Molson Coors Brewing Company
利用規約
最終更新日と発効日：2019 年 6 月 30 日
重 要 ：当 ウェ ブサ イトを 利 用す る前 に、 この利 用 規約 （以 下「 規約」 ） とプ ライ バシ ー・ポ リ シー
（WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY、以下「プライバシー・ポリシー」）をよくお読みくださ
い。
このサイトを利用すると、本規約を順守し、一定の権利放棄を認めることを理解し、これに同意したことに
なります。 特に本規約には、仲裁条項が規定されています。この条項により、提訴の権利や判事や陪審員
による争議手続きが制限されるほか、利用者に対する当社の責任も制限されます。 このサイトを利用する
限り、本規約が適用されます。本規約の順守に合意しない場合、このサイトはご利用いただけません。
このサイト（以下の定義参照）は、モルソン・クアーズ・ブリューイング・カンパニーとその子会社（ミラ
ークアーズ LLC、モルソン・クアーズ・カナダ、モルソン・クアーズ・ヨーロッパの事業会社、モルソン・
クアーズ・インターナショナルとそれぞれの子会社、関連会社、関連ブランド、代理店、信頼できるサービ
ス・ベンダー／プロバイダー、当社の代理として活動する関連会社（以下「モルソン・クアーズ」、「当社」
と総称）が所有し、運営するものです。 本規約は、利用者（別組織を代表して本規約に同意する場合には
「貴社」）と、ご利用いただくデジタル資産を所有するモルソン・クアーズとの契約です。 本利用規約（以
下「規約」）には、当サイトとオンライン広告に適用される法的条件が規定されています。「サイト」とは、
モルソン・クアーズのウェブサイト、当社が管理するソーシャル・メディア・ページ、プロモーション・サ
イト、ウィジェット、モバイル・サイト、モバイル・アプリケーション、当社のリワード・プログラム、ブ
ログ、インタラクティブ・アプリケーション、当社が送信するメールやテキスト・メッセージ、ならびに本
規約に準じて掲載／参照されるその他のデジタル／オンライン資産などを指します（ただし、特定のサイト、
アプリケーション、またはサービスに別のポリシーや追加のポリシーが適用される場合には、そのポリシー
により当該のサイトが管理／統制されるため、その限りではありません）。
1. プライバシーに関する声明、マーケティングおよびコミュニケーション
本規約には、モルソン・クアーズのプライバシー・ポリシーが取り込まれています。このポリシーには、
利用者の個人情報を収集、使用、開示する方法が規定されています。利用者は、当社への問い合わせ方法を
選択できます。コミュニケーション管理に関する詳細は、プライバシー・ポリシーまたはマーケティング・
コミュニケーション（メールなど）を参照してください。
2. 当社サイトは、法定飲酒年齢に達した消費者のみを対象としています
A. 利用者は、当サイトにアクセスする地域の法定飲酒年齢に達していることを確認し、同意するものと
します。法定飲酒年齢に満たない場合、広告やマーケティング情報など、当サイトへのアクセスと利用は認
められません。18 歳未満の利用者は、当サイトにアクセスできません。
B. 法定飲酒年齢に達している利用者は、当サイトのコンテンツ（以下のセクション 5A に定義）を未成
年者に転送したり、共有しないことを確認し、同意するものとします。

C. モルソン・クアーズのアルコール飲料製品の購入や消費、または当サイトなどの当社プロモーション
／提案への申し込みは、法廷飲酒年齢に達していることが条件となります。
3. 適用法、製品とサービスの利用
A. モルソン・クアーズの製品とサービスは、世界各地でご利用いただけます。一部のサイト（特定のブ
ランド・サイトや事業部門サイトを含む）には、一部地域でのみ提供される製品やサービスが掲載されてい
ることがあります。
B. モルソン・クアーズの各サイトには、当社が事業を展開する各地域の法令が適用されます。
4. 規約の更新、更新およびアクセス停止の権利
本規約が変更された後、当サイトを利用する、または当サイトの利用を継続すると、本規約に同意したこと
になります。本規約に同意しない場合には、当サイトを利用いただけません。当社は本規約を漸次更新して
