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Teradata Partner Network Policy 

目的 

本書は、Teradata Partner Network(以下「TPN」という)会員資格に適用される最新のポリシーを定めたもの

です。テラデータは、自らの裁量において、本書の内容を変更することがあります。 

本ポリシーは、各 TPN 会員種別に適用される特定の条件を含んでおり、また、テラデータ・パートナー契約

書で合意された条件の一部を構成するものです。本書については、パートナー専用サイトをご覧ください 

１．TPN 会員種別及び特典概要 

 （１）会員種別 

TPN には、次の２つの会員種別があります。 

• Certified Strategic Partner（以下「CSP」という） 

• Certified Partner（以下「CP」という） 

CP が希望する場合は、下記の（４）で定めるところにより、会員資格を CSP にアップグレードすることが

できます。 

（２）TPN 会員の会費 

TPN 会員の年会費は、以下の一覧表に定めるところにより（消費税別途）、TPN 会員がテラデータからの請

求書を受領した月の末締め翌月末までに、テラデータ指定の銀行口座への振込により支払うものとします。 

TPN 会員の年会費一覧表 

パートナー種別    年会費 

Certified Strategic Partner  ￥500,000.- 

Certified Partner    ￥200,000.- 

上記金額は解約による払い戻しはありません。 
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 （３）TPN 会員の契約 

TPN 会員のうち CSP は、以下一覧表に記載される契約書を追加締結します。 

CSP 会員の追加契約一覧 

追加契約 

• 再販に関する特約事項 

• プロフェッショナル・サービスに関する特約事項 

（４） CP 会員の会員資格アップグレード条件 

CP 会員が会員資格を CSP 会員にアップグレードを希望する場合は、下記の会員種別の基準を満たす必要が

ありますが、これに限定されません。 

1． 前年度の５億円以上の販売実績 

2． 年間最低５億円の売上目標を含む当年度のビジネスプラン提出 

3． TCPP マスター（テラデータの Web サイトに定義される）１０人以上の確保 

 

２．TPN 会員の特典及びリソース 

TPN の会員種別に応じて、TPN 会員はビジネス推進するための特典及びリソースを受け取ること 

ができます。会員種別毎の特典及びリソースはパートナー専用サイトで確認することができます。 

この特典及びリソースは、テラデータの裁量により変更する場合があります。 

（１）TPN の教育特典に関する条件 

① TPN の教育特典は、取り交わしたテラデータ・パートナー契約書及びそれに関連する契約書に基づいてテ

ラデータのビジネスを推進する活動ためにのみ利用することができます。TPN の教育特典は、テラデータの

競争力の評価、競合する製品やサービスの作成、又はテラデータと競合する製品の販売態勢を構築する目的で

利用することはできません。 

② TPN の教育特典は、TPN 会員のみが享受することができ、TPN 会員の顧客は利用できません。 

③ TPN の教育特典は、譲渡及び再頒布することはできません。 

④ TPN の教育特典は、パートナー専用サイトに適用が記載されたコースにのみ適用されます。 
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⑤ TPN の教育特典による割引は、その他のキャンペーン価格と併用することはできません。 

⑥ TPN の教育特典による割引を受けるための番号（又はキャンペーン ID）がある場合は、登録又は購入する

時点でテラデータに通知されなければなりません。伝達されなかった場合、割引の適用はされません。 

（２）パートナーライセンス 

テラデータ・パートナー契約書及びパートナーライセンス特典一覧表に基づき Teradata のデモ／検証用ライ

センスを無償で数に制限なく注文することができます。 

Teradata Application については、テラデータが認めた CSP のみがパートナーライセンスを無償で注文するこ

とができます。 

パートナーライセンスの使用は、テラデータ・パートナー契約書及び関連するライセンス規定書等の条件に従

うものとします。 

デモ／検証用ライセンスに保守サービスを必要とする場合は、別途保守サービス契約を締結することができま

す。 

 パートナーライセンス特典一覧表 

• Teradata DBMS Teradata Application 

• Certified Strategic Partner Teradata Datamart Edition Teradata Relationship Manager 

• Teradata Warehouse Miner 

• Certified Partner Teradata Datamart Edition 

（３） ドキュメントの利用 

テラデータは、製品マニュアル等を提供します。入手可能なドキュメントはパートナー専用サイトに記載され

ています。テラデータは、いかなる時でも、これらドキュメント等の一切の権利、権原及び権益（知的財産権

を含みます）を保有するものとします。 

（４） マーケティング・サービス 

テラデータは、TPN 会員にマーケティング・サービス及び資料を提供する場合があります。当該サービスお

よび資料には、カタログ等のテラデータの発行物による TPN 会員の企業名等の掲載機会が含まれます。 

また、テラデータは、新たなサービスおよび資料についてパートナー専用サイトを通じて随時提供します。 
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３．ソフトウェア販売に関する会員の義務 

（１）CSP 会員はソフトウェアの使用権を販売する場合、その時点で有効な「Teradata ソフトウェア製品使

用許諾書」書式に必要事項を記入し、当該顧客が捺印した「Teradata ソフトウェア製品使用許諾書」をテラ

データへ注文書と一緒に送付するものとします。 

「Teradata ソフトウェア製品使用許諾書」書式はパートナー専用サイトからダウンロードができます。 

（２）また製品の使用許諾開始日を特定するために当該顧客が捺印した「設置完了日および搬入日の確認書」

をテラデータに提出しなければなないものとします。「設置完了日および搬入日の確認書」書式はパートナー

専用サイトからダウンロードができます。 

 

