の顧客に対し提供されます。このプロ

グラム参加契約（以下「本契約」といいます。）において、「参加者」とは、本

契約に同意するベンダー、セラー等、お取引先企業様を意味します。本プログラ

ムは現状 Amazon のベンダーおよびセラーによって利用することができます。

Vine メンバー（以下に定義します。）の匿名性を守るために、Vine メンバーによ

りリクエストされたセラー商品は、FBA により出荷される必要があります。 

本プログラムに参加するためには、参加者は、 

 以下に記載する条件を承諾し、このページの末尾の「同意する」ボタンをクリ

ックすることにより、条件に同意しなければなりません。 

 ベンダーセントラルまたはセラーセントラル（いずれか適用ある方。以下同

じ。）にアカウントを維持し、ベンダーセントラルまたはセラーセントラルの

データベースにすべての必要な情報（電子メールアドレスを含みますがこれに



限られません。）を提供し、その情報を常に正確で最新のものに維持しなけれ

ばなりません。 

 契約を有効に締結できる者でなければなりません。例えば、未成年者は本プロ

グラムに参加することはできません。 

1.修正、変更通知 Amazon は、本契約もしくは Amazon Vine 先取りプログラム 

ヘルプページにある条件（適用ある本登録料等（第 2 条(b)で定義します。）を含

みます。）、本プログラムに関するベンダーセントラルもしくはセラーセントラ

ル内の説明またはその他のガイドライン（以下「本契約条件等」といいます。）

を、Amazon の単独の裁量によりいつでも変更する権利を留保します。参加者に

は、通知および適用される変更を閲覧する義務があります。Amazon は、以下の(i)

