
Rugby World Cup 2023
Hospitality Terms and Conditions

ラグビーワールドカップ 2023 
ホスピタリティ利用規約

1 INTERPRETATIONS - 解釈
In these terms and conditions, the following words shall have the following meanings:
この約款において、次の語句は、それぞれ次の意味を有するものとします。

“Conditions” means the standard terms and conditions of sale set out below;
“条件”とは、以下に定める標準的な販売条件を意味します。

“Confirmation” means the placing by the Customer of an order for a Hospitality 
Package via the Website or other sales channels;
“確認”とは、お客様が本サイト又はその他の販売経路を通じて「ホスピタリティパッケージ」
の注文を行うことをいいます。

“Contract” means a legally binding contract made in accordance with Condition 2 of the 
Conditions;
“契約”とは、本約款第 2 条に基づき締結された法的拘束力のある契約をいいます。

“Customer” means the purchaser of the Hospitality Package;
“お客様”とは、「ホスピタリティパッケージ」の購入者を指します。

“Deposit” means the deposit (if any) payable as detailed on the Seller`s invoice or 
as otherwise notified on the Website;
“保証金”とは、販売者の請求書に記載された、またはウェブサイト上で別途通知された、支払
うべき保証金（ある場合）を意味します。

“Event” means an entertainment event including, without limitation, a concert, exhibition,
sports, theatrical and/or music event to be held at a Venue and in respect of which the 
Seller has the rights to sell Hospitality Packages;
“イベント”とは、会場で開催されるコンサート、展示会、スポーツ、演劇及び/又は音楽イベント
を含むがこれに限定されないエンターテイメントイベントで、販売者がホスピタリティパッケージ
を販売する権利を有するものを意味します。

“Hospitality Package” means the hospitality package to be sold to the Customer by the
Seller which may include without limitation; a ticket to the Event together with catering at
the Event within the facilities at or in the vicinity of the Venue;
“ホスピタリティー・パッケージ”とは、販売者がお客様に販売するホスピタリティー・パッケージ
を意味します。これには、イベントへのチケットと、会場内またはその近辺の施設でのイベントで
のケータリングが含まれますが、これらに限定されません。

“Price” means the price of the Hospitality Package detailed on the Website or as 
otherwise notified by the Seller in writing;
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“価格”とは、ウェブサイトに詳述されているホスピタリティパッケージの価格、または販売者が書
面で別途通知する価格を意味します。

“Promoter” means the person, firm or company staging the Event if different from the 
Venue;
“プロモーター”とは、「会場」と異なる場合、「イベント」を演出する個人、会社、企業を指しま
す。

“Seller” means DAIMANI France SAS (which is registered in France under company 
number 851 593 541);
“販売者”とは、DAIMANI France SAS（フランスで会社番号 851 593 541 で登録されている）
を意味します。

“Tickets” means the tickets or other types of evidence (including electronic 
tickets, passes or badges) sold by the Seller to the Customer as part of a 
Hospitality Package on behalf of the organisation responsible for the Event for the
right to occupy space at or to attend an Event;
“チケット”とは、イベントのスペースを占有する権利またはイベントに参加する権利のため
に、イベントを担当する組織の代わりにホスピタリティパッケージの一部として販売者がお
客様に販売したチケットまたはその他の種類の証拠（電子チケット、パス、バッジを含む）
を意味します。

“Venue” means the facilities or location where the Event is to be staged; and
“会場”とは、本イベントが上演される施設または場所を意味します。

“Website” means the website of DAIMANI AG (registered in Switzerland under 
company number CHE -338.036.261) at www.daimani.com of which these Conditions 
form part.
“ウェブサイト”とは、DAIMANI AG（スイスにて会社番号 CHE -338.036.261 で登録）のウェ
ブサイト www.daimani.com、本条件の一部を構成しているものをいいます。

1.1 The headings in these Conditions are for convenience only and shall not 
affect their interpretation.
本条件の見出しは、便宜上のものであり、その解釈に影響を与えるものではありま
せん。

1.2 Any reference in these Conditions to any provision of a statue shall be 
construed as a reference to that provision as amended, re-enacted or 
extended at the relevant time.
本規約において、法令の規定に言及する場合は、関連する時点で改正、再制定また
は拡張された当該規定への言及と解釈されるものとします。

1.3 Where the context dictates in these Conditions, the singular shall include the 
plural and vice versa and any gender includes the other gender.
本条件の文脈上、単数形は複数形を含み、その逆もまた同様とし、いかなる性別も他の性
別を含むものとします。
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2 BASIS OF SALE - 販売方法

2.1 All Hospitality Packages and Tickets are sold subject to availability and to these 
Conditions. Subject to the availability of the relevant Hospitality Package and/or Tickets 
at the time of such receipt by the Seller, the receipt by the Seller of a Confirmation shall 
constitute the booking by the Seller of Hospitality Packages and/or Tickets and shall 
create a Contract subject to these Conditions.
すべてのホスピタリティパッケージおよびチケットは、空席状況および本規約に従って販売されま
す。販売者が確認書を受領した時点で該当するホスピタリティパッケージおよび/またはチケット
が入手可能であることを条件として、販売者による確認書の受領は販売者によるホスピタリティ
パッケージおよび/またはチケットの予約を構成し、本条件に従う契約を成立させるものとしま
す。

2.2 These Conditions incorporate any special terms and conditions which may be 
displayed on the Website with respect to a particular Event or Venue and should be read 
in accordance with the Venue and/or Promoter terms, conditions and regulations, copies 
of which are available on request from the Venue. In the event of any inconsistency 
between the terms in relation to the Venue or Promoter requirements, those of the 
Promoter shall prevail. If no Promoter, those of the Venue shall prevail. Save as provided 
in this Condition 2.2, these Conditions shall apply to the Contract to the exclusion of any 
other terms and conditions.
本規約は、特定のイベントまたは会場に関してウェブサイト上に表示される特別な条件を組み込ん
だものであり、会場および/またはプロモーターの条件および規則（そのコピーは会場からの要求に
応じて入手可能）に従って読まれるべきものです。会場または主催者の条件に矛盾がある場合、主
催者の条件が優先されます。プロモーターが存在しない場合は、会場のものが優先されます。本規
約第 2 条第 2項に定める場合を除き、本規約は、他のいかなる規約をも排除して契約に適用される
ものとします。

2.3 Subject to Condition 3.1 of these Conditions, no variation of the Contract shall be 
binding unless agreed in writing by an authorised representative of the Seller. Each of the
Seller and the Customer agrees that it has not entered into these Conditions in reliance 
on, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, covenant, 
warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) by any person 
(whether party to these Conditions or not) other than as expressly set out in these 
Conditions provided always that nothing in this Condition 2.4 shall operate to exclude any
liability for fraud.
本条件の第 3.1項に従い、販売者の権限のある代表者が書面で合意しない限り、契約のいかなる変
更も拘束力を持たないものとします。販売者とお客様はそれぞれ、本条件に明示的に記載されてい
る以外の人物（本条件の当事者であるか否かを問わない）による声明、表明、誓約、保証または約
束（過失があるか否かにかかわらず）を信頼して本条件を締結したのではないことに同意し、それ
らに関していかなる救済も受けないものとします。ただし、本条件第 2 条第 4項のいかなる事項
も、詐欺に対する責任を除外するように作用しないものとします。

2.4 Any typographical, clerical or other error or omission in any sales literature, 
quotation, price list, acceptance of offer, invoice or other document or information 
issued by the Seller shall be subject to correction without any liability on the part of the 

3



Seller.
販売者が発行した販売用資料、見積書、価格表、提供承諾書、請求書、その他の文書または情報に
おける誤字、脱字、その他の誤植は、販売者側の責任を問わずに訂正するものとします。

3 VARIATION - ヴァリエーション

3.1 Whilst every reasonable effort will be made to ensure that the Hospitality Package
is in accordance with the details as set out on the Website or other Materials, the Seller 
reserves the right in the Sellers absolute discretion to make any changes to the 
Hospitality Package which do not, in the reasonable opinion of the Seller, materially 
affect the quality of the Hospitality Package. A “material” change is a change which, in 
the Seller’s reasonable opinion, makes the Hospitality Package materially different from 
the Hospitality Package that purchasers, taken generally, could reasonably expect.
ホスピタリティパッケージがウェブサイトまたは他の資料に記載された詳細通りになるようにあら
ゆる合理的な努力が払われますが、販売者は販売者の絶対的な裁量でホスピタリティパッケージの
品質に重大な影響を与えない範囲で変更を行う権利を留保します。重要な」変更とは販売者の合理
的な見解において、購入者が一般的に合理的に期待することができる「ホスピタリティパッケー
ジ」と「ホスピタリティパッケージ」を実質的に異なるものにする変更を指します。

3.2 In the event that it is necessary for the Seller to make any material change to the 
Hospitality Package (other than where due to the circumstances set out in Conditions 8 
and 10 and/or the acts or omissions of the Customer), the Seller will use reasonable 
endeavours to offer the Customer the option of an alternative Hospitality Package of 
comparable standard or, where such alternative Hospitality Package is not available or is 
unacceptable to the Customer, will repay to the Customer the Deposit, and any 
additional Price already paid by the Customer.
販売者がホスピタリティパッケージの重大な変更をする必要がある場合（条件 8 と 10 に記載され
た状況及び／又はお客様の行為や不作為による場合を除く）、販売者は同等の水準の代替ホスピタ
リティパッケージのオプションをお客様に提供する合理的な努力をします。又はその代替ホスピタ
リティパッケージが利用できないかお客様に受け入れられない場合は、お客様に保証金とお客様が
すでに支払った追加価格を返済します。

4 PRICE - 価格

4.1 Subject to Condition 5.8 the Seller reserves the right, by giving written notice to 
the Customer at any time before delivery of the Tickets, to increase the Price to reflect 
any increase in cost of the Hospitality Package to the Seller including but not limited to 
any foreign exchange fluctuation, currency regulation, alteration of duties or any cost 
incurred by the Seller without fault of the Seller since the issue of the Confirmation.
第 5.8 条に従い、販売者は、チケットの引渡し前であればいつでも、外国為替変動、通貨規制、
関税の変更または確認書発行後に販売者の過失なく発生した費用を含むがこれに限らず、販売者
に対するホスピタリティパッケージの費用の増加を反映して価格を引き上げる権利を留保しま
す。

4.2 The Price shall be exclusive of value added tax and all other applicable taxes 
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which shall be paid by the Customer in addition to the Price.
価格は、付加価値税及びその他適用されるすべての税金を含まないものとし、お客様は価格とは
別にこれを支払うものとします。

5 PAYMENT - 払い方法

5.1 The Deposit shall be payable by the Customer as stipulated on the Website and 
shall (save as expressly provided in these Conditions) be non-refundable.
保証金は、お客様が本ウェブサイトに定めるところに従って支払うものとし、（本規約に明示的に
規定されている場合を除き）払い戻しはできないものとします。

5.2 On receipt of a Confirmation from the Seller the Hospitality Package shall 
deemed to be booked, subject to payment of the Price in full.
販売者から確認書を受け取った時点で、ホスピタリティパッケージは予約されたものとみなさ
れ、価格の全額を支払うことが条件となります。

5.3 An invoice detailing the amount of the Price outstanding (taking into account 
any Deposit already paid) shall be sent by the Seller to the Customer.
販売者は、未払い代金（既に支払われた保証金を考慮）の詳細を記載した請求書をお客様に送付
するものとします。

5.4 The Price in respect of any bookings made must be paid in full by the Customer.
予約に関する料金は、お客様によって全額支払われなければなりません。

5.5 Any additional fees or charges for any additional goods or services provided by
or on behalf of the Seller for the Customer at the Event at the Customer´s request
which  are  not  included  in  the Hospitality Package shall be paid for in full by the
Customer by an authorised credit card.
ホスピタリティーパッケージに含まれていない、お客様の要望によるイベントでのお客様のために
販売者によって、または販売者に代わって提供される追加商品またはサービスの追加料金または手
数料は、お客様によって認可されたクレジットカードで全額支払わなければなりません。

5.6 If the Customer fails to pay the Price in full by the due date as detailed on the 
invoice, or the Customer gives the Seller notice in writing of its intention to cancel the 
Hospitality Package then, without prejudice to any other right or remedy available to the 
Seller, the Seller shall be entitled to cancel the Contract and suspend provision of the 
Hospitality Package and any further Hospitality Packages to the customer and the 
Customer shall be liable to the Seller for the Price in full and, save where otherwise 
agreed in writing by the Seller, shall not be entitled to a refund of any Price paid (or the 
Deposit) and the Seller shall be permitted to charge the Customer interest (both before 
and after any judgment) on any part of the Price unpaid at the rate of 4 per cent per 
annum on a daily basis above the BNP Paribas base rate from time to time, until payment 
of the Price is made in full.
お客様が請求書に詳述された期日までに価格を全額支払わなかった場合、またはお客様が販売者に
ホスピタリティパッケージをキャンセルする意図を書面で通知した場合、販売者が利用できる他の
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権利または救済手段を損なうことなく、販売者は契約をキャンセルしてホスピタリティパッケージ
とお客様に対する今後のホスピタリティパッケージの提供を停止する権利を有するものとし、お客
様が販売者に価格全額について責任を負うものとし、また、販売者によって書面で合意された場合
を除き、支払われた価格(またはデポジット)を払い戻す権利を有しないものとします。販売者が書面
で別途合意した場合を除き、支払われた価格（または保証金）の払い戻しを受ける権利はなく、販
売者は価格の支払いが完全に行われるまで、BNP パリバの基準金利に日割りで年 4％の割合で、未
払い価格の一部について（判決の前と後の両方）お客様に金利を請求することができるものとしま
す。