４．Teradata@YourService 及び Teradata Education Network へのアクセス 

（１） 定義 

「ネットワーク利用者」とは、テラデータが Teradata@YourService 及び Teradata Education Network（以下

「Teradata ネットワーク」という）へのアクセスを承認した TPN 会員の従業員を意味します。 

TPN 会員は、パートナー専用サイトから Teradata ネットワークへのアクセスの申込を行うことができます。 

（２） ネットワーク利用者に対してのみ、Teradata ネットワークへのアクセスを許可するものとします。 

Teradata ネットワークを上記以外の者が使用すること、および本契約またはポリシー内で明示により許可さ

れない目的のため使用することはできません。 

禁止の対象となる行為には、以下のことが含まれます。 

① テラデータの内部システムに無断でアクセスし、またはそれを使用すること 

② ネットワーク･リソースを乱用又は過剰に使用すること 

③ 権限を付与されていないプログラムやデータの修正、閲覧、コピー、削除、取込みを行なうこと 

④ 許可された使用に無関係な目的のために、Teradata ネットワーク上でプログラムやデータの保

存、インストール、転送を行なうこと 

⑤ テラデータを請求先とする手数料またはサービス料を発生させること 

⑥ Teradata ネットワークの構成を変更すること 
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（３）TPN 会員は、Teradata ネットワークへのアクセスに関するテラデータからの指示に従わなければなり

ません。TPN 会員は、Teradata ネットワークを利用する際、テラデータがその利用状況を随時監視し、TPN 

会員が作成したメッセージ、ファイル等を閲覧し、削除する権利を有することに同意します。TPN 会員は、

本契約内の機密保持規定を、ネットワーク利用者が遵守することについて確約します。 

（４）テラデータは、ネットワーク利用者に対し、アクセスに必要とされるパスワード等の情報 (以下「アク

セス情報」という) を提供します。 TPN 会員は、テラデータの書面による同意なしに、アクセス情報を第三

者 (パートナーの他の従業員を含みます) に開示せず、またネットワーク利用者にもこれを行なわせないもの

とします。 ネットワーク利用者に、パスワード管理や情報セキュリティを遵守させることは TPN 会員の責任

となります。 

ネットワーク利用者の離職や配置転換が生じた場合には、TPN 会員は直ちにそれをテラデータに通知するも

のとします。 

（５）原則として、Teradata ネットワークから取得する全ての情報は、取り交わしたテラデータ・パートナ

ー契約書第１１条の機密情報に該当します。但し、テラデータが一般情報として掲載する情報はその限りでは

ありません。 

Teradata ネットワークから取得する全ての情報は、取り交わしたテラデータ・パートナー契約書及びそれに

関連する契約書に基づいてテラデータのビジネスを推進する活動ためにのみ利用することができます。

Teradata ネットワークから取得する全ての情報は、テラデータの競争力の評価、競合する製品やサービスの

作成、又はテラデータと競合する製品の販売態勢を構築する目的で利用することはできません。 

（６）TPN 会員が、第三者に機密情報を漏洩した場合は、テラデータは一切の損害について TPN 会員に対し

て賠償を請求することができます。 

 

５．パートナープロファイル 

（１）TPN 会員は、テラデータ・パートナー契約締結後１２０日以内に、自社製品を Teradata でテストし、

そのテスト結果と自社製品を説明したパートナー・プロファイル（以下「プロファイル」という）をテラデー

タに提出しなければなりません。 

（２）TPN 会員は、自社の新製品をリリースする又は、テラデータが新しいバージョンをリリースする毎

に、前記テストを行わなければなりません。TPN 会員は、新たなテスト結果を含む、更改したプロファイル

をテラデータへ提出しなければなりません。 
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（３）TPN 会員がプロファイル提出後、テラデータは３０日以内に当該プロファイルを受諾するか否かを 

TPN 会員に連絡します。テラデータが当該プロファイル又は更改プロファイルを却下した場合、その理由を

書面で TPN 会員に伝えるものとします。 

（４）テラデータは、プロファイル用の所定の書式を TPN 会員に提供します。但し、テラデータはプロファ

イル書式を随時変更することができるものとします。 

（５）ＴＰＮ会員が前記の通りプロファイルをテラデータへ提出できない場合、両者は、別途協議をするもの

とします。 
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反社会勢力の排除と海外腐敗防止法（米国及び日本）の遵守に関して 

 

１．テラデータ及びパートナーは、以下の各号について表明し、保証します。 

1) 自己、または自己の役員もしくは実質的に経営権を有する者（以下「自己の役員等」という。）が、暴力

団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらの関係者、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）

でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。 

2) 自己または自己の役員等が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金もしくは役務の提供等を行っていない

こと、また反社会的勢力と何らの取引も行っていないこと。 

3) 前号に掲げる事項のほか、自己または自己の役員等が反社会的勢力と何らの関係も有していないこと。 

 

２． テラデータ及びパートナーは、日本の不正競争防止法、米国の Foreign Corrupt Practices Act of 

1977(1977 年海外腐敗行為防止法）-改正を含む-、及びその他すべての腐敗防止または贈収賄防止関連の適用

法または適用規則を遵守していることを相手方に保証します。 

（以下余白） 


