
マイクロソフト認定トレーナー修了者向けプログラム契約  
 
このマイクロソフト認定トレーナー修了者向けプログラム契約 (以下「本契約」) は、マイクロソフト認定ト

レーナー修了者向けプログラム (以下「MCT 修了者向けプログラム」) への参加に関する、マイクロソフ

ト (以下「甲」) と個人 (以下「乙」) との間で締結される法的文書です。本契約書をよく読んでください。

MCT 修了者向けプログラムに登録して参加するには、本契約の条項に同意することが求められます。

乙は、[同意する] を選択することにより、本契約に従う義務を負うことに同意されるものとします。乙は、

MCT 修了者向けプログラムに参加する前に、本契約に同意する必要があります。同意しない場合は、

[同意する] をクリックしないでください。本契約は、乙が契約の条項および条件に同意した日 (以下「発

効日」) をもって有効となります。 
 
 

契約 
 
1. 定義  
1.1. 関連会社とは、契約当事者を所有する法人、契約当事者が所有する法人、または契約当事者と

共同で所有される法人を意味します。「所有」は、50% を超える所有権、または法人の経営を指

揮する権利を有していることを意味します。 
 

1.2. マイクロソフトとは、本契約の第 10.9 項で特定されているマイクロソフト法人をいいます。 
 

1.3. マイクロソフト認定トレーナー プログラム (以下「MCT プログラム」) とは、特定のマイクロソフト テ
クノロジを指導するためのマイクロソフト認定資格を持ち、インストラクターによるマイクロソフト テ
クノロジのトレーニングを提供するための指導技術と技能資格を保持していることを証明した個

人に認定を与えるマイクロソフト プログラムをいいます。 
 

1.4. 乙は、本契約に記載されている MCT 修了者向けプログラムに参加するための資格要件を満たし、

本契約に同意した個人を指します。 
 
2. MCT 修了者向けプログラムの概要  
MCT 修了者向けプログラムは、現行のマイクロソフト認定資格を保持していない、または現在マイクロ

ソフトのテクノロジに関するトレーニングを提供していないために、MCT プログラムに参加する資格を

失っている元 MCT プログラム メンバーを対象としたプログラムです。MCT プログラムの元メンバーは、

MCT 修了者向けプログラムに参加することで、MCT 修了者向けプログラム Web サイトに記載されてい

る MCT 修了者向けプログラム特典を利用できます。乙は、MCT 修了者向けプログラムへの参加を、プ

ログラム年度中いつでも申し込むことができ、年間を通じて参加特典を利用できます。MCT 修了者向

けプログラムの要件について不明な点がある場合は、最寄りのマイクロソフト認定プログラム事務局  
(RSC) までお問い合わせください。 
 
3. MCT 修了者向けプログラムへの登録 
MCT 修了者向けプログラムに登録または再登録するには、乙は以下の手順に従う必要があります。 

a. MCT 修了者向けプログラムの参加条件を満たし、オンラインの MCT 修了者向けプログラム申

込書およびすべての必要書類に記入して MCT 修了者登録ツール (MCT メンバー専用 Web サ
イトに掲載) で指定されているアドレスに送信する (申込書の処理方法および所要日数は国ま

たは地域によって異なることがあります)。 
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b. 申込書を送信する際に MCT 修了者向けプログラムの年間費用を支払う。費用は国/地域に

よって異なります。詳細については、オンラインの MCT 修了者向けプログラム費用の表を参照

してください。 
c. 現在の MCT 修了者向けプログラム契約で [同意する] をクリックして甲に送信することにより、

現在の MCT 修了者向けプログラム契約の条項および条件に同意する。 
 
申込書が処理されるには少なくとも 2 週間かかります。処理が済むと、申込書の受理または拒否が乙

に電子メールで通知されます。受理された場合、乙は MCT 修了者メンバー専用 Web サイトへのアクセ

スが認められます。 
 
なお、甲は、乙の MCT 修了者向けプログラムへの再登録を許可する義務を一切負いません。 
 
4. MCT 修了者向けプログラムの要件 
MCT 修了者向けプログラムのメンバーシップを維持し、MCT 修了者向けプログラムの特典にアクセス

して利用するためには、乙は、契約期間にわたって常に次の要件を満たす必要があります。 
a. 乙は、本契約の条項および条件を遵守する必要があります。 
b. MCT 修了者向けプログラムの特典には、追加の条項、条件、およびラインセンスが含まれる場