5.7 In the event that the Contract is cancelled in accordance with Condition 5.6 and 
the Deposit (as appropriate) has not been paid by the date of cancellation, the Customer 
shall pay the Deposit to the Seller immediately and the Seller shall be permitted to charge
interest on the outstanding Deposit at the rate specified in Condition 5.6.
契約が第 5.6 条に従って解約され、解約日までに保証金（適宜）が支払われなかった場合、お客様
は直ちに販売者に保証金を支払うものとし、販売者は第 5.6 条に定める割合で保証金残高に応じた
利息を請求することができるものとします。

5.8 In the event that the Seller is forced to increase the Price pursuant to Condition 
4.1 by an amount which the Customer, acting reasonably, considers excessive, the 
Customer may cancel the Hospitality Package by giving written notice to the Seller within
14 days of the announcement of the change in Price to the Customer and the Seller 
shall repay the Deposit (as appropriate) to the Customer and any additional Price already
paid.
販売者が第 4.1 条に従って、お客様が合理的に行動して過大とみなす金額で価格を上げざるを得な
い場合、お客様は、お客様への価格変更の発表から 14日以内に販売者に書面で通知することによ
り、ホスピタリティパッケージをキャンセルすることができ、販売者はお客様に保証金（適宜）と
既に支払った追加価格を返済するものとします。

5.9 The Seller reserves the right to levy a EUR 25 administration charge for each 
amendment made to the original booking at the request of the Customer.
販売者は、お客様のご要望により、当初の予約を変更するたびに、25ユーロの管理手数料を請
求する権利を有します。

5.10 Individuals and businesses should take care not to fall victim to schemes which
misuse our name and/or falsely claim to be affiliated with DAIMANI France SAS or
DAIMANI AG.
DAIMANI France SASやDAIMANI AG を名乗る詐欺に遭わないようご注意ください。

6 DELIVERY OF TICKETS - チケットの引渡し

6.1 Delivery of the Tickets shall be deemed to be made on the earliest occurrence 
of either; collection of the Tickets by the Customer from the Seller, or delivery of the 
Tickets by the Seller to the Customer, or delivery of the Tickets by the Seller to a third 
party carrier for delivery to the Customer.
チケットの引渡しは、お客様による販売者からのチケットの受領、販売者からお客様へのチケッ
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トの引渡し、または販売者からお客様へのチケットの引渡しのための第三者運送業者への引渡し
のうち、いずれか早い時点で行われたものとみなします。

6.2 Any dates quoted for delivery of the Tickets are approximate only and the Seller 
shall not be liable for any delay in delivery of the Tickets however caused. Time for 
delivery shall not be of the essence unless previously agreed by an authorised 
representative of the Seller in writing.
チケットの引渡しのために提示された日付は概算であり、販売者は、その原因の如何を問わず、チ
ケットの引渡しの遅延について責任を負いません。販売者の権限のある代表者が事前に書面で合意
した場合を除き、引渡しの時期は本質的なものではありません。

6.3 Tickets will not be issued to the Customer prior to receipt and bank clearance of 
payment in full of the Price in respect of the relevant Hospitality Package. Following 
receipt of the Price in full from the Customer, the Seller shall attempt, but not be 
obligated, to dispatch the Tickets and any ancillary Event information to the Customer 
no later than 2 weeks prior to the Event.
チケットは、関連するホスピタリティー・パッケージに関する価格全額の支払いの受領と銀行決済
の前に、お客様に対して発行されることはありません。お客様から代金全額を受領した後、販売者
はチケットと付帯するイベント情報をイベントの 2週間前までにお客様に発送するよう努めます
が、その義務はありません。

6.4 The Seller reserves the right to make Tickets available for collection at the Venue 
box office. The Customer will be notified by telephone, email or in writing of the 
arrangements for collection (using the details provided by the Customer at the time of 
Confirmation) if this becomes necessary. Where there is not enough time to deliver 
Tickets, the Customer will be told at the point of purchase the arrangements for 
collection of Tickets.
販売者は、会場のボックスオフィスでチケットの受け取りを可能にする権利を留保します。回収が
必要となった場合、お客様には電話、E メール、または書面にて回収の手配について通知します
（確認時にお客様から提供された詳細情報を使用します）。チケットの配送に十分な時間がない場
合は、チケットの購入時に、チケットの受け取りの手配についてお知らせします。

6.5 It is the Customer’s responsibility to check Tickets on receipt as mistakes 
cannot always be rectified after purchase.
購入後の間違いは修正できない場合がありますので、チケットの受け取り時にお客様の責任でご
確認ください。

7 RISK AND PROPERTY IN TICKETS - チケットのリスクとプロパティ

7.1 Risk of damage to or loss of the Tickets shall pass to the Customer:
チケットの損害または紛失のリスクは、お客様に移転するものとします。

a) in the case of Tickets collected from the Seller¹s premises, at the time when the 
Customer collects the Tickets; or
販売者の施設で回収されたチケットの場合、お客様がチケットを回収した時点。
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b) in the case of Tickets to be delivered to the Customer´s premises by the Seller, 
when the Seller leaves the Tickets at the Seller´s premises; or
販売者がお客様の施設にお届けするチケットの場合、販売者が販売者の施設にチケットを置いた
とき。

c) at the time of posting, if the Tickets are to be posted by the Seller to the Customer; or
販売者からお客様に対して発券される場合は、発券時。

d) at the time of the Seller handing the Tickets to a third party, if the Tickets are to be 
delivered by a third-party carrier.
第三者の運送業者により配送される場合は、販売者が第三者にチケットを引き渡した時点。

7.2 Once risk of damage to or loss of the Tickets has passed to the Customer in 
accordance with Condition 7.1 the Seller shall not be liable to replace any lost or 
damaged Tickets. Duplicate Tickets may only be issued at the discretion of the Venue or
the Promoter. If duplicates are issued, a reasonable administration charge may be levied.
チケットの損害または紛失の危険性が第 7.1 条に従ってお客様に移転した後は、販売者は紛失また
は破損したチケットの交換の責任を負わないものとします。チケットの複製は、会場または主催者
の裁量によってのみ発行されます。重複して発券する場合、合理的な管理手数料を請求することが
あります。

7.3 Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Tickets, or any other 
provision of these Conditions, the property in the Tickets shall not pass to the Customer 
until the Seller has received in cash or cleared funds the payment in full of the Price and 
all other sums due to the Seller from the Customer.
チケットの引渡し、危険負担、その他本規約のいかなる規定にもかかわらず、チケットの財産は、
販売者が現金または決済手段により代金全額および販売者がお客様から受領すべきその他すべての
代金を受領するまでは、お客様に移転しません。

7.4 Until such time as property in the Tickets passes to the Customer, the 
Customer shall hold the Tickets as the Seller´s fiduciary agent and bailee, and shall 
keep the Tickets properly stored, protected, insured and identified as the Seller´s 
property.
チケットの所有権がお客様に移転するまでの間、お客様は販売者の受託者及び受託者としてチ
ケットを保有し、チケットを適切に保管、保護、保険に加入し、販売者の所有物として特定する
ものとします。

7.5 Until such time as property in the Tickets passes to the Customer, the seller shall 
be entitled at any time to require the Customer to deliver the Tickets to the Seller.
チケットの所有権がお客様に移転するまでの間、販売者はいつでもお客様に対してチケットの引渡
しを要求する権利を有するものとします。

7.6 All Tickets are non-transferable and the Customer shall not be entitled to sell or to
pledge or in any way transfer, or charge by way of security for any indebtedness any of 
the Tickets.
すべてのチケットは譲渡できません。また、お客様は、チケットを売却し、質権設定し、譲渡し、
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または債務の担保として使用する権利を有しません。

7.7 The Customer acknowledges that the Seller has no control over the pricing of 
Tickets and that any description of the position of seats is that of the Promoter or the 
Venue. The Seller, Venue and/or Promoter reserve the right to provide alternative seats 
at an Event to those specified on the Ticket if the staging of the Event reasonably 
requires, provided that they are of no less value to that stated on the Ticket.
お客様は、販売者がチケットの価格を管理できないこと、また座席の位置に関する記述は主催者ま
たは会場のものであることを認めます。販売者、会場および/またはプロモーターは、イベントの
演出が合理的に必要とする場合、チケットに記載された座席よりも価値の劣らないものであれば、
イベントでチケットに記載された座席以外の座席を提供する権利を有します。

7.8 Where a concession is claimed, proof of identity and concession entitlement (for
example, age or student status) may be required.
譲許を申請する場合、身分証明書と譲許の資格（例えば、年齢や学生の身分）を証明する必要が
ある場合があります。

7.9 Ownership or possession of a Ticket does not confer any rights (by implication or 
otherwise) on the Customer to use, alter, copy or otherwise deal with any symbols, trade 
marks, logos and/or intellectual property appearing on the Ticket.
チケットの所有または所持は、チケットに表示される記号、商標、ロゴおよび／または知的財産を
使用、変更、複製またはその他の方法で取り扱ういかなる権利も（暗示的であるかどうかにかかわ
らず）お客様に付与するものではありません。

7.10 Where any valid claim in respect of the Hospitality Package which is based on the 
validity of the Tickets is notified to the Seller in accordance with these Conditions, the 
Seller shall be entitled to replace such Tickets free of charge or, at the Seller´s sole 
discretion, refund to the Customer the Price of the Hospitality Package (or a 
proportionate part of the Price), but the Seller shall have no further liability to the 
Customer.
チケットの有効性に基づくホスピタリティーパッケージに関する有効なクレームがこれらの条件に
従って販売者に通知された場合、販売者はそのチケットを無料で交換するか、販売者の単独の裁量
により、ホスピタリティーパッケージの価格（または価格の比例部分）をお客様に返金する権利を
有しますが、販売者はお客様に対してそれ以上の責任を負わないものとします。

8 EVENTS AND CANCELLATIONS - イベントとキャンセル

8.1 The Seller has no control over the running of the Event and the Seller gives no 
warranty and makes no representation that the Event shall take place and, subject to 
Conditions 8.3 and 8.4, the Seller shall not be liable to give any refund in the event of 
the Event being cancelled or postponed.
販売者はイベントの運営を管理することはできず、販売者はイベントが開催されることを一切保証
せず、表明しません。また、条件 8.3 および 8.4 に従い、販売者はイベントがキャンセルまたは延
期された場合にいかなる返金も行う義務を負わないものとします。

8.2 It is the Customer’s responsibility to ascertain whether an Event has been 
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cancelled or re- scheduled and the date and time of any re-scheduled Event. Where an
Event is cancelled or re- scheduled, the Seller will use its reasonable endeavours to 
notify the Customer using the details provided at the time of Confirmation but the 
Seller does not guarantee that the Customer will be informed of such cancellation 
before the date of the Event.
イベントがキャンセルまたは再スケジュールされたかどうか、および再スケジュールされたイベ
ントの日時を確認するのはお客様の責任です。イベントがキャンセルまたは再スケジュールされ
た場合、販売者は、確認時に提供された詳細を使用してお客様に通知するよう合理的な努力をし
ますが、販売者は、お客様がイベントの日付前にかかるキャンセルについて通知されることを保
証するものではありません。

8.3 If for any reason the Event is postponed, the Customer’s booking for that Event 
will be valid for the re-scheduled Event (if any) save where such re-scheduled Event 
takes place at a location other than the original Venue.
何らかの理由でイベントが延期された場合、そのイベントのためのお客様の予約は、その再スケ
ジュールされたイベントが元の会場以外の場所で行われる場合を除き、再スケジュールされたイベ
ント（もしあれば）にも有効です。

8.4 If for any reason outside the control of the Seller (including, without limitation, due
to the circumstances set out in Condition 10) the Event is postponed, cancelled or 
abandoned (whether wholly or in part) any refunds shall be limited to refunds (if any) that
may be payable under the rules and regulations of the Venue and/or Promoter and the 
Customer is advised to take out its own insurance to cover such risks.
販売者の管理外の理由（条件 10 に定める状況を含むがこれに限定されない）により、イベントが
延期、キャンセルまたは中止された場合（全部または一部を問わない）、払い戻しは会場および/ま
たはプロモーターの規則および規制に基づいて支払われるべき払い戻し（もしあれば）に限られ、
お客様はかかるリスクをカバーするために自ら保険をかけるようアドバイスされるものとします。

8.5 Where a refund is sought, the Customer must bring this to the attention of the 
Seller as soon as reasonably possible upon becoming aware of the cancellation, 
postponement or abandonment.
払い戻しを求める場合、お客様は、キャンセル、延期または放棄を認識した時点で、合理的に可能
な限り速やかに販売者にその旨を通知しなければならないものとします。

