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1.APPLICATION AND ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS
お申し込みと規約のご承諾

These Terms and Conditions govern and apply to (i) all our services directly or indirectly (through us 
or our Event Partners and Sellers) made available online, through any mobile device, by e-mail or by 
telephone; (ii) the use of our WebApp and accessing the Marketplace established and operated by 
DAIMANI; and (iii) the services provided by DAIMANI to Event Partners and Sellers intending to 
advertise, market, sell and/or promote (as applicable) their products and service on the Marketplace.
本規約は、(i)オンライン、モバイルデバイス、電子メールまたは電話を通じて直接的または間接的に利用可能と
なる当社の全てのサービス、(ii)当社のウェブアプリケーションの使用および DAIMANI が設立・運営するマー
ケットプレイスへのアクセス、および(iii)マーケットプレイス上での製品およびサービスの広告、マーケティン
グ、販売および/またはプロモーション（場合により）を意図するイベントパートナーおよびセラーに対して
DAIMANI が提供するサービスに適用し、規定するものです。

By accessing, browsing, using or visiting the WebApp, by accessing the Marketplace and/or by 
submitting an Order on the Marketplace, You agree to have read, understood and accepted to be 
irrevocably and unconditionally bound by, and undertake to follow and comply with, these Terms and 
Conditions and all applicable laws and regulations governing the WebApp and the Marketplace.
お客様は、WebApp へのアクセス、閲覧、使用または訪問、マーケットプレイスへのアクセスおよび/または
マーケットプレイスでのオーダーの送信により、本規約および WebApp およびマーケットプレイスに関するす
べての適用条件を読み、理解し、取消不能かつ無条件に制約されることを受け入れ、これらに従うことに同意し
たものとみなされます。

DAIMANI reserves the right to change, specify, enhance and/or modify these Terms and Conditions 
at any time and at its sole discretion. Any such updated version of these Terms and Conditions will 
become legally effective immediately upon posting of the changed, specified, enhanced and/or 
modified version of these Terms and Conditions on the WebApp without personal notification to the 
User being necessary. Each User agrees to accept and comply with any updated version of these 
Terms and Conditions. To that end, the Users undertake to periodically check for updates to the 
Terms and Conditions.
DAIMANI は、独自の判断により、本規約を随時変更、規定、強化、修正する権利を有します。本規約の更新
は、変更後の本規約をウェブアプリに掲載した時点で直ちに法的効力を持つものとし、ユーザーへの個別通知は
不要です。各ユーザーは、本規約の更新版を受け入れ、これを遵守することに同意するものとします。そのた
め、ユーザーは、定期的に本規約の更新を確認するものとします。

2. INTRODUCTION　はじめに

Welcome to the Marketplace established by DAIMANI!
DAIMANI マーケットプレイスへようこそ!

We operate this online Marketplace where we provide our Event Partners and Sellers the opportunity
to promote, market and sell their Hospitality Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services
and invite Registered Users and Guest Users to place, via this Marketplace, their offer to purchase 
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the Hospitality Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services of their liking.
当社は、イベントパートナーおよび販売者に、ホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよび
付帯サービスのプロモーション、マーケティングおよび販売の機会を提供し、登録ユーザーおよびゲストユー
ザーが本マーケットプレイスを通じて、希望するホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよ
び付帯サービスを購入するためのオファーを出すよう求めるために、本オンラインマーケットプレイスを運営し
ます。

By advertising, marketing, selling and/or promoting their Hospitality Packages, Tour Operator 
Services and Ancillary Services via this Marketplace, Event Partners and Sellers (as applicable) 
represent that all information that disclosed by them on this Marketplace is accurate, complete and 
correct. Event Partners and Sellers acknowledge that DAIMANI, providing intermediary services only, 
is not responsible, and does not assume any liability, for any information regarding their products 
and services that is displayed on this Marketplace and does not verify the accuracy, completeness 
and/or correctness of such information.
イベントパートナー及び販売者は、本マーケットプレイスを通じてホスピタリティパッケージ、ツアーオペレー
ターサービス及び付帯サービスの広告、マーケティング、販売及びプロモーションを行うことにより、本マー
ケットプレイスに開示する全ての情報が正確、完全かつ正確であることを表明するものとします。イベントパー
トナーおよび販売店は、DAIMANI が仲介サービスのみを提供し、本マーケットプレイスに表示される自らの製
品およびサービスに関するいかなる情報に対しても責任を負わず、またかかる情報の正確性、完全性または正し
さを確認しないことを了承するものとします。