合があります。乙は、特典を使用する前に特典に関連するすべての追加の条件に同意し、こ

れらを遵守する必要があります。該当する追加の条項、条件、およびライセンスのすべてを遵

守しない限り、乙は MCT 修了者向けプログラムの特典を使用することはできません。 
 

5. 商標およびロゴ  
本契約は、マイクロソフトの商標、商品名、またはロゴを使用する権利を許諾するものではありません。

乙は、本契約の条件を遵守することを条件に、自身を MCT 修了者向けプログラムへの参加者と見な

すことができます。 
 
6. MCT 修了者向けプログラムの変更。甲は、理由を伴わずにいつでも MCT 修了者向けプログラムを

中止し、MCT 修了者向けプログラムおよびその特典または側面を変更する権利を留保します。甲は、

MCT 修了者向けプログラムを中止する場合は 60 日前に乙に通告するものとします。これらの通告は、

MCT 修了者向けプログラムの申請において乙が提供した電子メール アドレスまたは住所に送信され

ます。電子メール アドレスまたは住所に変更が生じた場合は、乙が甲に通知する責任があります。 
 
上記以外の変更はすべて MCT 修了者向けプログラム Web サイトに掲載されます。乙は、定期的に 
MCT 修了者向けプログラム Web サイトにアクセスし、変更を確認する責任を負うものとします。変更は

掲載日をもって有効となります。変更はさかのぼって適用されることはありません。乙が変更に同意し

ない場合、MCT 修了者向けプログラム契約および MCT 修了者向けプログラムへの参加の解除が乙

の唯一の救済方法となります。 
 
7. 期間および終了 
7.1. 契約期間。本契約は、発効日をもって有効となり、本契約に従って早期に終了されない限り、発

効日から 1 年 (以下「契約期間」) が経過すると自動的に終了します。 
 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mct-fees.aspx�
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7.2. 更新。本契約は自動的に更新されません。MCT 修了者向けプログラムへの参加を継続するには、

乙は、第 3 項 (MCT 修了者向けプログラムへの登録) に記載された手順に従って、契約期間が

終了するまでに再登録を行う必要があります。正当な理由により契約が既に終了している場合、

乙は MCT 修了者向けプログラムに再登録することはできません。 
 

7.3. 理由を伴わない終了。いずれの当事者も、正当な理由を伴わずに、30 日前までに書面で通知す

ることにより、いつでも本契約を終了することができます。 
 

7.4. 理由を伴う終了。以下の場合、甲は、その単独の裁量で、直ちに本契約を終了することができ

ます。 
a. 乙が、本契約の条項および条件のいずれかを遵守しない場合 
b. 乙が MCT 修了者向けプログラム申込書に虚偽の情報を記入した場合 
c. 乙が、甲の営業秘密もしくは秘密情報の不正使用または不正開示を行った場合、もしくは甲

のソフトウェア、テクノロジ、または製品の著作権を侵害した場合、もしくは甲のその他の知的

財産権を侵害した場合 
d. 乙が、自身の認定資格の状況もしくは甲との関係を偽った場合 

 
7.5. 終了または満了の効果。本契約が満了または終了したすべての場合において、MCT 修了者向

けプログラムにおける乙のメンバーシップは終了し、MCT 修了者向けプログラムの下で乙に付与

されたすべての権利は直ちに終了するものとします。乙は MCT 修了者向けプログラム特典の使

用を直ちに停止する必要があります。いずれの当事者も本契約の条件に従って本契約を解除す

ることによってのみ生じる損害については一切責任を負いません。 
 

7.6. 条項の存続。第 1 項 (定義) および同項で定義されるすべての用語と、第 7.5 項 (終了または満

了の効果)、第 7.6 項 (条項の存続)、第 8 項 (保証の排除)、第 9 項 (責任の制限)、および第 10 
項 (その他) は、本契約の満了または終了にかかわらず有効に存続するものとします。 