います。その際、このページに追加や変更を掲載いたします。そのため、定期的に規約をご確認いただけま
すようお願いいたします。お客様に変更に関する最新の情報を提供するため、当社では以下の 2 段階で通知
しています。（i）本規約の最終更新日を通知する。（ii）規約を大幅に変更する場合には、サイトのホーム
ページに目立つように変更を掲載する。または、個人情報を所有しているモルソン・クアーズ（または適切
な事業部門）の全ユーザーにメールを送信する。本規約の更新後に当サイトを利用すると、更新した規約に
同意したとみなされます。そのため、規約を定期的に見直すよう強くお勧めします。
5. 本サイト利用の認可
A. 利用者が本規約を全面的に順守することを条件に、モルソン・クアーズは、当サイトとコンテンツへ
のアクセス、利用、個人としての表示に関する、非独占的、譲渡不可、取消可能の権利とライセンスを許可
します。ただし、当サイトとコンテンツの利用は個人としての非営利目的に限定されます。
B. 当サイトとコンテンツは、上記のセクション 5（A）で明示的に許可される以外に利用できません。
以下は、直接的にも間接的にも禁じられます。（a）コンテンツのコピー、複製、修正、配布、表示、二次
的著作物の作成、転送。（b）営利目的による当サイトやコンテンツの利用。（c）当サイトで利用される技
術のリバース・エンジニアリング、デコンパイリング、改ざん、逆アセンブル（ただし、適用法の権利留保
条項で前述の制約条件が禁じられる場合には、その限りではありません）。（d）当サイトや基本的技術の
妨害やその損傷。（e）個人識別情報や所属のなりすましや不実表示。（f）本サイトへの不正アクセスの試
行または実施。（g）このサイトのユーザーやこのサイトに関する情報の収集。（h）第三者の知的財産権や
その他の権利、またはソーシャル・メディア・プラットフォーム規約の違反、悪用、侵害。（i）法令、規則、
規制の違反。（j）第三者のサイト利用や当サイト運営の妨害。
C. 本規約への違反に気づいた場合、その報告に同意するものとします。
D. 本規約に違反した場合、サイトへのアクセスが一部またはすべて制限されることになります。また、
法執行当局に違反を通報することがあります。本規約の変更や権利放棄は、公式な掲載、書面による発表、
またはモルソン・クアーズから正式に権限を委譲された役員の署名がない限り、発効しません。
6. 知的財産権と制限事項
A.
当サイトのいかなる権利、およびテキスト、ビデオ、写真、グラフィックス、デザイン、情報、アプ
リケーション、ソフトウェア、記事、ディレクトリ、商標、サービス・マーク、商品名、トレード・ドレス、
著作権、ロゴ、ドメイン名、コード、特許、ならびにその他の知的財産など（ただし、これに限定されませ

ん）、当サイトに現在掲載される、あるいは今後掲載されるコンテンツ（以下「コンテンツ」と総称）は、
モルソン・クアーズ、またはコンテンツのライセンスを許諾された第三者の独占的財産です。
B. 一部地域では、モルソン・クアーズは第三者にライセンスを許諾して、特定のブランドや関連の商標
で販売しています。その場合、第三者の知的財産権はすべて、第三者の独占的財産であり、権利の効力はす
べて、第三者の利益のために生じます。一部には、各サイトやオンライン・サービスにさまざまな第三者名、
商標、サービス・マークが掲載されていることがありますが、これらはすべて各所有者の財産です。
C. 全サイトと関連のコンテンツは、著作権、商標、およびその他の知的財産／知的財産以外の財産に関
連する法令や国際条約により、不正な使用、コピー、配布から保護されています。
D. モルソン・クアーズが事前に書面で明示的に許可しない限り、全コンテンツまたはその一部のキャプ
チャー、複製、上演、譲渡、販売、ライセンス供与、修正、二次的著作物の作成、再版、リバース・エンジ
ニアリング、アップロード、編集、掲載、転送、公開、捏造、リンクの挿入、配布、違法な利用は、いかな
る目的でも禁じられています。
E. 本規約で許可されない限り、コンテンツのいかなる利用も本規約違反となり、モルソン・クアーズの
権利や当該のコンテンツを所有する第三者の権利を侵害することになります。本規約やサイトに含まれるい
かなるコンテンツも、許可されたものと暗示的にも禁反言的にも解釈してはならず、コンテンツのライセン