8.6 For Rugby matches, no guarantees can be given that the Event will take place at 
a particular time or on a particular date and the Venue and/or the Promoter reserve the 
right to reschedule any such Event without notice and without any liability whatsoever. 
The details given on Rugby tickets are indicative only and it is the Customer’s 
responsibility to check the final arrangements for any matches for which they have 
tickets, including the date and kick-off time of any such Event.
ラグビーの試合の場合、イベントが特定の日時に行われることを保証するものではなく、会場や主
催者は、予告なしにイベントのスケジュールを変更する権利を有しますが、これにはいかなる責任
も負いません。ラグビー観戦チケットに記載された内容は、あくまでも参考情報であり、観戦チ
ケットを持っている試合の最終的な手配（そのようなイベントの日付とキックオフ時間を含む）を
確認するのは、お客様の責任となります。
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8.7 Subject as expressly provided in these Conditions, and except where the 
Hospitality Package is sold to a person dealing as a consumer, all warranties, conditions 
or other terms implied by statute or common law are excluded to the fullest extent 
permitted by law.
本規約に明示的に規定されている場合を除き、また、ホスピタリティパッケージが消費者として取
引する人に販売される場合を除き、法令または慣習法によって暗示されるすべての保証、条件、そ
の他の条件は、法律で認められる最大限の範囲まで除外されます。

8.8 Where the Hospitality Package is sold under a consumer transaction the 
statutory rights of the Customer are not affected by these Conditions.
ホスピタリティパッケージが消費者取引の下で販売される場合、お客様の法的権利は本規約に
よって影響を受けません。

8.9 The Seller has no control over the running of the Event or the Venue and accepts 
no liability for any acts or omissions on the part of persons organising the Event or 
operating the Venue or their servants, agents, employees or sub-contractors and makes 
no representation that any individual artist, performer, player or participant shall appear 
at the Event.
販売者は、イベントまたは会場の運営を管理しておらず、イベントを主催する者または会場を運営
する者またはその使用人、代理人、従業員または下請け業者の側でのいかなる行為または不作為に
対しても責任を負わず、個々のアーティスト、出演者、プレーヤーまたは参加者がイベントに登場
することを表明しません。

8.10 Any complaints concerning the Hospitality Package must be notified to the Seller
in writing as soon as reasonably practicable after the Event.
ホスピタリティパッケージに関する苦情は、イベント後、合理的に実行可能な限り速やかに販売
者に書面で通知しなければなりません。

9 LIMITATION OF LIABILITY - 責任の制限

9.1 Notwithstanding anything to the contrary in these Conditions, the Seller shall not 
be liable to the Customer for any indirect or consequential loss or damage (including, 
without limitation, loss of revenue, loss of profits or loss of anticipated savings) arising 
out of or in connection with the performance or any breach of the Contract and the 
maximum liability of the Seller to the Customer in aggregate for any and all claims made 
against the Seller in contract, tort or otherwise under or in connection with the subject 
matter of the Contract shall not exceed the total Price paid for the Hospitality Package 
by the Customer to the Seller in respect of the Contract.
本条件のいかなる矛盾にもかかわらず、販売者は契約の履行または違反に起因する間接的または結
果的な損失または損害(収益の損失、利益の損失、予想される貯蓄の損失を含むがこれに限定されな
い)についてお客様に対して責任を負わないものとし、契約の主題に基づきまたは関連して契約、不
法行為その他で販売者に対して行われたあらゆる請求について販売者がお客様に対して総計で支払
う最大責任は契約に関してお客様が販売者に対して支払ったホスピタリティパッケージの価格合計
を超えないものとします。

9.2 Nothing in this Condition 9 shall operate to exclude liability for death or 
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personal injury resulting from the negligence of the Seller.
本条件 9 のいかなる条項も、販売者の過失に起因する死亡または人身傷害に対する責任を除外
するように作用しないものとします。

10 FORCE MAJEURE - 不可抗力
The Seller shall not be liable to the Customer or be deemed to be in breach of the 
Contract or these Conditions by reason of any delay in performing, or any failure to 
perform, any of its obligations in relation to the Contract or to these Conditions if the 
delay or failure is due to any act beyond the Seller´s reasonable control, including but 
not limited to; any act of God, adverse weather conditions, explosion, fire or accident, war
or threat of war, terrorist activity or threat of terrorism, sabotage, insurrection, civil 
disturbance or requisition, regulations, bye-laws, prohibitions or measures of any kind on 
the part of any governmental or local authority, import or export regulations or 
embargoes, strikes, lockouts or other industrial actions or trade disputes, power failure 
or postponement or cancellation of an Event.
販売者は、契約または本条件に関連する義務の履行遅延または不履行が販売者の合理的な支配を超
える行為による場合、お客様に対して責任を負わないものとし、契約または本条件に違反したもの
とみなされる。天災、悪天候、爆発、火災または事故、戦争または戦争の脅威、テロ活動またはテ
ロの脅威、サボタージュ、暴動、内乱または徴発、政府または地方当局の側の規制、条例、禁止ま
たはあらゆる種類の措置、輸入または輸出規制または禁輸、ストライキ、ロックアウトまたは他の
産業行動または貿易紛争、停電またはイベントの延期または取り消しなどです。

11. CUSTOMER DEFAULT - 消費者債務不履行

11.1 The Seller may without prejudice to any rights or remedies which it may have 
against the Customer defer or cancel the Contract if:
販売者は、以下の場合、お客様に対して有するあらゆる権利または救済手段を損なうことなく、
契約を延期または解除することができます。

a) the Customer commits a material breach of any of its obligations under the Contract
which is not capable of remedy; or
お客様が本契約に基づく義務のいずれかに重大な違反を犯し、これを是正することができない場
合、または

b) the Customer has committed a material breach of any of its obligations under the
Contract which is capable of remedy but which has not been remedied within a period of
7 days following receipt of written notice to do so; or
お客様が本契約に基づく義務の重大な違反を犯し、是正が可能であるにもかかわらず、書面による
通知を受領してから 7日以内に是正されなかった場合、または。

c) the Customer enters into any compromise or arrangement with its creditors, or if an 
order is made or an effective resolution is passed for its winding up (except for the 
purposes of amalgamation or reconstruction as a solvent company) or if a petition is 
presented to court, or if a receiver, manager, administrative receiver or administrator is 
appointed in respect of the whole or any part of the other party¹s undertaking or assets; 
or
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お客様が債権者と妥協または整理を行った場合、または、お客様の清算（合併または支払能力のあ
る会社としての再建を目的とする場合を除く）のための命令が下された場合または有効な決議がな
された場合、裁判所に請願書が提出された場合、または相手方の事業または資産の全部または一部
に関して管財人、管理人、行政管財人が任命された場合、または、次のいずれかの場合。

d) the Customer (if in business) ceases or threatens to cease to carry on its business; or
お客様が（事業を営んでいる場合）事業を停止した場合、またはそのおそれがある場合。

e) the Customer (if an individual) is made bankrupt; or
お客様（個人の場合）が破産した場合。

f) the Customer fails to pay the Price in full with less than 12 weeks remaining prior 
to the Event following the issue of an invoice requesting payment of the Price.
お客様が、料金の支払を求める請求書の発行後、本イベントの 12週間前を経過しても、料金
の全額を支払わなかった場合。

12 INDEMNITY - 補償
The Customer shall indemnify the Seller in full against and hold the Seller harmless from 
all claims, costs, damages, liabilities, expenses (including but not limited to legal 
expenses) demands and judgements awarded against or incurred or paid by the Seller as
a result of or in connection with any and all acts or omissions of the Customer, its guests,
employees, agents or subcontractors including but not limited to acts or omissions at the
Event and damage caused to the Venue by the Customer or its guests.
お客様は、お客様、そのゲスト、従業員、代理人又は下請業者の作為又は不作為の結果として、又
はこれに関連して販売者に与えられる又は発生する全ての請求、費用、損害、負債、費用（訴訟費
用を含むがこれに限らない）及び判決から販売者を完全に免責し、お客様又はそのゲストにより会
場に対して生じた損害を含むがこれに限らない損害を受けないようにするものとします。

13 VENUE CONDITIONS - 会場での条件

13.1 The Customer is responsible for its guests and will procure that its guests comply
with these Conditions (where relevant) and with any rules, regulations and directions set 
down by the Seller, the Promoter and/or the Venue owner including, without limitation, 
any and all relevant statutes, safety announcements, Venue regulations and conditions 
of sale applicable to Tickets.
お客様はゲストの責任を負い、ゲストに本規約（関連する場合）および販売者、主催者、会場所有
者が定める規則、規制、指示（関連するすべての法令、安全宣言、会場規制、チケット販売条件を
含むがこれに限らない）を順守させるものとします。

13.2 The Customer will not resell or otherwise transfer or offer for sale or transfer 
any part of a Hospitality Package without the prior written consent of the Seller.
お客様は、販売者の事前の書面による同意なしに、ホスピタリティパッケージの一部を転売した
り、その他の方法で譲渡したり、販売のために提供したり、譲渡したりしないものとします。

13.3 The Customer will not use any or part of a Hospitality Package (including, for the
avoidance of doubt, any Tickets) as prizes in competitions, sweepstakes, raffles, draws 
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or for other similar commercial, promotional or charitable purposes without the Seller’s 
prior written consent.
お客様は、販売者の書面による事前の同意なしに、ホスピタリティーパッケージの一部または全
部（疑惑を避けるために、チケットを含む）をコンテスト、懸賞、くじ、抽選の賞品として、ま
たはその他の同様の商業、プロモーションまたは慈善の目的で使用することはできません。

13.4 The Customer will not display any signage, promotional material or other 
such items anywhere at the Venue without the Seller´s prior written consent.
お客様は、販売者の事前の書面による同意なく、会場内のいかなる場所にも看板、販促物、
その他のものを表示しないものとします。

13.5 The use of equipment for recording or transmitting any audio, visual or audio-
visual material or any information or data inside any Venue is strictly forbidden. 
Unauthorised recordings, tapes, films or similar items may be confiscated and destroyed.
Neither the Venue nor the Promoter shall be liable for any loss or damage to confiscated 
items.
会場内でのオーディオ、ビジュアル、オーディオビジュアル素材、または情報やデータの記録や送
信に機器を使用することは、固く禁じられています。無許可の録音、録画、映画、その他類似のも
のは没収、破棄されることがあります。会場および主催者は、没収された物品の損失または損害に
ついて一切責任を負いません。

13.6 The management of the Venue reserves the right to request that Ticket holders 
leave the Venue at any point on reasonable grounds (including, by way of example only, 
where Ticket holders fail to comply with Venue regulations or act in a manner which, in 
the reasonable pinion of the Venue, is likely to affect the enjoyment of other visitors to 
the Venue) and may take appropriate action to enforce this right. The Customer and the 
Customer’s guests must comply with instructions and directions given by Venue staff 
and stewards. No refunds will be given to Ticket holders who are refused entry or 
ejected due to their own behaviour
会場の管理者は、合理的な理由（例として、チケット保持者が会場の規則に従わない場合、または
会場の合理的な判断で他の来場者の楽しみに影響を与える可能性がある行動をとった場合を含みま
す）があれば、チケット保持者に会場からの退出を要求する権利を有し、この権利を行使するため
に適切な措置をとることができるものとします。お客様及びお客様のゲストは、会場係員及びス
チュワードの指示・指導に従わなければなりません。チケット所有者自身の行動により、入場を拒
否されたり、退場させられたりした場合、チケットの払い戻しはいたしません。

13.7 The management of the Venue reserves the right to conduct security searches 
from time to time and confiscate any item which, in the reasonable opinion of the 
management of the Venue, may cause a danger or disruption to other members of the 
audience or the Event.
会場の管理者は、随時セキュリティチェックを行い、会場の管理者の合理的な見解により、他の観
客または本イベントに危険または混乱をもたらす可能性がある物品を没収する権利を留保します。

13.8 As a minimum, smart casual attire is required in the facilities at the Venue and 
the Seller reserves the right to refuse admission to any person wearing inappropriate 
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items of clothing and/or footwear or to require any such person to leave the Venue. 
Specific advice in relation to dress code will be included in the event information section 
of any hospitality documentation sent to the Customer.
会場の施設内では、最低限スマートカジュアルな服装が要求され、販売者は、不適切な衣服及び／
又は履物を着用する者の入場を拒否する権利、又はそのような者に会場からの退出を要求する権利
を留保します。ドレスコードに関する具体的なアドバイスは、お客様に送付されるおもてなし文書
のイベント情報セクションに記載されます。

13.9 Where drinks are bought on a consumption basis, returns of open bottles of 
wine, spirits, and part kegs of draught beer and lager cannot be accepted.
飲み物を消費ベースで購入した場合、ワインやスピリッツの空き瓶、生ビールやラガーの樽の一
部などの返品は受け付けられません。

13.10 Neither the Seller, the Venue nor the Promoter accepts any responsibility for any 
loss or damage to personal possessions brought into the Venue by the Customer or its 
guests other than as caused as a result of the negligence of the Seller or that of the 
Venue or the Promoter.
販売者、会場及び主催者は、販売者又は会場及び主催者の過失による場合を除き、お客様又はその
ゲストが会場に持ち込んだ所持品の損失又は損害について、いかなる責任も負わないものとしま
す。