 
8. 保証の排除。甲およびその関連会社は、MCT 修了者向けプログラムおよびその特典を、現状有姿

のまま、いかなる種類の保証もなしに提供します。甲およびその関連会社は、適用される法律により認

められる最大限の範囲において、明示的、黙示的、または法令上のいずれのものであるとを問わず、

いかなる責任 (商品性、特定目的に対する適合性、信頼性もしくは利用可能性、正確性、権原、第三者

の権利侵害の不存在、結果、専門技術企業としての努力、および過失の不存在に関する黙示的な保

証を含みます) も一切負いません。 
 
9. 責任の制限。適用される法律により認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、甲および

その関連会社は、いかなる方法であれ本契約および MCT 修了者向けプログラムに起因または関連す

る一切の間接的、派生的、偶発的、特別、懲罰的、または見せしめとなる損害に関して一切責任を負い

ません。かかる損害に対するあらゆる請求の依拠する法理論にかかわりなく、たとえ甲がかかる損害

の可能性について知らされていた場合でも、かかる損害が合理的に予見可能であるかどうかにかかわ

りなく、またはこの除外を適用することによりいずれかの救済がその本質的な目的を果たせなくなるか

どうかにかかわりなく、この除外は適用されます。 
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10. その他 
10.1. 通知。本契約によって甲に対して行う必要があるすべての通知の宛先は、本契約の第 10.9 項 

(マイクロソフト法人) で特定されているマイクロソフト法人 "マイクロソフト認定トレーナー修了者

向けプログラム" とします。本契約によって乙に対して行う必要があるすべての通知の宛先は、

申込書に記載された電子メール アドレスまたは住所とします。乙の連絡先に関して常に最新の

情報を提供するのは、乙の責任です。 
 

10.2. 関係。当事者は独立した請負業者です。本契約は、雇用主と従業員の関係、パートナーシップ、

ジョイント ベンチャー、または代理関係を作成するもの、およびフランチャイズを作成するもので

はありません。乙は、甲を代理していかなる表明、保証または約束も行うことができません。 
 

10.3. 可分性。管轄裁判所において本契約の規定が不正、無効、または執行不可能と認められた場合

でも、それ以外の規定は引き続き有効に適用されるものとします。 
 
10.4. 権利放棄の否認。甲による権利または請求権の行使が遅れた場合または行使しなかった場合

に、その権利または請求権、あるいは他の権利または請求権が放棄されることはありません。 
 

10.5. 専属の否認。MCT 修了者向けプログラムへの乙の参加は任意です。本契約のいかなる内容も、

マイクロソフト以外のテクノロジの指導、サポート、販売促進、配布、または使用を制限することは

ありません。 
 

10.6. 輸出の制限。乙は、マイクロソフト コンテンツがアメリカ合衆国起源のものであることを了解しま

す。乙は、これらのコンテンツに適用される米国内外のすべての適用法 (合衆国輸出管理規則 
(U.S. Export Administration Regulations)、ならびに合衆国政府およびその他の政府が発令するエ