ス許諾や権利は、モルソン・クアーズ、またはサイトに表示されるコンテンツや知的財産を所有する第三者
の書面による同意を事前に得ていない限り認められません。当サイトへのアクセスは、個人としての非営利
的利用のみに認められます。サイトのコンテンツを不正利用すると、民事的または刑事的懲罰が科せられる
ことがあります。
7. ユーザー作成のコンテンツ、許容可能なコンテンツ
A. 一部サイトでは、利用者よりアイデア、コンセプト、コメント、グラフィックス、写真、質問、苦情、
資料、およびその他の情報（以下「ユーザー・コンテンツ」）をモルソン・クアーズまで送信、投稿、連絡
いただけます。ユーザー・コンテンツを当社に送信すると、当社、および当社よりユーザー・コンテンツに
かかる権利を許可された第三者に対して、営利目的で、現在利用可能な、あるいは将来考案されるあらゆる
方法やメディアを通じて、ユーザー・コンテンツを使用、複製、配布、サブライセンス、変更、翻訳、二次
的著作物の作成、公表、放送、出版、上演する権利を、利用者や第三者の同意／承認、通知、帰属表示なく、
無報酬、無期限、取り消し不能で、世界的に、ロイヤルティ無料で、非独占的に、譲渡可能で認め、これを
表明し、保証するものとします。 利用者は、本規約に従って自身の権利を取り消し不能で放棄し、「著作者
の人格権」などの見解に基づいて、権利の主張や請求をしないことに同意するものとします。
B. 利用者よりサイトに送られた資料やコミュニケーションは、機密として処理されません。
C. 法定飲酒年齢に達していない、またはその可能性がある人物が写っている画像、または本人の許可を
得ていない画像をサイトに投稿／送信することはできません。
D. 利用者は、このサイトに送信した資料やコミュニケーションを転送する許可を表明し、保証するもの
とします。さらにその資料が、第三者または存在しない人物（存命か否かに関わらず）の知的財産権やプラ
イバシー権を侵害していないことを表明し、保証するものとします。
E. 以下のいずれかを含むコンテンツをサイトに投稿、または送信してはなりません。違法、ポルノ、猥
褻、不敬、中傷的、名誉棄損、脅迫的な内容を含む資料、またはモルソン・クアーズが好ましくないと判断
する資料。
F. 投稿／送信する資料が以下を含む、奨励する、許容するものではないことに同意するものとします。
1) 犯罪行為、または民事上の責任が生じる行為。
2) 何らかの暴力、憎悪、ハラスメント。
3) 宗教、人種、肌の色、性的指向、障害など、人権法で保護される理由による差別。
G. 投稿／送信する資料に、以下を描写、促進、奨励する内容が含まれないことに同意するものとします。

1) 無責任な飲酒。
2) 法定飲酒年齢に達していない者の飲酒。
3) 飲酒しながら技能を要する活動や危険な活動を行う。
H. 投稿／送信する資料に適用法、規制、ポリシー、ガイドライン、業界基準などに違反するとモルソ
ン・クアーズが判断する内容が含まれないことに同意します。
I. モルソン・クアーズは、本規約に準じて不適切と思われるユーザー・コンテンツを削除、非表示にす
る権利を留保します。
8. 著作権に関するポリシー／侵害の通告、デジタル・ミレニアム著作権法
モルソン・クアーズは他者の知的財産権を尊重しており、お客様にも同様の行動を期待しています。モルソ
ン・クアーズは、単独の絶対的な判断により、他者の知的材債権を侵害した、あるいはその疑いがあるユー
ザーのアカウントを無効に／停止することができます。
米国では、デジタル・ミレニアム著作権法（以下「DMCA」）に準じた著作権侵害の申し立てがあれば、モ
ルソン・クアーズはこれに対応します。オンライン・サービスに掲載されるコンテンツが自身の著作物の権
利侵害と思われる場合には、以下の情報を添えて、モルソン・クアーズまで DMCA 通告を書面でお送りくだ
さい。
自身の知的財産権に侵害があったと思われる場合には、著作権代理人（下記参照）まで以下の情報を提供し
てください。
1. 著作権所有者より権限を任された人、または他の知的財産権所有者の電子署名または物理的署名。
2. 侵害された著作物などの知的財産の詳細。
3. 自身の知的財産権侵害を請求する資料の詳細と資料の保管場所。
4. 自身の住所、電話番号、メール・アドレス。
5. 確認した使用が知的財産権所有者、代理人、または法令により認められないとの誠意を持った判断を