13.11 By attending an Event, Ticket-holders consent to filming and sound recording of 
themselves as members of the audience. The Venue or Promoter may use such films 
and recordings (including any copies) without payment.
本イベントに参加することにより、チケット所有者は、観客として自分自身を撮影し、録音するこ
とに同意するものとします。会場または主催者は、当該撮影・録音物（複製物を含む）を無償で使
用することができます。

13.12 A breach by the Customer of paragraph 13.2 or 13.3 shall entitle the Seller to 
terminate the Contract without refund to the Customer.
お客様が第 13.2項または第 13.3項に違反した場合、販売者はお客様に返金することなく契約を
終了させることができるものとします。

There are some broader related clauses regarding the sales of Gold Tickets for 
Rugby World Cup 2023; these terms can be accessed in Appendix 1.
ラグビーワールドカップ 2023 のゴールドチケットの販売に関しては、より広範な関連条項があ
り、これらの条項は付録  1 にアクセスすることができます。

14 GENERAL - 一般

14.1 The Contract is personal to the Customer and the Customer shall not assign or 
transfer or purport to assign or transfer to any other person any of its rights or sub-
contract any of its obligations under the Contract. The Seller shall be entitled to assign 
or sub-contract any of its rights, benefits and interests in or under the Contract to third 
parties.
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本契約はお客様個人のものであり、お客様は本契約に基づく権利の譲渡もしくは移転、または義務
の再委託を行ってはならないものとします。販売者は、本契約におけるまたは本契約に基づく権
利、利益および権益を第三者に譲渡または再委託する権利を有するものとします。

14.2 Notices shall be deemed to be served on delivery when delivered by hand, on 
receipt of a printout confirming due transmission when transmitted by electronic mail 
or facsimile, or 5 days after mailing if sent by mail, provided the postage is properly 
paid and such notice is correctly addressed to the respective party at the address 
made known by each party prior to entering into the Contract. If a party changes its 
address for notification purposes, then it shall give the other party written notice of 
the new address and the date on which it shall become effective.
ただし、郵便料金が適切に支払われ、当該通知が契約締結前に各当事者が知っていた住所の各当
事者に宛てて正確に送付されている場合に限ります。当事者が通知のために住所を変更した場合
は、新しい住所とそれが有効になる日付を相手方に書面で通知するものとします。

14.3 No waiver by the Seller of any breach of the Contract or these Conditions by the
Customer shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or 
any other provision.
お客様による契約または本条件の違反について販売者が権利を放棄した場合、その後の同一条項
またはその他の条項の違反について権利を放棄したものとみなされることはありません。

14.4 Nothing in the Contract or these Conditions shall constitute or be construed as 
constituting a partnership or joint venture between the Seller and the Customer or shall 
authorise either party to enter into contractual relationships or incur obligations on 
behalf of the other party.
契約または本条件のいかなる部分も、販売者とお客様の間のパートナーシップまたはジョイントベ
ンチャーを構成するものではなく、また構成すると解釈されるものではなく、いずれかの当事者が
他の当事者のために契約関係を締結しまたは義務を負担する権限を有するものでもありません。

14.5 Any person, other than the Venue or the Promoter, not a party to these 
Conditions shall have no rights to enforce any term of the Contract or these 
Conditions.
会場及び主催者以外の者は、本規約の当事者ではない場合、契約及び本規約のいかなる条項も
行使する権利を有しません。

14.6 If any provision of these Conditions or the Contract is found by any competent 
authority or a court of law to be invalid or unenforceable for any reason, the invalidity or 
unenforceability of that provision will not affect the validity or enforceability of the 
remainder of these Conditions and the Contract shall continue in full force and effect.
本条件または契約のいずれかの条項が何らかの理由で管轄当局または裁判所により無効または執行
不能であると判断された場合でも、当該条項の無効または執行不能は本条件の残りの部分の有効性
または執行可能性に影響せず、本契約は完全に効力を持ち続けるものとします。

14.7 In respect of bookings for Hospitality Packages for certain Events/at certain 
Venues, the Seller will use information provided by the Customer to process the booking 
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and deliver the services to the Customer, and the Seller will share this information with 
the Venue and/or the Promoter (as applicable) for the purposes of the Venue and/or the 
Promoter (as applicable) managing the arrangements at the Venue/Event and, where 
applicable, facilitating elements of the service delivery to the Customer. Where 
information is shared with the Venue and/or Promoter (as applicable), such information 
will be processed in accordance with the Venue’s and/or Promoter’s privacy policy (which
is available on such party’s website or on request to such party) and, only where the 
Customer has specifically opted-in to consent, used for marketing purposes to receive 
marketing material from the Venue and/or Promoter (as applicable). If the Customer has 
any questions about how the Seller collects and processes information, or about the 
Seller’s Privacy Policy more generally, please contact privacy@daimani.com.
特定のイベント/特定の会場でのホスピタリティパッケージの予約に関して、販売者は、予約を処理
し、お客様にサービスを提供するためにお客様から提供された情報を使用し、販売者は、会場およ
び/またはプロモーター（該当する場合）が会場/イベントでの手配を管理し、該当する場合、お客
様へのサービス提供の要素を容易にする目的で、この情報を会場および/またはプロモーターと共有
します。情報を会場及び／又は主催者（場合により）と共有する場合、かかる情報は、会場及び／
又は主催者のプライバシーポリシー（かかる当事者のウェブサイト上又はかかる当事者への請求に
より入手可能）に従って処理され、お客様が同意することを特に選択した場合に限り、会場及び／
又は主催者（場合により）からマーケティング資料を受け取るためのマーケティング目的で使用さ
れるものとします。お客様が、販売者が情報を収集し処理する方法、または販売者のプライバシー
ポリシーについてより一般的にご質問がある場合は、privacy@daimani.com までご連絡くださ
い。

14.8 If any dispute arises with respect to the sale of a Hospitality Package pursuant to
these Conditions, the Seller and the Customer shall each use their respective 
reasonable endeavours to consult or negotiate in good faith and attempt to reach a just
and equitable settlement satisfactory to both parties.
本条件に基づくホスピタリティパッケージの販売に関して何らかの紛争が生じた場合、販売者と
お客様はそれぞれ誠実に協議または交渉し、両当事者が満足する公正かつ衡平な解決を図るため
にそれぞれの合理的努力を行うものとします。

14.9 Whilst not restricting either party’s rights to pursue court proceedings, if the 
Seller and the Customer are unable to settle any dispute by negotiation within 28 days, 
the parties may attempt to settle it by mediation. To initiate mediation a party must give 
written notice to the other party to the dispute requesting a mediation.
販売者とお客様が 28日以内に交渉によって紛争を解決できない場合、両当事者は調停によって解
決を試みることができます。調停を開始するには、当事者は紛争の相手方に対し、調停を要求する
書面を交付しなければなりません。

14.10 As an online trader, the Seller also draws the Customer’s attention to the
European Commission’s Online Dispute Resolution Platform which is accessible
via the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
オンライン取引業者として、販売者はまた、以下のリンクからアクセスできる欧州委員会
のオンライン紛争解決プラットフォームにお客様の注意を喚起します：
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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14.11 These Conditions and the Contract shall be governed by and construed in 
accordance with the laws of France, and the Customer agrees to submit to the non-
exclusive jurisdiction of the courts in France.
本条件及び契約は、フランス法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、お客様は、フランス
国内の裁判所の非専属的裁判管轄権に服することに同意するものとします。

Version 1.0 Paris, 25th April 2021

18



APPENDIX 1

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO THE SALE OF GOLD
HOSPITALITY TICKETS VALID     FOR ALL     THE     MATCHES OF RUGBY     WORLD     CUP  

2023
ラグビーワールドカップ      2023      の全試合に有効なゴールドホスピタリティチケットの販売に適用され  

る特別条件

1. SCOPE AND ENFORCEABILITY OF THESE SPECIAL TERMS OF SALE (T&Cs) - 本特
別販売規約の範囲と適用性

These Special Terms and Conditions govern the sale of Gold tickets issued for the Rugby
World Cup 2023 (the “Tournament”) that are acquired as part of a package that grants
their holders the right to watch one of the matches of the Tournament (a “Match of the
Tournament”) and are bundled with inseparable hospitality services (the “Tickets”).
本特別条件は、ラグビーワールドカップ 2023（以下「大会」という）において発行されたゴール
ドチケットのうち、大会のいずれかの試合（以下「大会試合」という）を観戦する権利を付与し、
不可分のホスピタリティサービスとセットで取得するチケット（以下「チケット」という）の販売
について規定するものです。

Gold Tickets can only be bought from RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGES which itself
purchases them from the France 2023 Organisation Committee (“FRANCE 2023”).
ゴールドチケットは、RUGBY HOSPITALITES ET VOYAGESからのみ購入することができ、同組
織は France 2023 組織委員会（以下「FRANCE 2023」）から購入します。

These T&Cs apply to any natural or legal person that acquires one or more Tickets from
FRANCE 2023 or from any official agent (the “BUYER”), and to any BENEFICIARY (i.e. any
person that benefits, in any way whatsoever, from a Ticket bought by the BUYER), each
of whom being referred to as a “HOLDER”. FRANCE 2023 is entitled to modify these
T&Cs from time to time, without notice. The version of the T&Cs that is applicable is the
version accepted on the date on which the Ticket is bought.
本利用規約は、FRANCE 2023 または公式代理店から 1枚以上のチケットを取得した自然人または
法人（以下「購入者」）、および受益者（購入者が購入したチケットにより、何らかの形で利益を
得る人）、それぞれを「保有者」と呼びますが適用されます。FRANCE 2023 は、本利用規約を予
告なく変更する権利を有します。適用される本利用規約のバージョンは、チケットを購入した日に
受理されたバージョンです。

The BUYER’s placing of any order is confirmation of the BUYER’s full  acceptance of
these T&Cs. The BUYER hereby stands surety for the BENEFICIARY’s compliance with
these T&Cs. The validation of the Ticket, and the HOLDER’s entry into any ticketed area
of a stadium, will be tantamount to the HOLDER’s irrevocable acceptance of the terms
and conditions which are applicable in all the stadiums in which Rugby World Cup 2023
matches will take place (the “Stadium Rules and Regulations”), which will be sent by e-mail
to the BUYER, who must then forward them on to the BENEFICIARIES. The Stadium Rules
and Regulations will also be displayed at the entrance to each stadium and are available
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to view on the Website of FRANCE 2023. Any HOLDER who does not comply with these
Stadium Rules and Regulations may be denied access to the stadium or may be expelled
from it without being entitled to claim a refund for their Ticket. These T&Cs will prevail
over the provisions of the Stadium Rules and Regulations in case of any conflict.
購入者が注文をすることは、購入者が本規約を完全に受諾したことを確認することです。購入者
は、ここに、被保証者が本利用規約を遵守するための保証人となります。チケットの有効化、およ
び保有者がスタジアムのチケットエリアに入場することは、ラグビーワールドカップ 2023 の試合
が行われるすべてのスタジアムで適用される条件（「スタジアム規則」）を、保有者が取り消し不
能の形で受け入れたことと同義となります。スタジアム規則は、各スタジアムの入り口に掲示さ
れ、フランス 2023 のウェブサイトでも閲覧することができます。これらの競技場規則に従わない
保有者は、競技場へのアクセスを拒否されるか、またはチケットの払い戻しを請求する権利なしに
競技場から追放される可能性があります。本利用規約は、競技場利用規則に抵触する場合、同規則
の規定に優先します。

Any terms that conflict with these T&Cs or the Stadium Rules and Regulations, such as
other contractual terms, are unenforceable against FRANCE 2023 or against any official
agent, where applicable.  No special terms and conditions will  prevail  over these T&Cs
unless the parties  expressly provide otherwise.  These T&Cs will  also  prevail  over  the
General Terms of Sale applicable to the Official Box Office of FRANCE 2023.
本利用規約またはスタジアム規約と矛盾する条件（他の契約条件など）は、フランス 2023 または
公式代理人（該当する場合）に対して強制力を持ちません。当事者が明示的に別段の定めをしない
限り、いかなる特別な条件も本利用規約より優先されることはありません。また、本利用規約
は、FRANCE 2023 のオフィシャルボックスオフィスに適用される一般販売条件よりも優先されま
す。

2. PURCHASE AND DELIVERY OF THE TICKETS - チケットの購入と引き渡し

2.1. Purchasing terms - 購入条件

As stated in article 1, the Tickets may only be bought from FRANCE 2023 or from an
official agent or a sales  channel  authorised by FRANCE 2023.  FRANCE 2023 will  be
entitled to curtail  or to extend the periods during which the Tickets are available for
purchase, at any point in time, by any means and/or on any medium and via any
intermediaries whatsoever.
第 1 条に記載されている通り、チケットはフランス共和国 2023年、またはフランス共和国 2023
年が認可した公式代理店または販売経路からのみ購入することができます。FRANCE 2023 は、チ
ケットの購入可能期間を、いかなる時点でも、いかなる手段、いかなる媒体、いかなる仲介者経由
でも、短縮または延長する権利を有します。

FRANCE 2023 alone will decide through what channels the Tickets are distributed.
チケットの配布経路は、FRANCE 2023 が単独で決定します。