ンドユーザー、最終使用および仕向け国に関する規制を含みます) を遵守することに同意します。

詳細については、http://www.microsoft.com/exporting/ を参照してください。 
 

10.7. 譲渡。乙は、その方法の如何を問わず、本契約または本契約に基づき付与される権利を譲渡、

再許諾、または移転しないものとします。法律の運用またはその他の方法によるそのような譲渡、

再許諾、または移転は、すべて法律上無効です。 
 

10.8. 弁護士費用。本契約から発生した権利または本契約に関連した権利を主張するために一方の

当事者が弁護士を雇った場合は、勝訴側が妥当な弁護士費用、およびその他の経費 (控訴審、

破産などで発生する費用を含みます) を取り戻す権利を有するものとします。 
 

10.9. マイクロソフト法人。本契約書を締結するマイクロソフト法人は、乙が所在する国または地域を基

準として決定されます。詳細については以下を参照してください。 
 

10.9.1. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。アンギラ、アンティグア・バー

ブーダ、アルゼンチン、アルバ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、バミューダ諸島、ボリビア、

ブラジル、カナダ、ケイマン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、キュラソー、ドミニカ国、ドミ

ニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、フランス領ギアナ、グレナダ、グアム、グアテマ

ラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、マルチニーク島、メキシコ、モンセラット、旧

オ ランダ領アンティル、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、プエルトリコ、セント・キッ

ツ・ネイビス、セントルシア、サンピエール島・ミクロン島、セントビンセントおよびグレナ

http://www.microsoft.com/exporting/�
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ディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、タークス・カイコス諸島、アメリカ合衆国、ウ

ルグアイ、ベネズエラ、英領バージン諸島、米領バージン諸島:  
 Microsoft Corporation  

One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 

 
10.9.2. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。アフガニスタン、アルバニア、

アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、

ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーヴェ島、ブルガリ

ア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、

コートジボワール、クロアチア、キプロス、チョコ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、

コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、エジプト、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、

フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシア、

グリーンランド、グアドループ島、ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イ

スラエル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラト

ビア、レバノン、レソト、リベリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、マ

ケドニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モルドバ、モ

ナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニューカレドニ

ア、ニジェール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、

カタール、カーボベルデ共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、セネガル共和国、レ

ユニオン、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントヘレナ島、サンマリノ、サウジ

アラビア、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリ

カ、スペイン、スバールバル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、タ

ジキスタン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウクライナ、

アラブ首長国連邦、イギリス、ウズベキスタン、バチカン市国、イエメン、ザイール、ザンビ

ア、ジンバブエ: 
Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin, 18, Ireland 
 

10.9.3. 次の国および地域のマイクロソフト法人は下記のとおりです。オーストラリアおよびその

外部領土、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、クック諸島、

フィジー、フランス領ポリネシア、フランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバス、ラオ

ス人民民主共和国、マカオ、マレーシア、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミクロネシ

ア連邦、ナウル、ネパール、ニュージーランド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプア

ニューギニア、フィリピン、ピトケアン島、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、

タイ、東ティモール、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、ベト

ナム: 
Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Singapore 119968 
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10.9.4. マイクロソフト インド法人は下記のとおりです。 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon 122002 
Haryana, India 
 

10.9.5. マイクロソフト日本法人は下記のとおりです。 
日本マイクロソフト株式会社 
108-0075 
東京都港区港南 2-16-3  
品川グランドセントラルタワー 

 
10.9.6. マイクロソフト台湾法人は下記のとおりです。 

Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipei 
Taiwan 110 

 
10.9.7. マイクロソフト中国法人は下記のとおりです。 

Microsoft (China) Company Limited 
6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Beijing 100080, P.R.C 

 
10.9.8. マイクロソフト大韓民国法人は下記のとおりです。 

Microsoft Korea, Inc 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Seoul, 135-777, Korea 

 
10.10. 適用される法律。本契約に関する適用法、裁判管轄および裁判地は下記のとおりです。この裁

判管轄および裁判地の選択は、いずれかの当事者が、知的財産権の侵害、守秘義務違反、仲

裁判断または決定の承認の執行に関して差止命令による救済を求めることを妨げないものとし

ます。差止命令による救済または承認の執行は、適切な法域において求めることができます。 
a. 通則。第 10.10 項 (b) に規定する場合を除き、本契約はワシントン州法に準拠します。連邦