示す声明。
6. 気づいた情報が正確であること、ならびにあなたが知的財産権所有者か、所有者の代理として権限を
委譲された者であることの偽証罪の罰則を適用する条件での声明。
モルソン・クアーズは、かかる通告を受け取り次第、侵害が申し立てられた資料を削除する権限を留保しま
す。モルソン・クアーズは、侵害や侵害行為があると申し立てられた資料を速やかに削除するか、アクセス
を無効にします。モルソン・クアーズは、削除された、またはアクセスを無効にされた資料を作成／投稿し
たユーザーに速やかに通知するよう、適切に対処します。
モルソン・クアーズ・ブリューイング・カンパニー
宛先：法務部門著作権代理人
33 Carlingview Dr,
Etobicoke, ON M9W 5E4, Canada
webadmin@molsoncoors.com
米国内では、DMCA で認められる範囲内で、このポリシーに準じて削除または無効にされた資料について、
ユーザーが DMCA に準じてモルソン・クアーズに反論することができます。反論は、以下の内容を記載の上、
上記の住所の当社著作権代理人宛てに書面で送付するものとします。
1.
2.

ユーザーの電子署名または物理的署名。
削除された、またはアクセスを無効にされた資料の識別情報、および削除／無効にされる前の資料の掲

載場所（URL など）。
3.
資料が誤解または誤認で削除／無効にされたとの誠意を持った判断による、偽証罪の懲罰を適用する条
件での声明。
4.
ユーザー名、住所、電話番号、ならびに、モルソン・クアーズが指定する司法管轄区の連邦司法裁判所
の裁判権に対するユーザーの合意、ならびに侵害を最初に通知した人物から令状を受け取ることを示す声明。
9. アイデアの持ち込み
A. モルソン・クアーズは、アイデアやコンセプトの持ち込みを受け付けません。モルソン・クアーズの
事業以外から生まれたアイデアやコンセプトは、検討の対象とはなりません。当社にアイデアやコンセプト
を持ち込んだ場合を含めて、提出されたものに似た製品、デザイン、コンセプトに関連するいかなる権利請
求を、自身およびその継承者、権利譲渡を受けた者が、現在も将来も明示的に放棄するものとします。 ア
イデアやコンセプトの持ち込みを当サイトから提出した場合には、モルソン・クアーズに対して複製、転送、
発行、放送などのいかなる形態でも、コンテンツを使用する権限を無報酬で認めるものとします。
10. 登録
A. サイトの一部または機能には、登録が必要なものがあります。または、サイト内の一部機能への参加、
またはコンテンツへのアクセスに、情報の提供が求められることがあります（以下「アカウント情報」）。
アカウント情報の例には、ユーザー名、住所、連絡情報、プロファイル写真などがありますが、これに限定
されません。このようなアカウント情報を提供するか否かは、すべて自主的かつ任意で判断するものとしま
す。ただし、このような情報を提供しない選択をした場合には、一部コンテンツへのアクセスや、サイトの
一部や機能に参加できないことがあります。
B. 当社に虚偽の情報を提供しない、ならびに許可なく他者のアカウントを作成しないことに同意するも
のとします。
C. 個人プロファイルを複数作成してはなりません。モルソン・クアーズは、単独の判断でサイトから
アカウント情報を削除／再生する権利を留保します。また、理由の如何に関わらず、通告後または通告なく、
サイトのパスワードや会員権を停止する権利を留保します。当社によりお使いのアカウントが無効にされた
場合、別のアカウントを作成しないことに合意するものとします。
D. サイトに登録したユーザーには、自身のパスワードの機密性を保持する責任があります。また、アカ
ウントへのアクセスを制限して、サイトのパスワード保護部分に他のユーザーがアクセスできないようにす
る責任もあります。自身のアカウント、メール、またはパスワードで発生した活動はすべてユーザーの責任
であり、アカウントの販売や譲渡はしないことに同意するものとします。
E. サイトへのアクセス停止またはアカウント情報の削除に対して、モルソン・クアーズには一切責任が
ないことを理解し、これに同意するものとします。モルソン・クアーズは、単独で本規約の順守を判断する
ものとします。当社の判断は最終的かつ拘束力があり、異議の申し立てや抗議は受け付けません。