By  purchasing  Hospitality  Packages,  Tour  Operator  Services  and/or  Ancillary  Services  via  this
Marketplace pursuant to the processes defined in these Terms and Conditions, Registered Users and
Guest Users enter into a direct,  legally binding, contractual relationship with an Event Partner or
Seller (as applicable). DAIMANI acts solely as an intermediary between You and the Event Partners or
Sellers (as applicable). We provide the necessary information in respect to the Hospitality Packages,
Tour Operator Services and/or Ancillary Services of Your interest, transmit the details of Your Offer
to the relevant Event Partner or Seller and send You a confirmation e-mail for, and on behalf of, the
relevant Event Partner or Seller in case of their acceptance. Except as explicitly identified otherwise
on the relevant Event Page, DAIMANI itself does not (re)sell, offer or provide any product or service.
In no case, DAIMANI itself acts as Organiser of Events, as Tour Operator or as Ancillary Service
Provider.
登録ユーザーおよびゲストユーザーは、本規約に定める手続きに従い、本マーケットプレイスを通じてホスピタ
リティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよび/または付帯サービスを購入することにより、イベント
パートナーまたは販売者（該当する場合）と直接的かつ法的拘束力のある契約関係を締結することになりま
す。DAIMANI は、ユーザーとイベントパートナーまたはセラー（以下「販売者」といいます）との間の仲介を
行うのみであり、ユーザーとイベントパートナーまたはセラー（以下「販売者」といいます）との間の仲介
は、DAIMANI が行います。当社は、お客様が希望するホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービ
ス及び／又は付帯サービスに関する必要な情報を提供し、お客様の申込みの詳細を関連するイベントパートナー
又は販売者に送信し、関連するイベントパートナー又は販売者が承諾した場合には、当該イベントパートナー又
は販売者に代わり、お客様に確認メールを送ります。DAIMANI は、当該イベントページにおいて明示的に特定
される場合を除き、いかなる商品またはサービスの販売（再販売）、提供または役務の提供を行いません。ま
た、DAIMANI自身がイベントの主催者、ツアーオペレーター、付帯サービス業者となることはありません。

When rendering our intermediary services, all information that we disclose on this Marketplace is 
based on information provided to us by the relevant Event Partner or Seller. As such, the Event 
Partners and Seller are fully responsible for all information that is displayed on this Marketplace. 
Although we will use reasonable skill and care in performing our intermediary services, we will not 
verify if, and cannot guarantee that, all such information is accurate, complete or correct, nor can 
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we be held responsible for any errors (including manifest and typographical errors), any 
interruptions (whether due to any (temporary and/or partial) breakdown, repair, upgrade or 
maintenance of our Marketplace or otherwise), inaccurate, misleading or untrue information or non- 
delivery of information. Each Event Partner and Seller remains solely responsible at all times for the 
accuracy, completeness and correctness of the descriptive information, including the 
rates/fees/prices, policies & conditions and availability, that is displayed on our Marketplace. Save as 
explicitly set out otherwise on the relevant Event Page, our Marketplace does not constitute and 
should not be regarded as a recommendation or endorsement of DAIMANI with respect to the 
quality, service level, qualification or rating of the Hospitality Packages, Tour Operator Services 
and/or Ancillary Services made available by any Event Partner or Seller on this Marketplace.
当社が仲介業務を行うにあたり、本マーケットプレイスで公開する情報は、当該イベントパートナーまたは販売
者から当社に提供された情報に基づいています。従って、本マーケットプレイスに掲載される全ての情報につい
ては、イベントパートナー及び販売者が全責任を負うものとし、当社は、イベントパートナー及び販売者に対
し、本マーケットプレイスに掲載される全ての情報を提供するものとします。当社は、仲介サービスを行うにあ
たり、合理的な技術と注意を払いますが、かかる情報がすべて正確、完全または正しいかどうかを検証せず、ま
た保証しません。当社は、いかなるエラー（明白なエラーおよび誤植を含む）、中断（当社マーケットプレイス
の故障、修理、アップグレードまたはメンテナンスによるか否かにかかわらず）、不正確、誤解を招くまたは真
実ではない情報または情報の不達について責任を負わないものとします。各イベントパートナー及び販売者は、
当社マーケットプレイスに表示されるレート/料金/価格、ポリシー及び条件並びに利用可能性を含む記述情報の
正確性、完全性及び正しさについて、常に単独で責任を負うものとします。関連するイベントページで明確に規
定されている場合を除き、当マーケットプレイスは、当マーケットプレイス上でイベントパートナーまたは販売
者が提供するホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよび/または付帯サービスの品質、
サービスレベル、資格または格付けに関して DAIMANI が推薦または推奨するものではありませんし、そう見な
されるものではありません。

3. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS　定義と解釈

3.1. In these Terms and Conditions, the following words shall have the following meanings and are 
defined as follows:
本規約において、次の語句はそれぞれ次の意味を有し、次のように定義されます。

“Accepted Card“ means a credit or debit card accepted by the Event Partner or Seller for the 
payment of the Price.
「利用可能なカード」とは、イベントパートナーまたは販売者が代金支払のために認めたクレジットカードまた
はデビットカードをいいます。

“Ancillary Service Provider" means a legal entity, other than DAIMANI or a DAIMANI Affiliate, that is 
identified on the relevant Event Page as party providing Ancillary Services which are sold directly by 
the Ancillary Service Provider as Seller or through a third-party Seller contracted to the Ancillary 
Service Provider.
「付帯サービス提供者」とは、DAIMANI及び DAIMANI関連会社以外の法人で、付帯サービス提供者が販売者
として直接又は付帯サービス提供者と契約した第三者売主を通じて販売する付帯サービスの提供者として当該イ
ベントページ上に記載される法人をいいます。

“Ancillary Services" means any goods and/or services, other than Tour Operator Services, in 
connection with an Event that are provided by an Ancillary Service Provider and advertised, 
marketed, sold and/or promoted via the Marketplace to Registered Users and Guest Users. Ancillary
Services may include travel/event insurance services, items of merchandise and further goods and 
services relating to an Event or Event Series.
「付帯サービス」とは、ツアーオペレーターサービスを除く、イベントに関連する商品および/またはサービス
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のうち、付帯サービス提供者が提供し、登録ユーザーおよびゲストユーザーに対してマーケットプレイスを通じ
て広告、マーケティング、販売、およびプロモーションされるものをいいます。付帯サービスには、イベントま
たはイベントシリーズに関連する旅行/イベント保険サービス、商品アイテム、およびその他の商品およびサー
ビスが含まれる場合があります。

“Applicable Exchange Rate” means the exchange rate applied by DAIMANI for the conversion of 
funds from the Invoicing Currency to the Selected Payment Currency.
「適用為替レート」とは、請求書発行通貨から選択支払通貨への変換のために DAIMANI が適用する為替レート
をいいます。請求書発行通貨から選択された支払通貨への変換に適用される為替レートをいいます。

“Application Process” means the online application process established on the Marketplace or further
application process as determined by DAIMANI, a DAIMANI Affiliate, an Event Partner or Seller under 
which a Registered User or Guest User, directly or through a Hospitality Sales Agent referring the 
Customer to DAIMANI or a DAIMANI Affiliate, applies for the purchase of Hospitality Packages or 
Event Services.
「申込手続」とは、登録ユーザー又はゲストユーザーが、直接又はお客様を DAIMANI又は DAIMANI関連会社
に紹介する接客販売業者を通じて、「ホスピタリティパッケージ」又は「イベントサービス」の購入を申し込
む、マーケットプレイスに設けられたオンライン申込手続又は DAIMANI、DAIMANI関連会社、イベントパート
ナー若しくは販売者が定めるさらなる申込手続を意味します。

“Bad Weather Impact” means the suspension, cancellation or postponement to another calendar 
day of an outdoor Event or a Session, due to unfavourable meteorological conditions which 
prevent the practice of the outdoor Event on the scheduled Event day but do not cause the 
closure of the Venue or the Hospitality Facility to the public.
「悪天候による影響」とは、予定されたイベント当日の屋外イベントの実施を妨げるが、会場又はホスピタリ
ティ施設の一般への閉鎖を引き起こさない悪天候による屋外イベント又はセッションの中断、中止又は他の暦
日への延期を意味します。

“Confirmation of Purchase” means the written confirmation issued by the Event Partner, the Seller or 
by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate on behalf of the Event Partner or Seller, communicating the Event
Partner’s or Seller’s acceptance of the Order submitted by the Registered User or Guest User.
「購入確認書」とは、イベントパートナー、販売者、またはイベントパートナーもしくは販売者に代わって
DAIMANIもしくは DAIMANI関連会社が発行する、登録ユーザーまたはゲストユーザーからの注文をイベント
パートナーまたは販売者が承諾したことを伝える確認書を意味します。