号から(iv)号に掲げる目的で、本契約条件等について、いつでも即時に変更するこ

とができるものとします。(i) 法律上、規制上、詐欺および悪用の防止上、または

セキュリティ上の理由、(ii) 本プログラムの既存の機能の変更または新たな機能の

追加（ただし、参加者による本プログラムの利用に重大な悪影響を及ぼさないも

のとします）、(iii) Amazon が危険、不適切、または不快感を与えるとみなす商品

または活動の禁止。本契約条件等の変更の発効日以降に参加者が継続して本プロ

グラムに参加する場合は、かかる変更を参加者が承諾したものとみなします。参



加者は、本契約条件等の変更を承諾できない場合は、本プログラムへの参加を中

止し、本契約を終了することに同意するものとします。 

2. 本プログラムの運営方法 

(a) 登録依頼 参加者は、Amazon に対してまたは Amazon を通じて参加者が販売

する、または販売を計画する一定の製品（以下「商品」といいます。）を、本プ

ログラムに登録することができます。商品を登録するには、Amazon のオンライン

登録ツールを使用し、すべての必要な情報を提供しなければなりません。Amazon

の現在のカタログに掲載されていない商品は登録できません。登録ツールの使用

方法及び登録が禁止されている商品の詳細については、Amazon Vine 先取りプロ

グラム ヘルプページをご覧下さい。Amazon は、参加者が登録する商品を、

Amazon の単独の裁量にて理由を問わず、いつでも拒絶する権利を有します。

Amazon が商品を拒絶する場合は、Amazon は参加者に連絡しますので、参加者は

拒絶された商品を Amazon 宛に納入してはいけません。ただし、参加者が商品を

Amazon 宛に納入した後に商品が拒絶された場合は、当該商品を Amazon の費用

負担にて参加者に返却いたします。ただし、Amazon が登録禁止と指定した商品を

登録ツールで登録した場合はこの限りではなく、参加者負担にて参加者に返却し

ます。Amazon が拒絶しない商品は「承諾商品」となります。 



(b) 登録手数料等 別途当事者同士の合意がない限り、本プログラムに承諾商品を

登録するための登録料および適用される送料等手数料（以下まとめて「登録料

等」という）は、オンライン登録ツールを使用する際にツール上で提示される額

とします。Amazon は、参加者に対し Amazon が支払義務を負う金額から登録料

等を差し引く権利を有するものとします。  

(c) 商品の納入 参加者は、Amazon からの依頼に応じて、(i)正しい数量の登録商

品を、(ii)参加者の費用負担（運賃前払い）にて、(iii)Amazon のベンダーオペレー

ションマニュアルまたは配送・経路指定要件に従い、Amazon が登録ツールを通じ

て参加者に提供する品目ラベルおよび出荷ラベルまたは配送ラベルを使用して、

承諾商品にラベルを貼付し、Amazon 宛に納入するものとします。すべての商品の

危険および所有権は、運送業者から Amazon が商品を受領した時点で Amazon に

移転します。ただし、参加者が Amazon 宛に納入した商品で、適切なラベルが付

いていないものや、その他、Amazon のベンダーオペレーションマニュアルまたは

配送・経路指定要件に従っていないものについては、Amazon は責任を負いませ

ん。参加者が日本以外から Amazon 宛に商品を納入する場合には、参加者が輸入

者となります。なお、承諾商品につき FBA が利用されている場合は、本条(d)項に

定める Vine メンバーへの発送は既存の在庫を利用して行われることになるため、



本(c)項の規定（危険の移転に関する部分も含みます。）の適用はないものとしま

す。 

(d) レビュー Amazon は、一部の選ばれた Amazon.co.jp の顧客（これらの顧客

を、「Vine メンバー」といいます。）のうち承諾商品をレビューすることを選択

した者に当該承諾商品を配送します。Amazon は、Vine メンバーに対し、

www.amazon.co.jp（以下「Amazon.co.jp サイト」といいます。）における承諾商

品の商品詳細ページに、承諾商品に関する自由なレビュー（以下「レビュー」と

いいます。）を投稿するよう奨励します。全てのレビューは、中立かつ公平でな

ければなりません。Amazon では、 (i) Vine メンバーがレビューすることを選択す

る承諾商品の数、(ii) Vine メンバーが投稿するレビューの性質、(iii)Amazon が Vine

メンバーに提供する承諾商品またはその他の資料の秘密を保持できるかどうかを

含め（これらに限られません。）、Vine メンバーまたはレビューに関していかな

る保証もいたしません。参加者が好ましくないと判断したレビューであっても、

Amazon はこれを修正したり Amazon.co.jp サイトから削除したりする義務を負い

ません。 



(e) 承諾商品の提供 Amazon が承諾商品についての情報を Vine メンバーに提供す

る場合、参加者に当該情報をレビューし、またはそれを承諾する機会は与えられ

ません。 

(f) 商品の除外 参加者が承諾商品を本プログラムから除外したいと希望する場

合、Amazon の連絡先宛に、どの承諾商品を除外して欲しいかを通知して申請する

ことができます。参加者から通知を受領した後に、Amazon は参加者によって指定

された承諾商品を除外するために商業的に合理的な努力をしますが、いかなる場

合も、Amazon が承諾商品を Vine メンバーに提供する 5 営業日前以降は、承諾商

品を除外することはできません。承諾商品が除外された場合、あるいは本契約が

解除された場合または更新されなかった場合においても、Amazon は既に掲載され

たレビューを削除・変更する義務はありません。 

(g) 商品の返却 承諾商品は返却されません。Amazon ではすべての承諾商品を

Vine メンバーに対して提供するために商業的に合理的な努力をします。ただし、

Amazon は、承諾商品をいつでも破棄する権利を有します。Vine メンバーは、承

諾商品を Amazon または参加者のいずれに対しても返送する義務を負いません。

なお、承諾商品につき FBA が利用されている場合は、承諾商品が破棄されること

はなく、引き続き参加者の在庫として取り扱われるものとします。 



3. レビューに対する権利 Amazon と参加者との関係においては、Amazon は常