11. リンクの挿入、第三者サイトとコンテンツ
A. 当サイトにリンクを張る場合、モルソン・クアーズの許可を必ず得るものとします。モルソン・クア
ーズは、第三者サイトの参加者の過半数が、適用法の法定飲酒年齢に達している場合のみ、リンクを認める
ものとします。サイトへのリンクを認められた場合には、ホームページ、またはモルソン・クアーズが認め
たサイト部分にのみリンクを張るものとします。また、リンクには自由にアクセスできるようにし、ペイウ
ォール（課金）、ユーザー・アカウント認証、その他のパスワード保護や認証などの制限を課さないものと

します。リンクはプレーン・テキストとし、それ以外の場合には、書面で承認を得るものとします。当サイ
トへのリンクは、モルソン・クアーズのブランドや知的財産に関連するのれんを傷つける、希薄化する、ま
たは汚すものであってはなりません。さらに、リンク先のウェブサイトや組織にモルソン・クアーズの後援、
承認、提携、関連があるように見せかけてはなりません。サイトの「捏造」やコンテンツの改変はどのよう
な形態でも許されません。モルソン・クアーズは、不適切／矛盾する、当社サイトと対極にある、または本
規約に反すると判断するウェブサイトなどのいかなる理由でも、単独の判断でウェブサイトへのリンクを停
止する権利を留保します。
B. 当サイトには、はっきりと分かるか否かに関わらず、第三者のウェブサイトやリソースへのリンク
（以下「第三者サイト」）、ならびに第三者によるソフトウェア、テキスト、グラフィックス、記事、写真、
デザイン、音声、動画、音楽、情報、ソフトウェア・アプリケーション、プラグイン、コンテンツ（以下
「第三者コンテンツ」と総称）へのリンクが含まれることがあります。モルソン・クアーズは、当社サイト
にリンクがある、または参照される第三者コンテンツを所有、管理、監視していないため、かかるコンテン
ツやパフォーマンスに対して責任を負いません。
C. 当サイトは他のサイトにリンクされていますが、特に記載がない限り、モルソン・クアーズはリンク
先のサイトを支持、承認、認証、後援していません。 このサイトを離れて第三者サイトにアクセスする、ま
たは第三者コンテンツを使用／インストールする場合には、これに伴う危険を理解した上で実行するものと
し、第三者サイトには当社規約やポリシーが適用されないことに注意するものとします。
D. 当社は、第三者のサービスを利用して、サイト（予約サイトや E コマース／オンライン小売ショッ
プ・サイト、プロモーション・ウェブサイトを含むが、これに限りません）からの購入や登録を処理するこ
とがあります。その場合、お客様の取引には第三者のポリシーが適用されます。 当社は、第三者サイトでの
行動を制御できず、これに責任を負いません。
E. 第三者サイトの利用、またはコンテンツ、情報、データ、広告、製品など、第三者サイトやリソース
に掲載される、またはかかるサイトやリソースを通じて利用できるコンテンツ（ただし、これに限定されま
せん）の利用に伴うリスクはユーザー自身の責任であり、各サイトやリソースに適用される規約が課せられ
ることに同意するものとします。第三者コンテンツの使用により生じる問題に対して、当社はいかなる責任
も負いません。
12. 免責事項
第三者サイトの利用により、モルソン・クアーズに対して第三者からの請求、申し立て、要求、訴因、裁判、
損傷、損失、法的責任が生じないよう免責、防御、保護するとともに、以下により生じる、または以下に関
連する合理的な弁護士費用など、弁護費用や経費が生じないようにすることに同意するものとします。本規
約の表示、保証、約定、契約の不履行。本規約または法令の違反。当サイトやコンテンツの使用。著作権、
商標、企業秘密、トレード・ドレス、特許、評判、プライバシー、または他者のその他の権利を侵害するコ
ンテンツ、あるいは他者の名誉を毀損するコンテンツ。ユーザーによる不正表示。モルソン・クアーズによ
るユーザー・コンテンツの利用。いかなる請求に対しても、モルソン・クアーズの弁護に必要な協力を全面
的かつ合理的に提供するものとします。モルソン・クアーズは、ユーザーによる免責対象となる事項に対し
て、自費で弁護および管理する権限を留保します。その場合、モルソン・クアーズの書面による同意なく、
ユーザーが問題解決を図ることはできません。
13. 法的責任の制限と免責事項