“Customer” means any natural person or legal entity, being a Registered User or a Guest User, 
who places an Order to purchase, or purchases, a Hospitality Package from an Event Partner or 
Event Services from a Seller.
「お客様」とは、登録ユーザーまたはゲストユーザーであって、イベントパートナーからのホスピタリティ
パッケージまたは販売者からのイベントサービスの購入を発注し、または購入した自然人または法人を意味し
ます。

“DAIMANI / we / our / us” means DAIMANI AG with business seat at Bleicherweg 10 in 8002 Zurich, 
Switzerland.
「DAIMANI / 我々 / 我々の / 我々」とは、DAIMANI AG（所在地：Bleicherweg 10, 8002 Zurich, 
Switzerland）を指します。

“DAIMANI Affiliate” means a legal entity, other than DAIMANI, that is (i) a member of the DAIMANI 
group of companies; or (ii) completely, or partially, owned or controlled by, controlling or under 
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common control with, DAIMANI, including a special purpose entity established for a dedicated Event, 
and which may be identified on the relevant Event Page as legal entity acting as Event Partner in a 
Resale Transaction or on the Event Partner’s behalf in a Referral Transaction.
「DAIMANI関連会社」とは、DAIMANI以外の法人で、(i)DAIMANI グループのメンバー、(ii)DAIMANI が完全
または部分的に所有または支配し、支配し、または共通の支配下にあり、専用イベントのために設立された特別
目的組織を含み、再販取引におけるイベントパートナーとしてまたは紹介取引においてイベントパートナーの代
理を務める法人として関連イベントページで識別されることがある法人を意味します。

“Digital DAIMANI Ticket” means an electronic Ticket that may be issued by an Event Partner, 
DAIMANI, a DAIMANI Affiliate or an Organiser, granting the Customer and its Guests direct access to
Hospitality Services or which may be exchanged at a check-in point of a Venue for a Ticket and/or 
Hospitality Access Pass granting the Customer and its Guest access to the Hospitality Facility and 
the Hospitality Services. It remains at the discretion of the Event Partner, DAIMANI, a DAIMANI 
Affiliate or an Organiser to issue a Digital DAIMANI Ticket.
「デジタル DAIMANI チケット」とは、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社または主催者が発
行する、お客様及びそのゲストに直接ホスピタリティサービスを提供する電子チケット、または会場のチェック
インカウンターでお客様及びそのゲストに施設及びホスピタリティサービスを提供するチケット及びホスピタリ
ティパスと交換することができる電子チケットを意味します。デジタル DAIMANI チケットの発行は、イベント
パートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、主催者の裁量に委ねられるものとします。

“Deferred Payment” means the payment by a Customer of the Price after the Order has been placed.
「後払い」とは、注文後にお客様が代金を支払うことをいいます。

“Event” means an entertainment, sports, theatrical, music or other event, or separable part thereof, 
such as a Session, as specified on the relevant Event Page, in respect of which an Event Partner has 
the right to sell Hospitality Packages or a Seller wishes to sell Event Services. An Event may be 
embedded in a competition or series of multiple events. Multiple Events may be packaged or 
combined in an Event Series.
「イベント」とは、イベントパートナーがホスピタリティパッケージを販売する権利を有し、または販売者がイ
ベントサービスを販売することを希望する、関連イベントページで指定されたエンターテイメント、スポーツ、
演劇、音楽その他のイベント、またはセッションなどの分離可能な部分を意味します。イベントは、コンペティ
ションまたは複数のイベントのシリーズに組み込まれることがあります。複数のイベントは、イベントシリーズ
としてパッケージ化され、または組み合わされることがあります。

“Event Authority” means any individual, private entity or governmental authority, including the 
Organiser and the Venue Operator, responsible for safety and security in connection with the hosting
of an Event and/or the operation of a Venue, including the employees, volunteers, agents, 
representatives, officers and directors of such entities.
「イベント当局」とは、主催者および会場運営者を含む、イベントの主催および／または会場の運営に関連して
安全およびセキュリティに責任を負う個人、民間団体または政府当局をいい、当該団体の従業員、ボランティ
ア、代理人、代表者、役員および取締役を含みます。