FRANCE 2023 will also be entitled to offer different terms of sale to certain BUYERS,
such as priority buying rights to buy Tickets for specific matches or stadiums.
また、FRANCE 2023 は、特定の試合やスタジアムのチケットを優先的に購入する権利など、特定
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の購入者に異なる販売条件を提供する権利を有します。

Any Tickets that are obtained via a distribution channel other than those authorised by
FRANCE 2023 will be null and void and may be cancelled without the HOLDER being
entitled to any refund.
FRANCE 2023 が許可した以外の流通経路で入手されたチケットは無効となり、保有者は払い戻し
を受けることなくキャンセルされる場合があります。

2.2. Delivery of the Ticket - チケットの受け渡し

For environmental reasons, Tickets will be delivered primarily in the form of an electronic
ticket (“e- Tickets”), although exceptions to this rule may be made. Mobile tickets (“m-
Tickets”) may also be delivered.
環境保護のため、チケットは主に電子チケット（以下「e-チケット」）でお届けしますが、例外も
あります。また、モバイルチケット（以下「m-Ticket」）をお届けする場合もあります。

These Tickets may be sent by e-mail or made available in a dedicated space of a web site
operated for the Tournament.
このチケットは、電子メールで送信されるか、または本大会のために運営されるウェブサイトの専
用スペースで利用できるようになります。

e-Tickets must be printed out in portrait mode on blank sheets of white A4 paper without
altering the size of the printout, using an inkjet or laser printer. No other medium (tablet,
computer smartphone, mobile telephone, etc.) may be used to present the Tickets. Any
Ticket  that  is  only  partly  printed  out, or  is  soiled,  damaged  or  illegible,  will  not  be
considered as valid and may not therefore grant its HOLDER access to the stadium.
e チケットは、インクジェットプリンターまたはレーザープリンターで、A4 サイズの白紙にサイズ
を変えずに縦書きでプリントアウトする必要があります。他の媒体（タブレット、コンピュータ、
スマートフォン、携帯電話など）を使用してチケットを提示することはできません。一部しか印刷
されていないチケット、汚損、破損、判読不能なチケットは有効とはみなされず、保有者にスタジ
アムへのアクセスを許可しない場合があります。

FRANCE 2023 is entitled to cancel, without notice and without any refund, any purchase
of a Ticket that might involve a risk of fraud, such as in case of a fraudulent use of a
payment card, or in case of a breach of the security of Rugby World Cup 2023.
FRANCE 2023 は、支払いカードの不正使用や Rugby World Cup 2023 のセキュリティ侵害な
ど、不正の恐れがあるチケットの購入を予告なく、またいかなる払い戻しもなく取り消す権利を有
します。

2.3. Terms of use of the Tickets - チケットの利用条件

Each Ticket will only be valid for the match and match date stated on the Ticket, or in
case  of  a postponement, on the date of the postponed match. Tickets are neither
exchangeable nor refundable, and may not be resold on the official resale platform of
FRANCE 2023 (the “Official Resale Platform of FRANCE 2023”), as mentioned in article 3.
各チケットは、チケットに記載された試合および試合日、または延期された場合は延期された試合
日においてのみ有効である。チケットの交換や払い戻しはできません。また、第 3 条に記載されて
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いるように、FRANCE 2023 の公式再販プラットフォーム（「FRANCE 2023 の公式再販プラッ
トフォーム」）で転売することはできません。

Each Ticket will be registered and electronically delivered in the name of the BUYER, and
where applicable, in the name of the BENEFICIARY.
各チケットは、買付者の名前で登録され、電子的に交付されます。また、該当する場合は、受益者
の名前で登録されます。

In order to be able to enter the stadium, any HOLDER, even if they are under-age, must
present their Ticket at one of the checkpoints implemented, together with an identity
document in their name (national identity card or currently valid passport). In the absence
of these credentials, entry to the stadium may be denied.
スタジアムに入場するためには、たとえ未成年であっても、チケットの所持者は、本人名義の身分
証明書（国民 IDカードまたは現在有効なパスポート）と共に、実施されるチェックポイントの 1つ
にチケットを提示しなければなりません。これらの証明書がない場合、スタジアムへの入場は拒否
されることがあります。

In the case of m-tickets, the HOLDER must carry a functional mobile terminal (such as a
smartphone) that enables the reading of the bar code or QR code of the m-ticket on its
screen.
m チケットの場合、所持者は、m チケットのバーコードまたは QRコードを画面上で読み取ること
ができる機能的な携帯端末（スマートフォンなど）を携帯している必要があります。

FRANCE 2023 and Rugby World Cup Limited (“RWCL”) disclaim liability in case of loss or
theft of the mobile terminal on which the m-ticket is stored, or in case of a malfunction of
the mobile terminal (due for instance to a discharged battery, not being able to display or
retrieve the m-ticket, a breakdown or technical malfunction of the mobile terminal, not
being able to connect to the Internet). If need be, the HOLDER of an m-ticket may make
contact with the customer service officers at the stadium, to have their ticket printed on
a physical medium.
FRANCE 2023 とRugby World Cup Limited（以下「RWCL」）は、m-ticket が保存されている
携帯端末の紛失や盗難、または携帯端末の故障（例えば、バッテリーの放電、m-ticket の表示や取
り出しができないこと、携帯端末の故障や技術的欠陥、インターネットへの接続不可）の場合、責
任を負わないものとする。m-チケットの保有者は、必要に応じて、スタジアムのカスタマーサービ
ス担当者に連絡を取り、チケットを物理的な媒体に印刷することができます。

France 2023, RWCL and any official agent involved hereby disclaim liability for loss or
theft of the HOLDERS’ Tickets.
France 2023、RWCL、および関係するすべての公式代理人は、ここに保有者のチケットの紛失や
盗難について責任を負いません。

Any exit from the stadium will be final. The HOLDER will not be permitted to re-enter the
stadium.
スタジアムからの退場は最終的なものとなります。保有者はスタジアムへの再入場を許可されませ
ん。
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2.4. Customer service - カスタマーサービス

The HOLDERS should get in touch directly with the official agent from which the Ticket
was bought.
保有者は、チケットを購入した公式代理店に直接連絡する必要があります。

Any queries concerning Tickets may also be addressed to the Customer Service unit of
FRANCE 2023, which         may         be         contacted         using         an         online
form         available         at ( https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/contactez-nous ) or
by e-mail at the following address: contact@france2023.rugby
チケットに関するお問い合わせは、FRANCE 2023 のカスタマーサービスまでお願いします。カス
タマーサービスは、オンラインフォーム（https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/contactez-
nous ）または電子メール（contact@france2023.rugby）でお問い合わせいただけます。

3. RESALE OF TICKETS AND PROHIBITION AGAINST THE USE OF THE OFFICIAL 
RESALE PLATFORM
チケットの転売と公式リセールプラットフォームの使用禁止について

It is strictly forbidden to sell, transfer or offer to sell or transfer (for example on websites,
in the immediate surroundings of the stadium or within the stadium precincts), in any way
or form, whether free of charge or in return for consideration, any Tickets which is only
for the use of the BUYER or their BENEFICIARY, without first  securing the  express
consent of FRANCE 2023.
フランス国税局の明確な同意なしに、無料または有償にかかわらず、購入者またはその遺族のみが
使用できるチケットを、（ウェブサイト、スタジアム周辺、スタジアム敷地内など）いかなる方法
でも販売、譲渡または譲渡の申し出をすることは固く禁じられています。

A Gold Ticket may not be separated from the hospitality services that are included in
the package. BUYERS or BENEFICIARIES may not therefore use the Official Resale
Platform.
ゴールド・チケットは、パッケージに含まれるホスピタリティ・サービスと切り離すことはでき
ません。したがって、購入者または受益者は、公式転売プラットフォームを使用することはでき
ません。
In any event, the BUYER undertakes to comply with the T&Cs and the Stadium Rules and
Regulations and hereby guarantees that any HOLDER will consent to the T&Cs and the
Stadium Rules and Regulations and will comply fully with them.
いずれの場合においても、購入者は、本規約及び競技場利用規則に従うことを約束し、また、保有
者が本規約及び競技場利用規則に同意し、これを完全に遵守することをここに保証します。

In order to avoid black market sales, FRANCE 2023 is entitled to rescind, without notice
and  without any formalities, any order for Ticket(s) that are subsequently resold or
transferred without the express consent of FRANCE 2023. If this happens the order will
be cancelled, the HOLDER will be denied entry to the stadium, and civil or criminal action
may also be taken against them. The price of the Ticket(s) will not be refunded.
闇取引を防ぐため、FRANCE 2023 は、FRANCE 2023 の明確な同意なしに転売または譲渡され
たチケットの注文を、予告なく、またいかなる手続きも踏むことなく取り消す権利を有します。こ
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の場合、注文は取り消され、保有者はスタジアムへの入場を拒否され、民事または刑事上の措置が
とられる可能性があります。チケットの価格は払い戻されません。

Please note, in this respect, that article L. 313-6-2 of the French Criminal Code provides
as follows: “the sale, the act of offering for sale or displaying with a view to a sale or
transfer, or the provision of the means required to sell or transfer tickets to a sports,
cultural or commercial event or to a live performance, on a regular basis, without the
authorisation of the producer, the organiser or the owner of the rights to the event or
performance in question, will be punishable by a fine of € 15,000. This will be increased
to a fine of € 30,000 in case of repeat offending.”
この点、フランス刑法 L.313-6-2 条は以下のように規定していますので、ご注意ください。「ス
ポーツ、文化、商業イベント、ライブパフォーマンスのチケットを、プロデューサー、主催者、当
該イベントやパフォーマンスの権利者の許可を得ずに、販売、販売目的の提供行為、販売や譲渡を
目的とした展示、販売や譲渡に必要な手段の提供を定期的に行うことは、15,000ユーロの罰金に処
されます。違反が繰り返される場合は、3 万ユーロの罰金に引き上げられます。"

4. RESPONSIBILITY OF THE HOLDERS - 保有者の責任

The HOLDERS are responsible for their Tickets. Tickets will not be refunded or
exchanged (including in case of loss, theft or destruction) and no duplicate will be issued.
チケットの管理は保有者の責任で行ってください。チケットの払い戻し、交換（紛失、盗難、破壊
の場合を含む）、複製はいたしません。

5. ACCESS TO THE STADIUM - スタジアムへのアクセス

Only persons who are in possession of a Ticket (including children) may access the
stadium. Any person who is not in possession of a Ticket may be expelled from the
stadium. HOLDERS must keep their Tickets in their possession at all times. Any exit from
the stadium will  be considered as final.  The HOLDERS undertake to comply with the
safety measures implemented by FRANCE 2023 in its T&Cs, as well as with the Stadium
Rules and Regulations where the match is taking place. Any breach of these measures
may lead to the expulsion and prosecution of the HOLDER and in this case, they will not
receive a refund for their Tickets.
チケットを持っている人（子供を含む）だけがスタジアムに入ることができます。チケットを所持
していない者は、スタジアムから退場させられることがあります。チケットをお持ちの方は、常に
チケットを所持していなければなりません。スタジアムからの退場は、最終的なものとみなされま
す。保有者は、フランス 2023 の規約で定められている安全対策、および試合が行われるスタジア
ムの規則を遵守しなければならない。これらの措置に違反した場合、保有者は追放され起訴される
可能性があり、この場合チケットの払い戻しは行われません。

Access to the stadium will be prohibited to minors aged under 16 unless accompanied by
an adult. FRANCE 2023 advises parents against taking children aged under 3 years old to
the stadiums.
16 歳未満の未成年者は、大人の同伴がない限り、スタジアムへの入場が禁止されます。フランス
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2023 は、3 歳未満のお子様をスタジアムにお連れにならないよう、保護者の方にお知らせしていま
す。

For reasons of safety (such as to prevent terrorism) and public health (such as to take
protective measures against an epidemic like Covid-19), FRANCE 2023 may take
exceptional measures that might slow down access to the precincts of the stadium, which
BUYERS and BENEFICIARIES acknowledge and consent to. Access to the stadium may be
restricted to carriers of the documents required by the public health authorities on the
date of the event (such as a health pass or a vaccine passport).
安全（テロ防止など）および公衆衛生（Covid-19 のような疫病に対する防御措置など）の理由か
ら、フランス 2023 は、スタジアムへのアクセスを遅くするような例外的措置をとることがあり、
購入者および受益者はこれを承認し同意するものとします。スタジアムへの入場は、イベント当日
に公衆衛生当局が要求する書類（健康パスやワクチンパスポートなど）を所持している人に限定さ
れる場合があります。

Anyone showing clear signs of intoxication or of being under the influence of drugs will
be denied access to the stadiums and the hospitality areas.
明らかな酩酊状態や薬物の影響下にあることが判明した場合、スタジアムおよびホスピタリティエ
リアへの入場をお断りします。