A. 当サイト、全資料、当サイトのコンテンツは「現状」のまま提供され、黙示的な商品性保証、特定の
目的への適合性、権利、非侵害の保証（ただし、これに限定されません）など、明示的にも暗示的にも、一
切保証しません。

B. モルソン・クアーズは、通信回線の故障、運用、伝送、改変、盗難、破壊、不正アクセス、ユーザー
の通信に関連する遅延、遮断、エラー、不具合、不作為、削除に対して、いかなる責任も負いません。当サ
イトは、メンテナンス、コンピューター機器の故障などの理由により、時々利用できないことがあります。
モルソン・クアーズは、ユーザーや他者の負傷、ユーザーや他者が所有するコンピューター、携帯電話、そ
の他のハードウェアやソフトウェアの損傷など、ウェブ接続や当サイトへの接続によりコンテンツを利用／
ダウンロードすることに関連した、またはこれが原因のホスト・サービス、コンピューター・システム、サ
ーバー、プロバイダー、電話回線網、電話サービス、コンピューター機器、携帯電話機器、ソフトウェアの
技術的／技術以外の理由による故障、メールの送信失敗、アカウントの技術的問題、インターネット輻輳、
サイト接続の混雑に対して、いかなる責任も負いません。
C. モルソン・クアーズは、以下のいずれにも責任を負いません。（1）いかなる訴因でも、かかる損傷
が発生する可能性を通知した場合でも、当サイトの使用、または当サイトが提供する情報に接続することに
より生じた、直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、または誘発的損傷。（2）。当サイトでモルソン・
クアーズに支払った超過額、または 100 ドルのいずれか高い方。
D. 一部の州や地域では、誘発的または偶発的損傷に対する法的責任の除外や制限が許されていないため、
この条項は適用されないことがあります。
14. 仲裁
A. 当サイトの使用にあたり、以下に無条件に同意するものとします。（1）ウェブサイトで発生した、
またはウェブサイトに関連／関係する、モルソン・クアーズ役員、取締役、社員（本規約導入部で広
く定義するとおり）に対する請求、紛争、争議（契約関係、不法行為など）、または本契約の範囲や
適用に対する決定の仲裁（少額訴訟裁判所で適用される救済策を除く）は、JAMS が管理する最終的
および拘束力のある仲裁のみにより解決するものとし、JAMS 規則に準じて 1 名の仲裁人により仲裁
するものとします。（2）この仲裁契約は、州間取引に準じて締結され、連邦仲裁法（以下「FAA」）
の 9 U.S.C. §§ 1-16 に準拠するものとします。（3）仲裁はコロラド州デンバーで開催し、直接ヒア
リングを実施するものとします。（4）仲裁人の決定は、本規約の規定とともに、ユーザーが当サイ
トとの関連で締結している場合、本規定で参照するその他の契約により管理されます。（5）仲裁者
は、FAA に準じてコロラド州法と適用される出訴期間を適用し、法令で認められる特権の請求を尊重
するものとします。（6）いかなる請求も集団訴訟または代表訴訟で仲裁できず、ユーザー個人また
はモルソン・クアーズの個人の請求としてのみ決定されます。仲裁者は、同様の請求を集約すること
はできません。（7）モルソン・クアーズに対する仲裁を開始する際に、管理費および預託金が 250
米ドルを超え、この額の費用や預託金を支払えない（または JAMS 規則で要求されない）場合、モル
ソン・クアーズは、最終的な配分として、代わりに支払う／送付することに同意します。さらに、訴
訟費用に比べて仲裁費用が法外に高いことを証明できる場合、またはモルソン・クアーズが仲裁を開
始した場合、モルソン・クアーズは仲裁に関連する提訴費用とヒアリング費用を支払います。（8）
上記（6）のサブパートを除き、この仲裁条項の一部が無効、法的強制力がない、違法とみなされる
場合、あるいは JAMS 規則と相反するとみなされる場合には、この仲裁条項の残りの部分は有効なも
のとし、無効、法的強制力がない、違法、相反する条項はここに含まれないものとして、解釈するも
のとします。ただし、（6）のサブパートが無効、法的強制力がない、違法とみなされる場合、この
仲裁条項すべてが無効となり、いずれの当事者にも紛争を仲裁する権利は認められません。JAMS や
JAMS 規則の詳細は、www.jamsadr.com を参照してください。