政府の司法管轄権が存在する場合、当事者は、ワシントン州キング郡所在の連邦裁判所

の専属的裁判管轄および裁判地に同意するものとします。存在しない場合、当事者は、ワ

シントン州キング郡所在の上位裁判所の専属的裁判管轄および裁判地に同意するものと

します。 
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b. その他の条項。乙の主たる営業所が、以下に列記する国々もしくは地域の 1 つに所在す

る場合、抵触する範囲で下記該当規定が第 10.10 項 (a) に優先して適用されます。 
i. 乙の主たる営業所が、オーストラリアおよびその外部領土、バングラデシュ、ブータン、

ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、クック諸島、フィジー、フランス領ポリネシア、フ

ランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバス、ラオス人民民主共和国、マカオ、マ

レーシア、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミクロネシア連邦、ナウル、ネパール、

ニュージーランド、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、ピ

トケアン島、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、東ティモール、トケ

ラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、ベトナムに所在する場合、

本契約は、シンガポール法により解釈され、同法に準拠します。- 
1. 乙の主たる営業所が、オーストラリアもしくはその外部領土、ブルネイ、マレー

シア、ニュージーランド、またはシンガポールに所在する場合、シンガポールの

裁判所を非専属的管轄裁判所とします。- 
2. 乙の主たる営業所が、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、クック諸島、フィ

ジー、フランス領ポリネシア、フランス領極南諸島、香港、インドネシア、キリバ

ス、ラオス人民民主共和国、マカオ、モルジブ、マーシャル諸島、マヨット、ミク

ロネシア連邦、ナウル、ネパール、ニウエ、北マリアナ諸島、パラオ、パプア

ニューギニア、フィリピン、ピトケアン島、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、

東ティモール、トケラウ諸島、トンガ、ツバル、ウォリス・フティナ諸島、バヌアツ、

ベトナムに所在する場合、本契約に関連するすべての紛争は、本契約の存在、

有効性または終了に関する一切の疑義を含め、シンガポール国際仲裁セン

ター (Singapore International Arbitration Centre: SIAC) の仲裁規則に従い、シン

ガポールにおける仲裁に付託され、最終的にかかる仲裁により解決されるもの

とします。SIAC 仲裁規則は、本参照により契約に組み込まれています。仲裁裁

判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使用する

言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不可なも

のであるとし、また、バングラデシュ、インド、インドネシア、フィリピン、スリラン

カ、タイもしくはベトナムまたはその他の場所で、それに基づく執行判決の基礎

として援用することができます。- 
 

ii. 乙の主たる営業所がインドに所在する場合は、以下の規定が適用されます。MCT 契約

は、インド法により解釈され、同法に準拠します。乙は、MCT 契約および付加条項に起

因または関連するすべての紛争は、本契約の存在、有効性または終了に関する一切

の疑義を含め、シンガポール国際仲裁センター (Singapore International Arbitration 
Centre: SIAC) による、シンガポールにおいて拘束力のある仲裁に付託することに同意

するものとします。SIAC 仲裁規則は、本参照により本 MCT 契約に組み込まれているも

のと見なされます。仲裁裁判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。

仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不

可なものであるとし、また、インドにおいてそれに基づく執行判決の基礎として援用する

ことができます。 
 

iii. 乙の主たる営業所が日本に所在する場合は、以下の規定が適用されます。本契約は、

日本法により解釈され、同法に準拠します。東京地方裁判所が第一審の専属的裁判

管轄を有するものとします。本契約に関連する訴訟における勝訴当事者は、合理的な

弁護士費用およびその他の支出を回収することができます。 
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iv. 乙の主たる営業所が、アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンゴラ、

アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナ

ン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブーヴェ島、ブルガリア、ブルキナファソ、ブル

ンジ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、コートジボワール、クロ

アチア、キプロス、チョコ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、デンマーク、ジブチ、

エジプト、エストニア、エチオピア、フェロー諸島、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビ

ア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ジブラルタル、ギリシア、グリーンランド、グアドループ島、

ギニアビサウ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、

カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギスタン、ラトビア、レバノン、レソト、リベ

リア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、リビア、マケドニア、マダガスカル、

マラウイ、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、モルドバ、モナコ、モンゴル、モン

テネグロ、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、オランダ、ニューカレドニア、ニジェール、

ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、カタール、

カーボベルデ共和国、赤道ギニア共和国、ギニア共和国、セネガル共和国、レユニオ

ン、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントヘレナ島、サンマリノ、サウジアラ

ビア、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリ

カ、スペイン、スバールバル諸島・ヤンマイエン島、スワジランド、スウェーデン、スイス、

タジキスタン、タンザニア、トーゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウガンダ、ウク

ライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、ウズベキスタン、バチカン市国、イエメン、ザイー

ル、ザンビア、ジンバブエに所在する場合には、以下の条項が適用されます。 
 
本契約は、アイルランド法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。乙は、本契

約に関連するすべての紛争について、アイルランドの裁判所の裁判管轄および裁判地

に服することに同意するものとします。 
 

v. 乙の主たる営業所が、中華人民共和国に所在する場合には、以下の規定が適用され

ます。本契約書の目的においては、中華人民共和国に香港、マカオ、または台湾は含

まれません。 
 

本契約は、中華人民共和国法により解釈され、同法に準拠するものとします。乙は、本

契約および付加条項に関連するすべての紛争を拘束力のある仲裁に付託することに

同意するものとします。仲裁は、その時点で最新の規則に従い、北京の中国国際経済

貿易仲裁委員会 (China International Economic and Trade Arbitration Commission in 
Beijing: CIETAC) において行われるものとします。 
 

vi. 乙の主たる営業所がコロンビアまたはウルグアイに所在する場合は、以下の規定が適

用されます。 
 

本契約の有効性、解釈、または履行に関する当事者間のすべての紛争、請求、または

訴訟は、仲裁により解決されるものとします。仲裁は、当該時点で施行されている 
UNCITRAL (国際連合商取引委員会) の仲裁規則に従うものとします。仲裁人選定機関

は、かかる目的のために国際商業会議所 (以下「ICC」) が採択している規則に従いそ

の任に当たる ICC とします。仲裁地は、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルとします。
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仲裁人は 1 名のみとします。仲裁判断はコモン ローのみに基づくものであってエクィ

ティーに基づいてはならず、最終的なものであり、当事者を拘束するものとします。本

契約の当事者は、本契約書に関連して生じるすべての事項および紛争を、ワシントン

州における仲裁に付託することに取消不能の形で合意しているものとします。 
 

vii. 乙の主たる営業所が大韓民国に所在する場合は、以下の規定が適用されます。本契

約は、大韓民国法により解釈され、同法に準拠するものとします。乙は、ソウル中央地

方裁判所の第一審裁判管轄および裁判地に同意するものとします。本契約上の権利

もしくは請求権の行使または本契約の規定の解釈に関する訴訟における勝訴当事者

は、合理的な弁護士費用およびその他の支出を回収することができます。 
 

viii. 乙の主たる営業所が台湾に所在する場合は、以下の規定が適用されます。 
本契約の条件は、台湾法に準拠し、同法により解釈されるものとします。当事者は、本

契約に起因または関連するすべての紛争に対する管轄権を有する第一審裁判所とし

て台北地方裁判所を指定します。 
 

10.11. 変更/従前の合意。本契約は、双方の当事者の権限を有する代表者によって署名された書面

で変更される場合を除き、変更できないものとします。本契約は、本件に関して当事者間で以

前に取り交わされた書面または口頭による合意 (従前の MCT 修了者向けプログラム契約を含

みます) に優先します。 