Any person entering the stadium may be made to undergo a pat-down body search and
may be requested to show the objects that  they are carrying.  These pat-down body
searches may be carried out by any agent of the organiser of the event who is approved
by the regional licensing board (“commission régionale ou interrégionale d’agrément et de
contrôle”), in accordance with the prevailing  and  applicable  legal  and  regulatory
provisions. Anyone who refuses to submit to these checks or to follow the instructions
issued by the personnel in charge of ensuring the application of these measures will be
denied entry to the stadium and will not receive a refund of the price of their Ticket.
スタジアムに入場する者は、身体検査を受け、所持品の提示を要求される場合があります。これら
の身体検 査は、一般的かつ適用可能な法的規制の規定に従って、地域のライセンス委員会
（"commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle"）によって承認された
イベントの主催者の任意のエージェントによって行われる可能性があります。これらの検査を受け
ることを拒否した者、またはこれらの措置の適用を保証する担当者の指示に従わない者は、スタジ
アムへの入場を拒否され、チケットの価格の払い戻しを受けることはできません。

Access to the lounges and internal and other specially earmarked spaces both inside and
outside the Stadium, and in general to any hospitality area, shall only be permitted on
presentation of the means of access to the hospitality service provided or sent by France
2023.
スタジアム内外にあるラウンジ、内部およびその他の特別に指定されたスペース、また一般的にホ
スピタリティエリアへのアクセスは、フランス 2023 が提供または送付するホスピタリティサービ
スへのアクセス手段を提示した場合にのみ許可されます。

The HOLDERS are advised to regularly consult the Website and the Stadium Rules and
Regulations, in order to best prepare their visit to the stadiums.
保有者は、本サイト及び競技場利用規則を定期的に確認し、競技場への訪問の準備に万全を期して
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ください。

6. SAFETY RULES IN THE STADIUMS - 競技場内安全規則

A person carrying objects featured in any list of objects prohibited by law (such as the
provisions of article L. 332-8 of the French Sport Code and article 132-75 of the French
Criminal Code) or by the Stadium Rules and Regulations may be denied access to the
stadium or ejected from the stadium, and the price of their Ticket will not be refunded.
The HOLDER undertakes to comply with the law and with the rules applicable to safety
within sports venues.
法律（フランススポーツ法典 L.332-8 条およびフランス刑法 132-75 条の規定など）またはスタジ
アム規則によって禁止されている物品のリストに掲載されている物品を携行する者は、スタジアム
への入場拒否またはスタジアムからの退去を求められることがあり、その場合チケット代金は払い
戻されません。保有者は、法律およびスポーツ会場内の安全に適用される規則を遵守することを約
束します。

If a HOLDER fails to comply with the rules governing prohibited behaviours and
prohibited objects that are defined below, they may be denied access to the stadium, and
the price of their Ticket will not be refunded.
以下に定める禁止行為・禁止物に関するルールに従わない場合、入場をお断りすることがあり、チ
ケット代金の払い戻しはいたしません。

Please note in this respect that article L. 332-1 of the French Sport Code provides as
follows: “in order to ensure the security of sports events, the organisers of these events
may refuse to issue or may cancel the issuing of tickets to these events or deny access
to them to any persons who have violated or who violate the provisions of the general
terms of sale or of the internal rules that relate to the security of these events. To that
end, the organisers may automatically process personal data pertaining to any of the
violations mentioned in the penultimate section of this article, in keeping with terms laid
down by a circular issued by the French Conseil d’Etat acting pursuant to a duly justified
opinion issued and published by the French data protection authority, the CNIL.”
この点、フランススポーツ法典 L.332-1 条には以下のように規定されていますので、ご注意くださ
い。スポーツイベントの安全を確保するため、イベントの主催者は、イベントの安全に関する一般
販売条件または内部規則の規定に違反した者、または違反した者に対して、イベントのチケットの
発行を拒否、または発行を取り消し、またはアクセスを拒否することができる」。そのため、主催
者は、フランスの情報保護当局である CNILが発行し公表した正当な意見に基づき、フランスの行
政機関が発行した回覧によって定められた条件に従い、本条最後尾に記載した違反に関わる個人情
報を自動的に処理することができるものとします。"

HOLDERS are barred from accessing the precincts of a stadium while in possession of
the following elements:
次のものを所持している場合は、競技場への入場が禁止されます。
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 Propaganda  material  of a  racist  or xenophobic  nature,  or  constituting  an
incitement to violence. This also applies to the wearing of clothing or insignia of a
racist or xenophobic nature, or constituting an incitement to violence. FRANCE
2023 rejects any group that encourages any form of violence and that displays
symbols that might incite others to engage in this kind of behaviour.
人種差別的または外国人排斥的な性質を持つ、あるいは暴力の扇動となる宣伝材料。また、
人種差別的または排外主義的な性質を持つ、あるいは暴力を誘発するような衣服や記章を身
につけることも同様です。FRANCE 2023 は、以下のような団体を拒絶します。
あらゆる形態の暴力を奨励し、この種の行為に従事するよう他者を扇動する可能性のあるシ
ンボルを表示するもの。

 Any advertising, commercial, political or religious elements whatsoever, such as 
banners, boards, symbols or fliers.
バナー、ボード、シンボル、チラシなど、いかなる広告、商業、政治、宗教的要素も含まれ
ないもの。

 Any weapons, such as knives, sharp objects, bars, firearms, or any dangerous 
object, including umbrellas.
ナイフ、鋭利なもの、棒、銃器などの武器、傘を含むあらゆる危険物。

 Laser pointers.
レーザーポインター

 Aerosol sprays, corrosive substances and colorants.
エアゾールスプレー、腐食性物質、着色料。

 Glass objects, any kind of bottle, bowl, can or receptacle made out of a material
that is fragile, particularly  hard  or  that  poses  a  risk  of  bursting,  as  per  the
definitions of such items in the prevailing and applicable laws, as well as any object
weighing more than 500 grams or any receptacle with a volume greater than 500
ml. Smaller receptacle may be authorised but their caps must be removed.
ガラス製品、ボトル、ボール、缶、容器で、壊れやすい、特に硬い、または破裂の危険性が
ある素材で作られたもの（現行法および適用法の定義による）、および 500g を超える重量
のもの、500ml を超える容量の容器。小型の容器は許可される場合がありますが、キャップ
は取り外さなければなりません。

 Large sized objects, such as step ladders, stools, chairs, cardboard boxes or
suitcases (no safety deposit facilities will be provided).
脚立、スツール、椅子、段ボール箱、スーツケースなどの大型のもの（貸出設備はありませ
ん）。

 Any torches, rockets, fireworks, smoke bombs or any other pyrotechnic device.
松明、ロケット、花火、発煙筒、その他の発火装置。

 Alcoholic drinks or any type of recreational drug.
アルコール飲料またはあらゆる種類の娯楽用薬物。

 Animals (with the exception of guide dogs).
動物（盲導犬を除く。）

 Helmets of any kind, electric vehicle batteries, prams.
あらゆる種類のヘルメット、電気自動車のバッテリー、乳母車。

 Wireless devices that emit radio waves (such as cell phone signal jammers, radio
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scanners and walkie talkies, wi-fi routers (wireless local networking devices)), with
the exception of personal mobile phones and wireless receivers (such as radios).
電波を発する無線機器（携帯電話のシグナルジャマー、無線スキャナーやトランシー
バー、Wi-Fiルーター（無線ローカルネットワーク機器）など）（個人用携帯電話や無線受
信機（ラジオなど）は除く。

 Noisy mechanical devices, such as megaphones and horns operated using
compressed air.
圧縮空気で作動するメガホンやホーンなど、騒音の出る機械装置。

 Drones.
ドローン

 Selfie sticks, cameras and video cameras for commercial purposes.
自撮り棒、カメラ、ビデオカメラの業務用。

 Objects that might compromise or disrupt the experience and enjoyment of the
other spectators,  such as large  flags,  oversized hats,  large  umbrellas,  whistles,
vuvuzelas, musical instruments, horns, etc.
大きな旗、大きな帽子、大きな傘、笛、ブブゼラ、楽器、角笛など、他の観客の経験や楽し
みを損なう可能性のあるもの。

 Any object that FRANCE 2023 considers to be dangerous, noxious and/or illegal,
or that may be used as a weapon or a projectile or that might compromise or
interfere in any other way with the safety of any person or the security of the
venue.
フランス 2023 が危険、有害、違法と判断したもの、武器や投射物として使用される可能性
のあるもの、その他、人の安全や会場の安全を脅かす、または妨害する可能性のあるもの。

Only hollow, flexible plastic poles with a maximum length of 70cm may be brought into the
stadium without prior authorisation.
事前許可なくスタジアムに持ち込めるのは、長さ 70cm 以下の中空で柔軟性のあるプラスチック製の
ポールのみです。

Similarly, it is forbidden:
同様に、以下行為は禁止されています。

 to scale or cross any fences, barriers or other elements designed to contain or
segregate the audience;
観客を封じ込め、または隔離するために設計された柵、障壁、その他の要素を乗り越え、ま
たは横切ること。

 to engage in races, stampedes or slides;
レース、スタンプラリー、スライドを行うこと。

 to enter onto the playing field or enter any other unauthorised area of the stadium;
競技場に立ち入ること、またはスタジアムのその他の無許可の区域に立ち入ること。

 to  sell  or  to  hand  over,  on  the  precincts  of  the  stadium or  in  its  immediate
surroundings,  any promotional  or  commercial  item or  object  without  the  prior

28



authorisation of FRANCE 2023. FRANCE 2023 is entitled to ask the HOLDER to
produce a copy of this authorisation upon entering the stadium or at any point in
time during their presence in the stadium;
フランス国税局の事前の許可なく、スタジアムの敷地内またはその周辺において、宣伝用ま
たは商業用の物品を販売または手渡しすること。フランス 2023 は、保有者に対し、スタジ
アムに入場する際、またはスタジアムにいる間、いつでもこの許可のコピーを提出するよう
求めることができる。

 to bring and/or to keep the balls used in Rugby World Cup 2023 matches
ラグビーワールドカップ 2023 の試合で使用されるボールを持参、または預かること

HOLDERS must at all times follow the instructions issued by the police, the members of
the security detail, the fire brigade, the stewards, the medical personnel, or announced
over the stadium’s tannoy system. For reasons of safety and security, HOLDERS must be
prepared to change seats if the police, members of the private security detail or stewards
order them to do so, even if they are asked to relocate to seats outside the zone that is
in principle earmarked for them.
保有者は、警察、警備員、消防隊、スチュワード、医療関係者、またはスタジアムのタンノイシス
テムから発せられる指示に、常に従わなければなりません。安全確保のため、警察、警備員、ス
チュワードから席替えを命じられた場合、原則的に指定された席以外の席に移動していただくこと
があります。

FRANCE 2023 is entitled to deny access to the stadium to any person whose clothing or
behaviour might jeopardise the progress of the match. Respect for one another and fair-
play are key values. Therefore, HOLDERS undertake in particular not to engage in any
behaviour that might cause harm to other persons, to the event or to FRANCE 2023.
フランス 2023 は、服装や行動が試合の進行を妨げる可能性のある人に対しては、スタジアムへの
アクセスを拒否する権利を有する。お互いを尊重し、フェアプレーに徹することは重要な価値観で
ある。従って、保有者は、特に、他の人、イベント、FRANCE 2023 に害を及ぼすような行為に関
与しないことを約束する。

Inside the hospitality areas, the HOLDERS undertake to adopt an attitude and behaviour
that are not likely to jeopardise the holding or the progress of the match or harm the
other HOLDERS or the employees and service providers working there. The HOLDERS
must also dress in a way that is appropriate in light of the services included with the
Ticket. Where applicable, France 2023 will inform the HOLDER, prior to the match, about
the dress code required for each hospitality area, the HOLDER undertaking in advance to
comply with same.
ホスピタリティ・エリア内では、試合の開催や進行を妨げたり、他の保有者やそこで働く従業員、
サービス提供者に危害を加えたりしないような態度や行動を取ることを約束します。また、チケッ
トに含まれるサービスを考慮し、適切な服装をしなければなりません。該当する場合、フランス
2023 は試合前に各ホスピタリティエリアで要求されるドレスコードを保有者に通知し、保有者は
それを遵守することを事前に約束します。
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Alcoholic drinks may be proposed for consumption in the hospitality areas. The HOLDERS
are aware of the dangers posed to their health and behaviour by the consumption of
alcohol and undertake not to exceed the reasonable limits of alcohol consumption in
order not to jeopardise the orderly progress of the match or cause harm to anyone else.
Any  HOLDER  who fails  to  comply  with  these  provisions will be escorted outside the
Stadium and/or the hospitality areas, and will not be entitled to claim any reimbursement.
アルコール飲料は、ホスピタリティ・エリアでの消費のために提供されます。保有者は、アルコー
ルの消費によって健康や行動にもたらされる危険を認識しており、試合の秩序を妨げたり、他の人
に危害を加えたりしないために、アルコール消費の合理的な限度を超えないことを約束します。こ
れらの規定に従わない保有者は、スタジアムやホスピタリティエリアの外に連れ出され、いかなる
払い戻しの請求権も与えられません。

The HOLDERS undertake to act strictly in keeping with the applicable laws in France and
abroad against bribery,  influence  peddling  and  conflicts  of  interest.  The  BUYERS
undertake and guarantee that their employees, shareholders, directors, senior officers,
affiliates and subcontractors, as well as their legal representatives, will comply with this
undertaking.
保有者は、贈収賄、利益誘導、利益相反に対して、フランスおよび海外の適用法を厳守して行動す
ることを約束します。購入者は、その従業員、株主、取締役、上級役員、関連会社および下請け業
者、ならびにそれらの法定代理人が、この約束を遵守することを約束し、保証します。