B. 当サイトで生じた、または当サイトに関連／関係する、モルソン・クアーズ（本規約の導入部に広く
定義）あるいは第三者に対する訴訟、仲裁、その他の提訴では、裁判でユーザーに認められる権利

（上記の少額裁判所を除く）、または代表、代理人となる、あるいはその他の代表権限を行使する、
または集団訴訟に参加する権利をここに取り消し不能で放棄するものとします。
15. その他
A. 本規約は、ここに規定する条項に関連する当事者間の全規約を構成し、以前または本規約と同時に両
当事者間で締結された書面または口頭の契約や了解事項などに優先されます。
B. 本規約は、モルソン・クアーズの書面による承認がない限り改定できず、いかなる義務も放棄できま
せん。本規約のいずれかの条項を履行できない場合、その条項の権利、または他の条項の権利を放棄するこ
とになります。
C. 本規約の条項が違法、無効、何らかの理由で法的強制力がないと判断された場合、その条項は本規約
から分離できるものとし、残りの条項の有効性と法的強制力に影響はありません。
D. 本契約より生じた、または本契約に関連する紛争にはすべて、コロラド州法が適用され、他の地域の
法令に適用される法の抵触に関する原則に関わらず、米国連邦法で管理されます。 他の地域の法規則は適用
されません。
16. カリフォルニア州居住者への通告
カリフォルニア州民法セクション 1789.3 では、カリフォルニア州に居住するユーザーに以下の消費
者 の 権 利 通 告 が 認 め ら れ て い ま す 。 当 サ イ ト に 疑 問 や 苦 情 が あ る 場 合 に は 、
DataProtection@MolsonCoors.com までメールを送付するか、以下宛てに書面でお問い合わせください：
Molson Coors Brewing Company, 1801 California Street, Suite 4600, Denver, CO 80202。または 1-866-294-9302 に電
話してください。カリフォルニア州に居住する方は、カリフォルニア州消費者局消費者サービス部苦情対応
課まで書面で問い合わせできます：1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834。または(916) 445-1254、
(800) 952-5210 のいずれかに電話してください。
国際ユーザー向け特別条項 EU または英国に居住するユーザーには、適用法で規定される範囲で、以下の規
約が適用され、相反する本規約条項に優先されます。
1. 欧州連合および英国。
A. 責任制限の例外事項。本契約では、モルソン・クアーズの怠慢、不正、悪意のある不実表示、ま
たは適用法で除外または制限できないその他の法的責任により生じた死亡や負傷に対して、モル
ソン・クアーズの責任を除外または制限しません。
B. 仲裁が適用されない場合。欧州連合または英国に居住するユーザーで、裁判外紛争解決指令
（2013/11/EU）およびオンライン紛争解決規制（EU 524/2013）（ならびに EU 加盟各国で施行さ
れる規制）が適用される場合、本契約の仲裁規約は、法令で許されない限り適用されません。
C. 消費者法による不利益の防止。消費者として、利用者には居住する国の法令の強制条項の恩恵を
受ける権利があります。現地法の強制条項により、本規約の条項が消費者の権利に影響を与える
ことはありません。
D. 現地司法権。居住する地域の現地法で、本規約に関連する紛争のヒアリングを現地裁判所で実施
することが認められていることがあります。本規約は、締結した契約条項に関わらず、現地法で
認められる権利を制限するものではありません。ただし、本規約の発効により、モルソン・クア
ーズは本規約で参照する以外の裁判所の司法権に同意せず、その他の裁判所の司法権に委ねられ
る紛争に対して、異議を申し立てる権利を留保します。
2. カナダ。

A. 紛争解決。居住する州の法律で、条項が法的強制力を持たない場合、セクション 13（A）および
（B）は適用されません。ただし、セクション 13（C）は、どの場合にも適用されます。
B. 解約権。一部地域の居住者には、現地法で購入契約を解約する権利が認められています。モルソ
ン・クアーズは、かかる解約権を尊重します。