にレビューに関する一切の権利、財産権その他の利益（一切の知的財産を含みま

すが、これに限られません。）を有するものとします。参加者は、Amazon.co.jp

サイトに掲載された参加者の承諾商品に関するレビューを、参加者の内部におけ

る業務目的および承諾商品のマーケティングの目的で、以下の(i)号から(iv)号の条

件にもとづいて使用することができます。(i)レビューアー名・掲載日、および

「Amazon.co.jp?カスタマーレビューより抜粋」との文言を明記したうえで使用す

ること、(ii)レビューを編集・改竄せずに正確に使用し、一部だけ抜き出すなどし

てレビューの意味を歪めて使用するようなことをしないこと、(iii)レビューアーの

おすすめ度の星の数について不正確な使用はしないこと、および(iv）Amazon はい

つでも書面の通知をもって、不適切と判断した使用に関して参加者の差し止めを

要求することができること。その他の目的のための使用に関しては、Amazon の明

示の許諾がない限り禁止します。参加者は、Amazon.co.jp サイトに掲載されてい

ないレビューにアクセスすることはできません。 

4. 契約期間および契約解除 本契約の期間は、本契約の末尾の「同意する」ボタン

を参加者がクリックした日に開始し、本条に従い Amazon または参加者が本契約

を解除するまで（以下「契約期間」といいます。）継続します。Amazon は、商品



登録ツールに参加者がアクセスできないようにすることによって、いつでも本契

約を解除することができます。参加者は、本契約の解除を希望する旨を Amazon

の連絡先宛に 30 日前までに文書で通知（以下「解除通知」といいます。）するこ

とにより、いつでも本契約を解除することができます。解除通知を Amazon に送

付した後は、商品を登録したり Amazon 宛に納入したりすることはできません。

Amazon は、Amazon の単独の裁量により、参加者に通知することなく本プログラ

ムの提供をいつでも中止することができます。解除に伴い、本契約に基づく両当

事者の一切の権利および義務は消滅しますが、第 2 条(b), (d), (g)項および第 3 条か

ら第 12 条の規定は解除後も存続します。 

5. 表明および保証 参加者は、(a)商品の製造者もしくは出版社、または販売者で

あること、および(b)商品を本プログラムに登録し本プログラムへの参加のために

商品を Amazon に提供するための完全な権限及び権利を有するものであること

を、表明し保証するものとします。 

6. 補償 参加者は、参加者が本プログラムに参加すること（参加者による本契約

の違反を含みますがこれに限られません。）に起因または関連する一切の請求か

ら、Amazon およびその関連会社（ならびにそれらの取締役、役員、従業員、代理

人およびその他の代表者）を防禦するものとします。 



7. 保証の否認 本プログラムは、「無保証にて」提供されるものです。Amazon

およびその関連会社は、 明示または黙示のいかなる種類の表明も保証もいたしま

せん。否認する保証には、(a)商品性、特定目的への適合性、権原および非侵害に

関する黙示の保証、(b)本プログラム、ベンダーセントラル、セラーセントラルま

たは Amazon.co.jp サイトが参加者の要求水準を満たすことや、常に使用でき、ア

クセスでき、中断されず、最新であり、安全であり、またはエラーがなく作動す

るということ、(c)取引過程または商習慣により生じる黙示の保証が含まれます

が、これらに限られません。適用ある法令により許容される限度において、

Amazon およびその関連会社は一切の保証を否認します。 

8. 責任限度 Amazon およびその関連会社は、参加者に対し、逸失利益もしくは

事業機会の喪失、またはその他のいかなる間接損害、特別損害、結果損害もしく

は懲罰的損害についても、契約責任であるか、不法行為責任であるか、その他で

あるかを問わず、また Amazon あるいはその関連会社がかかる損害の可能性を知

っていたか、知り得たかどうかに拘わらず、責任を負いません。いかなる場合

も、本プログラムに関連して生じる Amazon およびその関連会社の責任合計は、

10 万円を上限とします。 



9. その他の条件 Amazon と参加者は、本プログラムに基づき参加者が Amazon

に対して提供する商品を、Amazon との仕入契約または出品契約に定められた参加

者の表明および保証ならびに補償および防禦の義務に関する規定において、仕入

契約または出品契約における「商品」としてみなされることに、合意します。本

プログラムへの参加者の参加に関して仕入契約または出品契約と本契約の間に齟

齬がある場合は、本契約の条件が優先するものとします。 

10. 準拠法、裁判管轄 本契約は、法の抵触に関する原則および国際物品売買契約

に関する国連条約にかかわらず、日本法に準拠するものとします。参加者は、本

契約または本プログラムへの参加により生じる一切の紛争について、東京地方裁

判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

11. 雑則 参加者は、本契約に基づく参加者の権利または義務を譲渡することはでき

ません。参加者または Amazon が本契約の規定に基づく権利を実行しない場合でも、

当該権利をその後に実行する Amazon または参加者のそれぞれの権利は放棄された

とはみなされないものとします。本契約に基づき認められる権利放棄は、権利を放

棄する当事者が署名した文書により記録される場合に限り有効です。本契約のいず

れかの規定が、裁判所または政府当局により法的強制力がないと判断された場合は、

両当事者は、法的強制力のない規定が存在しないものとして本契約を履行し、部分



的に無効または強制力のない規定は、法的強制力のある限度において履行されるも

のであることに同意します。本契約に基づく両当事者の権利および救済は累積的で

あり、いずれの当事者も、本契約に基づく権利もしくは救済、またはその当事者に

法律上認められる他の権利および救済を執行することができます。Amazon および

その関連会社は、参加者又は第三者に対し、合理的に予見不可能な行為、事項、原

因、事故または状況で Amazon の合理的な支配を超えるもの（天災、第三者の行為

または政府の措置を含みますがこれらに限られません。）により生じる一切の履行

遅延、履行過失または不履行につき、参加者またはいかなる第三者に対しても

Amazon およびその関連会社は一切の責任を負わないものとします。 