It  is  also  forbidden  to  jeopardise  the  orderly  progress  of  the  match  by  holding  an
unauthorised event or demonstration within the stadium or nearby, whether the event or
demonstration in question is of a commercial nature (including any “ambush marketing”),
or of a militant or personal nature.
また、スタジアム内またはその周辺で無許可のイベントやデモを行い、試合の秩序を乱すことは、
当該イベントやデモが商業的性格（「待ち伏せ商法」を含む）であるか、過激派または個人的性格
であるかを問わず禁止されています。

It is forbidden to conduct any sales activity whatsoever, to offer free of charge or in
return for consideration, to sell or to hold items with the intention of selling them (such
as, but not limited to, drinks,  food, souvenirs, clothes, promotional and/or commercial
items, printed materials), without the prior written authorisation of FRANCE 2023 and/or
RWCL.
フランス 2023 および／または RWCLの書面による事前の許可なく、いかなる販売活動、無料提
供、対価の支払い、販売目的の物品（飲み物、食べ物、お土産、衣類、宣伝・販売促進物品、印刷
物など）の所持を行うことは禁止されています。

For safety and security reasons, parents are advised not to hold young children on their
lap.
安全・安心のため、小さなお子様を膝の上に乗せることはご遠慮ください。

Spectators must at all times comply with the Stadium Rules and Regulations, which are
available to view on the Website.
観客は常に、本ウェブサイトで閲覧可能な競技場規則を遵守しなければなりません。
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7. IMAGE RIGHTS - 画像著作権

Any HOLDER authorises FRANCE 2023 and the operator of the stadium, free of charge,
to  record  and to use images in which they appear, by any means of acquisition
(photography, video, etc.) during the matches, on all media (without limitation in terms of
quantity) and via any means of publication or broadcasting, worldwide and for the entire
duration of the protection of the rights over same, with permission to assign these rights,
for commercial or promotional purposes and/or for the purposes of showing the Rugby
World Cup 2023 matches, the stadium and/or FRANCE 2023, and as part of the
transmission of these matches by any medium whether current or future. FRANCE 2023
and RWCL are entitled to assign these rights freely to any third party of its choosing.
保有者は、フランス 2023 とスタジアムの運営者が、試合中にあらゆる手段（写真、ビデオなど）
で、あらゆるメディア（量に制限なし）、あらゆる出版・放送手段で、商業目的または宣伝目的の
ために、そしてラグビーワールドカップ 2023 の試合、スタジアム、フランス 2023 を見せるため
に、さらにこれらの権利を譲渡する許可を得て、自分が登場する画像を記録し使用することを無料
で許可します。
商業的または宣伝的な目的、および／またはラグビーワールドカップ 2023 の試合、スタジアム、
および／またはフランス 2023 を見せる目的、および現在または将来のいかなるメディアによるこ
れらの試合の伝送の一部として、これらの権利を譲渡することを許可します。フランス 2023 と
RWCLは、これらの権利を自由に選択した第三者に譲渡する権利を有します。

Any photographs taken or other recordings of sounds or images made by a HOLDER in a
stadium may be used only for private and personal, non-commercial and non-promotional
purposes.  Apart  from private  and  personal,  non-commercial  and  non-promotional
purposes, i.e. to the exclusion of any commercial purposes, the HOLDER must not publish
or broadcast at any time, over the Internet, on radio, on television and/or on any other
form or type of media, whether current or future, any sound, image, description or result
and/or statistics of a match (whether wholly or partly), including any content of this kind
created, recorded or captured as a still  or moving image by mobile phones or by any
other form of wireless and/or portable terminal,  nor aid or abet any other person in
engaging in such activities.
保有者がスタジアムで撮影した写真、または音や画像のその他の記録は、私的、個人的、非商業
的、非プロモーション的な目的にのみ使用することができます。私的、個人的、非商業的、非プロ
モーション的な目的とは別に、すなわち、いかなる商業的な目的も排除するために。いかなる商業
目的の除外のためにも、保有者は、いかなる時も、インターネット上、ラジオ、テレビ及び／又は
他のいかなる形式又はタイプのメディア上でも、現在又は将来にかかわらず、いかなる音、画像、
説明又は試合の結果及び／又は統計（全部か一部かにかかわらず）を、携帯電話又は他のいかなる
形式の無線及び／又は携帯端末によって作成、記録又は静止又は動画として撮影されたこの種のい
かなるコンテンツも含む出版又は放送してはならず、そのような活動に他人が関与するのを援助又
は教唆してはなりません。

8. SPORTS BETTING - スポーツベッティング

In order to circumvent the risk of fraud in  sports,  it  is  forbidden to bet in any way
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whatsoever (electronically  or  otherwise)  within  the  precincts  of  the  stadium,  on  any
elements,  results  or  events linked  to  the  sports  event,  or  to  use  any  means  of
communication  (electronic  or  otherwise)  to  gather sports-related  data  intended  for
betting purposes. In the event of a violation of this prohibition, all requisite measures will
be taken, ranging up to expulsion of the person involved from the stadium.
スポーツにおける不正のリスクを回避するため、スタジアムの敷地内で、スポーツイベントに関連
する要素、結果、イベントに対して、いかなる方法（電子的またはその他の方法）で賭けること
も、賭けの目的でスポーツ関連のデータを収集するために、いかなる通信手段（電子的またはその
他の方法）を用いることも禁じられています。この禁止事項に違反した場合、関係者のスタジアム
からの退去を含む、必要なすべての措置が取られます。

9. PROMOTIONAL AND COMMERCIAL ACTIVITES - プロモーション・コマーシャル活動

It is strictly forbidden to use any Ticket as a means of promotional and/or commercial
activities, for instance as a prize in any competition, charity sale, auction, competition,
game, lottery, internal incentivisation operations and any similar activities.
チケットは、プロモーション活動や商業活動、例えば、コンペティション、チャリティーセール、
オークション、競争、ゲーム、抽選、社内報の賞品として使用すること、および同様の活動は固く
禁じられています。

It is forbidden to use any Ticket as an element of a sale linked to the provision of any
services or the sale of any goods by the BUYER, a BENEFICIARY or a third party, without
first securing the express approval of FRANCE 2023.
フランス 2023 の明確な承認を得ることなく、購入者、受益者または第三者によるサービスの提供
または商品の販売に関連する販売の要素として、チケットを使用することは禁じられています。

FRANCE 2023 are entitled to bring any civil or criminal action that it will see fit in case of
a violation of these provisions.
FRANCE 2023 は、これらの規定に違反した場合、適切と思われる民事訴訟または刑事訴訟を起こ
す権利を有します。

10. VIDEO SURVEILLANCE - ビデオ監視

The HOLDER is informed that, for their safety and security, the stadium is equipped with
a CCTV system that is monitored by French officers of the Police Judiciaire  and whose
images may be used in case of legal action or prosecution. Data subjects have a right to
access the recordings throughout the timescale of retention of the images in accordance
with the provisions of article L. 253-5 of the French Homeland Security Code. This right
may be exercised by writing to the operations manager of the stadium involved or to the
French Data Protection Authority  (CNIL)  at  the  following address:  CNIL  -  3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
保有者は、彼らの安全とセキュリティのために、スタジアムが警察司法権のフランス人役員によっ
て監視され、その画像が法的措置または起訴の場合に使用されるかもしれない CCTVシステムが装
備されていることを知らされるものとします。データ対象者は、フランス国土安全保障法典 L.253-
5 条の規定に基づき、映像の保存期間中、録画にアクセスする権利を有します。この権利は、当該
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スタジアムの運営責任者、またはフランス情報保護庁（CNIL）の以下の住所に書面を送付すること
で行使することができます。 CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07.にお問い合わせください。

11. DATA PROTECTION LAW - データ保護法

FRANCE 2023 undertakes to process and to store any personal data that is entrusted to
it in keeping with the provisions of the French data protection law no. 78-10 of 6 January
1978, subsequently modified by the French law no. 2018-493 of 20 June 2018, as well as
the European General Data Protection Regulation no. 2016/679 (the “GDPR”), solely for
the purposes of the organisation and the management of the matches that it organises
and to keep BUYERS informed about the latest news of FRANCE 2023 and grant them
priority access to goods and services linked to its activities. The HOLDERS are informed
that they have rights of access, rectification, limitation, portability and erasure over this
information in accordance with the French law no. 78-17  of 6 January 1978 and the
GDPR (as mentioned above). Any person whose personal data is gathered also has the
right to challenge, on legitimate grounds, the processing of their data, and the right to
determine the fate of their data after their death. These rights may be exercised at any
time by sending a request by post to the following address:
FRANCE 2023 は、1978年 1 月 6日付フランス情報保護法第 78-10 号（その後 2018年 6 月 20
日付フランス法 2018-493 号により修正）、および欧州一般データ保護規則 2016/679 号（以下
「GDPR」）の規定に従って、自らが主催する試合の組織と運営、および FRANCE 2023 の最新情
報を買い手に伝え、その活動につながる商品とサービスへの優先アクセスを付与する目的のためだ
けに、受託した個人情報の処理と保管を約束するものである。保有者は、1978年 1 月 6日のフラ
ンスの法律第 78-17号および GDPR（前述のとおり）に従い、この情報に対してアクセス、修正、
制限、ポータビリティ、消去の権利を有することを通知されるものとします。また、個人情報を収
集された人は、正当な根拠に基づいて自分のデータの処理に異議を唱える権利、および自分の死後
のデータの運命を決定する権利も有しています。これらの権利は、以下の住所に郵送で要請するこ
とにより、いつでも行使することができます。

FRANCE 2023 – 5 avenue du Coq, 75009 Paris, France.

FRANCE 2023 undertakes to deal  with this  request within a timescale  of one month
following its receipt.
FRANCE 2023 は、この要請を受領してから 1 ヶ月以内に対処することを約束します。

If a HOLDER believes, after contacting FRANCE 2023, that their data protection rights
have not been complied with, they may send a complaint to the CNIL
保有者が、FRANCE 2023 に連絡した後、自身のデータ保護権が順守されていないと考える場
合、CNILに苦情を送ることができます。

For more information concerning the processing of personal data,  please consult  our
confidentiality policy, which is accessible at the

following address:
https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/politique_de_confidentialite
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個人情報の取り扱いに関する詳細については、当社の機密保持方針をご覧ください。

12. LIABILITY OF FRANCE 2023 - 2023 年フランス共和国責任

Insofar as this is permitted by law, FRANCE 2023, RWCL, and any official agent involved
disclaim liability for any damage and/or incidents beyond their control that occur during
the event. If FRANCE 2023 and/or the official agent involved are held liable for such an
incident, FRANCE 2023 and the official agent undertake to refund the price of the Tickets
that the BUYER paid to FRANCE 2023, subject to the applicable rules and regulations.
法律で認められている限りにおいて、FRANCE 2023、RWCL、および関係する公式代理店は、イ
ベント中に発生した、彼らの支配の及ばない損害および/または事件に対する責任を負わないものと
します。FRANCE 2023 および公式代理店は、このような事態に対して責任を負う場合、適用され
る規則に従って、購入者が FRANCE 2023 に支払ったチケットの代金を払い戻すことを約束するも
のとします。

FRANCE 2023 will not be held liable in case of non-performance, late performance or
partial performance of its obligations due to circumstances of force majeure, as defined
by article 1218 of the French Civil Code, that results: (i) in the outright cancellation, the
partial cancellation or the deferral of Rugby World Cup 2023, or (ii) the holding of Rugby
World Cup 2023 behind closed doors or with a limited audience, compelling it as a result
to cancel all or part of the Tickets ordered for Rugby World Cup 2023. If RWCL decides
to hold a match behind closed doors, the HOLDER will be denied access to the stadium.
For  the  avoidance  of  doubt,  the  following  will  be  considered  as constituting  force
majeure:  epidemics  and  pandemics  (including  Covid-19),  and  all  decisions  taken  by
government, administrative or judicial authorities to deal with same that are binding upon
FRANCE 2023 and that have an impact on the organisation of Rugby World Cup 2023.
フランス 2023 は、フランス民法第 1218 条に定義される不可抗力による義務の不履行、遅延、一
部履行があった場合、(i)ラグビーワールドカップ 2023 の完全なキャンセル、一部キャンセル、延
期、(ii)ラグビーワールドカップ 2023 が密室で、観客を制限して行われ、結果としてラグビーワー
ルドカップ 2023 で注文したチケットのすべて、または一部をキャンセルせざるを得ない場合、責
任は問われない。RWCLが非公開で試合を開催することを決定した場合、保有者はスタジアムへの
アクセスを拒否されます。疑惑を避けるため、以下は不可抗力とみなされる：疫病および大流行病
（Covid-19 を含む）、およびそれらに対処するために政府、行政、司法当局が行ったすべての決定
で、FRANCE 2023 を拘束しラグビーワールドカップ 2023 の開催に影響するもの。

Within the same limitations, the HOLDER waives and undertakes to ensure that its
insurers waive any direct or subrogation actions against FRANCE 2023 and its insurers in
connection with the events that are described above, and by extension, in case of force
majeure.
同じ制限内で、保有者は、その保険会社が上記の事象に関連して、ひいては不可抗力の場合に、フ
ランス 2023 およびその保険会社に対する直接または代位訴訟を放棄することを保証し、約束する
ものとします。

Any  ancillary  bookings,  including  travel  arrangements,  accommodation,  purchases,
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rentals, or in general any services that are booked by the HOLDERS in connection with
their attendance at the match, will be at their own expense and risk.
保有者が試合観戦に関連して予約した旅行手配、宿泊施設、購入、レンタル、その他一般的なサー
ビスを含む付随的な予約は、保有者の費用とリスクで行うものとします。

The  HOLDER  will  be  responsible  for  any  personal  property  that  they  bring  into  the
stadiums, FRANCE 2023 and the official agent disclaim liability in case of loss, theft or
damage to the personal property of the HOLDER.
フランス 2023 およびオフィシャルエージェントは、保有者の個人所有物の紛失、盗難、損害につ
いて責任を負いません。

The teams that  are  due to play in  the matches,  the compositions of the teams,  the
venues, the dates and times of the events may be modified at any time by decisions
taken  by  the  Rugby  authorities and/or  any  administrative  authority.  Neither  FRANCE
2023 nor  the  entities  to  which  it  delegates  the provision of services as part of the
organisation of the matches will incur any liability as a result.
試合に出場する予定のチーム、チームの構成、会場、イベントの日時は、ラグビー当局および／ま
たは行政当局の決定により、いつでも変更される可能性があります。FRANCE 2023 および
FRANCE 2023 が試合運営の一環としてサービスの提供を委託している団体のいずれも、その結果
いかなる責任も負いません。

Any persons that the BUYER brings into a stadium remains under the full responsibility of
the BUYER.
購入者がスタジアムに入場させる者は、購入者の全責任のもとに置かれます。

The BUYER agrees to ensure the BENEFICIARY or BENEFICIARIES’ full compliance with
these T&Cs and with the Stadium Rules and Regulations and undertakes to disclose to
them the texts of these provisions, or the web links giving access to same. The BUYER
acknowledges and agrees that the Tickets that are allocated to them might be for seats
that are not located side by side or even near one another.
購入者は、受益者または受益者代理人が本利用規約およびスタジアム規則を完全に遵守することを
保証し、これらの条項の文章またはそれらにアクセスするためのウェブリンクを開示することに同
意します。購入者は、自分に割り当てられたチケットが、隣り合っていない席、あるいは近くにな
い席である可能性があることを認め、これに同意するものとします。

Any personal arrangements made by a HOLDER in connection with his or her attendance
at a match, including travel, accommodation or hospitality bookings, are at the HOLDER’s
sole risk, and France 2023 and/or RWCL or the official agent involved hereby disclaim
liability for same.
試合観戦のための個人的な手配（旅行、宿泊、接待を含む）は、保有者自身の責任であり、フラン
ス 2023 および/またはRWCLまたは関係する公式代理店は、ここにその責任を免除されます。

13. CANCELLATION AND REFUND TERMS - キャンセルと返金条件
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13.1. Scope of the validity of the Ticket - チケットの有効範囲

FRANCE 2023 does not guarantee that the match for which the Ticket is sold will be 
held on the date, at the time and at the venue stated on the Ticket.
FRANCE 2023 は、チケットが販売される試合が、チケットに記載された日付、時間、会場
で開催されることを保証するものではありません。

FRANCE 2023 and RWCL  will  be entitled to make changes to the time, the date, the
duration or the venue of any match, or to any other detail of relevance to any Ticket, in
case of unforeseen circumstances, such as force majeure, safety or security issues or
decisions taken by any authorised person or by any authority that has jurisdiction to do
so.
フランス 2023 とRWCLは、不可抗力、安全性、セキュリティ上の問題、権限を持つ人物や管轄機
関による決定などの不測の事態が発生した場合、試合の時間、日付、期間、会場、またはチケット
に関連するその他の詳細を変更する権利を有します。

In case of such a change, FRANCE 2023, RWCL and any official agent involved will not be
liable to the BUYER of the Tickets, or to any other person, for the costs, expenses or
losses arising from this change, save as per the terms that are set out in the following
paragraphs.
このような変更の場合、FRANCE 2023、RWCLおよび関係する公式代理店は、この変更から生じ
る費用、経費、損失について、次の項に定める条件を除き、チケットの購入者またはその他の者に
対して責任を負いません。

As soon as possible after the decision to delay, postpone, reschedule or cancel a match,
all the information available will be uploaded to the Website and brought to the attention
of  the  BUYER  by any  available  means.  Please  note  that  it  is  also  the  HOLDER’s
responsibility to ascertain whether the match has been delayed, postponed, rescheduled
or cancelled, whatever its date, time or place.
試合の遅延、延期、日程変更、中止の決定後、できるだけ早く、利用可能なすべての情報がウェブ
サイトにアップロードされ、利用可能なあらゆる手段で購入者の注意を喚起するものとします。な
お、試合の延期・順延・中止を確認することは、その日時・場所にかかわらず、保有者の責任とな
ります。

In accordance with the provisions of articles L. 332-15 and L. 332-16 of the French Sport
Code, FRANCE 2023 will cancel any Ticket(s), and will expel a HOLDER from the stadium,
where applicable, as soon as it is informed about a measure decreed by a government
body or a court banning the HOLDER in question from entering any stadium.
フランススポーツ法典 L.332-15 および L.332-16 の規定に従い、フランス 2023 は、政府機関ま
たは裁判所により当該保有者のスタジアムへの入場が禁止された措置について通知を受け次第、チ
ケットを取り消し、場合によっては保有者をスタジアムから追放します。

If a BUYER,  BENEFICIARY  or a HOLDER commits a violation of these T&Cs or of the
Stadium Rules and Regulations, or any fraud or attempted fraud that is detected in the
stadium  or  at  the  security checkpoints, or any violation of the safety and security
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regulations that are applicable in sports venues, this will result in the cancellation of the
Ticket and the expulsion of the HOLDER from the stadium, if FRANCE 2023 considers
this appropriate.
購入者、ベネフィシエーター、または保有者が、本利用規約またはスタジアム規則への違反、スタ
ジアムまたはセキュリティチェックポイントで発見された詐欺または詐欺未遂、またはスポーツ会
場に適用される安全およびセキュリティ規則への違反を犯した場合、フランス 2023 が適切と判断
した場合、チケットのキャンセルおよび保有者のスタジアムからの退去が発生します。

13.2. Delay - 遅延

In case of a delay (such as if the starting whistle is delayed for any reason whatsoever on
the day of the match, whatever the duration of the delay, or the match’s start time is
deferred, whatever the new arrangements, but not the date), FRANCE 2023 and any
official agent will not have any obligation to refund to the BUYER any part of the price of
the  Ticket(s),  nor  to  pay  the  BUYER  any  compensation for  the  delay  or  for  any
consequences that this delay might have for the BUYER, the HOLDER and/or any third
parties.
遅延の場合（例：試合当日に何らかの理由で開始のホイッスルが遅れた場合、遅延時間の長さに関
わらず、または試合開始時刻が延期された場合、新しい手配の有無に関わらず、日付は問わな
い）、フランス 2023 および公式代理店は購入者に対してチケットの価格の一部を返金する義務、
および遅延に対する補償、またはこの遅延によって購入者、保有者、および第三者に生じるかもし
れない影響に対して、購入者に支払う義務はないものとします。

13.3. Interruption - 中断

In the event of a definitive interruption of the match after it has begun, FRANCE 2023
and any official agent will not have any obligation to refund to the BUYER any part of the
price of the Ticket(s) nor to pay them any compensation for the subsequent deferral of
the match or for any consequences that this might have for the BUYER, the HOLDER
and/or any third parties.
試合開始後の決定的な中断の場合、フランス 2023 および公式代理店は、購入者に対してチケット
の代金を払い戻す義務を負わず、その後の試合の延期やそれが購入者、保有者、および第三者に及
ぼす影響について補償する義務を負わないものとします。

13.4. Postponement - 延期

If a match is interrupted in accordance with the terms of article 13.3 or rescheduled for
another date:
第 13 条第 3項の規定により試合が中断された場合、または別の日程に変更された場合。

a) if the match is postponed to a different date at the same venue as initially 
planned: the HOLDER of the Tickets may use the original Ticket(s) to watch the 
rescheduled match.
試合が当初の予定と同じ会場で別の日に延期された場合：チケットの保有者は、延期された
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試合を元のチケットで観戦することができます。

b) if the match is postponed to a different date at another venue, the Ticket will be 
cancelled and refunded as soon as possible to the BUYER.
試合が他会場で別の日に延期された場合、チケットはキャンセルされ、購入者に速やかに払
い戻されます。

13.5. Matches played behind closed doors or with limited capacity - 密室で行われる試合
や収容人数が制限される試合

If a match is played behind closed doors or with a limited audience pursuant to a decision
taken by FRANCE 2023 and RWCL, whatever the reason for this, the HOLDER’s Ticket
may be refunded provided that the BUYER requests this from the official agent within
fifteen working days following the originally planned date of the match. The refund will be
issued to the BUYER, within six months following the event.
フランス 2023 とRWCLの決定により、試合が非公開で行われる場合、または観客が制限される場
合、その理由の如何を問わず、購入者が当初予定していた試合日から 15営業日以内に公式エージェ
ントに申し出れば、保有者のチケットは払い戻されることがあります。払い戻しは、試合終了後
6 ヶ月以内に購入者に行われます。

13.6. Cancellation - キャンセルについて

If a match is cancelled outright, the HOLDER’s Ticket will be refunded provided that the
BUYER requests this from the official agent within forty-five working days following the
originally scheduled date of the final Rugby World Cup 2023 match. In case of outright
cancellation of Rugby World Cup 2023 as a whole, the Ticket will be refunded provided
that the BUYER requests this within forty-five working days following the date on which
the cancellation of Rugby World Cup 2023 was made public and brought to the BUYER’s
attention. The refund will be issued to the BUYER, , within six months following the event.
試合が全面的に中止された場合、購入者がラグビーワールドカップ 2023 の最終試合の予定日から
45営業日以内に公式エージェントに要請すれば、保有者のチケットは払い戻されます。ラグビー
ワールドカップ 2023 が全面的に中止となった場合、ラグビーワールドカップ 2023 の中止が公表
され、購入者の目に留まった日から 45営業日以内に購入者が申し出れば、チケットは払い戻されま
す。払い戻しは、イベント終了後 6カ月以内に、購入者に行われます。

14. CLAIMS - クレーム

Any claim regarding billing will only be considered if it is raised within forty-five working
days following the scheduled date of the final match of the Tournament. The BUYER
may contact the Customer
請求に関するクレームは、大会の最終試合の予定日から 45営業日以内に提起された場合のみ、考慮
されます。購入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、購入者に連絡することができます。

Service unit of FRANCE 2023 or of the official agent, where applicable, if they have any
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questions or issues.
FRANCE 2023 のサービス部門、または該当する場合、公式代理店のサービス部門は、質問や問題
がある場合、それを行うことができます。

If any provisions of these T&Cs are deemed inapplicable, for any reason, by a court or an
authority that has jurisdiction, the other remaining provisions will remain fully in force, in
accordance with the intention of the parties.
本利用規約のいずれかの条項が、理由の如何を問わず、管轄権を有する裁判所または当局により適
用不可能とみなされた場合でも、その他の残りの条項は、当事者の意図に従って、完全に効力を有
するものとします。

The French version of these T&Cs is the only authentic and authoritative version.
本利用規約のフランス語版は、唯一の真正かつ権威ある版です。

They are accessible at the following URL:
以下のURLからアクセス可能です。
 https://hospitality2023.rugbyworldcup.com/tickets-terms- and-conditions-for-official-
hospitality/

15. APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES - 準拠法および紛争の解決

These T&Cs are governed by and interpreted in accordance with French law.
本 T&C は、フランス法に準拠し、同法に従って解釈されます。

Any dispute in connection with the purchase or the use of a Ticket must be brought to
the attention of the official agent involved by registered post.
チケットの購入または使用に関連して紛争が生じた場合は、書留郵便で関係官公庁に通知する必要
があります。

In accordance with article L. 612-1 of the French Consumer Code, in case of a dispute,
the BUYER may resort, free of charge, to the mediation service of AME Conso, which
FRANCE 2023 is registered with, in a bid to reach an amicable settlement:
フランス消費法典 L.612-1 に従い、紛争が生じた場合、購入者は、FRANCE 2023 が登録する
AME Conso の調停サービスを無料で利用し、友好的な解決を図ることができるものとします。

- via the Internet at the following URL: 
https://www.mediationconso-ame.com/demande-de- mediation-ame.html
インターネットを通じて、https://www.mediationconso-ame.com/demande-de- 
mediation-ame.html にアクセスしてください。

- or by post: AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 Paris, France.
または郵送にて。AME Conso, 11 place Dauphine, 75001 Paris, France.
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Any dispute  arising  from the  application  or the  interpretation  of  these T&Cs,  and in
general, any dispute in connection with the purchase or the use of the Tickets, must be
brought before the French courts.
本規約の適用または解釈に起因する紛争、および一般的にチケットの購入または使用に関連する紛
争は、フランスの裁判所に提起されなければなりません。
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