“Event Page” means a subpage of the Marketplace dedicated to the advertising, marketing, sale 
and/or promotion by an Event Partner or Seller of Hospitality Packages and/or Event Services for a 
specific Event, Session or Event Series.
「イベントページ」とは、イベントパートナー又は販売者による特定のイベント、セッション又はイベントシ
リーズに関するホスピタリティパッケージ又はイベントサービスの広告、マーケティング、販売及びプロモー
ション専用のマーケットプレイスのサブページを意味します。
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“Event Partner” means the legal entity identified on the relevant Event Page as the legal entity  selling,
in its own name and own behalf, a Hospitality Package and becoming party of the Sales Agreement.
Event Partner may include DAIMANI, a DAIMANI Affiliate, the Organiser or Venue Operator.
「イベントパートナー」とは、自己の名において、自己のために「ホスピタリティパッケージ」を販売し、販売
契約の当事者となる法人として、当該イベントページにおいて特定される法人をいいます。イベントパートナー
には、DAIMANI、DAIMANI関連会社、主催者又は会場運営者が含まれることがあります。

“Event Series” means a package or combination of multiple Events which may be embedded in a 
competition or series of Events, such as multiple individual matches of the same competition, 
multiple concerts or cultural acts, held or organised separately and accessible by use of multiple 
Tickets or Ticket strips, as defined in the sole discretion by the Event Partner or Organiser in its 
Event Terms and as described on the relevant Event Page.
「イベントシリーズ」とは、イベントパートナーまたは主催者が独自の裁量でイベント規約に定義し、関連する
イベントページに記載した、複数のチケットまたはチケット半券の使用によってアクセスできる、別々に開催ま
たは組織された、同じ競技の複数の個人戦、複数のコンサートまたは文化的行為など、競技または一連のイベン
トに組み込まれることがある、パッケージまたは一連のイベントを指します。

“Event Services” means collectively Tour Operator Services and all Ancillary Services sold by a Seller 
via the Marketplace.
「イベントサービス」とは、販売者がマーケットプレイスを通じて販売するツアーオペレーターサービスおよび
付帯するすべてのサービスを総称していいます。

“Event Terms” means collectively all terms and conditions, regulations, directives and/or decisions, as
amended from time to time, of the Event Partner, the Organiser, the Venue Operator or any other 
Event Authority which are applicable with respect to an Event or are binding and enforceable against
Ticket Holders, Hospitality Access Pass Holders and further individuals attending the Event. Event 
Terms may include Hospitality Sales Regulations, Ticket Terms and/or Venue Rules.
「イベント規約」とは、イベントパートナー、主催者、会場運営者またはその他のイベント当局の、イベントに
関して適用され、またはチケットホルダー、ホスピタリティ・アクセス・パスホルダーおよびイベントに参加す
るその他の個人に対して拘束力と強制力を持つ全ての規約、規則、指令および/または決定（随時改正される）
の総称を意味します。イベント規約には、ホスピタリティ販売規約、チケット規約および/または会場規則が含
まれる場合があります。

“Event Partner Agreement” means the agreement between DAIMANI and the Event Partner governing
their contractual relationship.
「イベントパートナー契約」とは、DAIMANI とイベントパートナーとの間の契約関係を定める契約をいいま
す。

“Gift Card” means a voucher issued by DAIMANI which can be used by its holder to pay for a 
Hospitality Package or Event Services in a certain amount.
「ギフトカード」とは、DAIMANI が発行するバウチャーで、保有者がホスピタリティパッケージまたはイベン
トサービスの支払いに一定額以上使用できるものをいいます。

“Gift Cards Currency” means the currency in which a Gift Card is issued by DAIMANI.
「ギフトカード通貨」とは、DAIMANI が発行するギフトカードの通貨をいいます。

“Guest” means any individual invited by the Customer and to whom the Customer provides a 
Hospitality Package or Event Services.
「ゲスト」とは、お客様が招待し、お客様がホスピタリティパッケージまたはイベントサービスを提供する個人
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を意味します。

“Guest User” means any User, not being a Registered User Account who applies for the purchase 
of, or purchases, Hospitality Packages or Event Services via a Guest Checkout.
「ゲストユーザー」とは、登録ユーザーアカウントではなく、ゲストチェックアウトを通じてホスピタリティ
パッケージまたはイベントサービスの購入を申込み、または購入したユーザーを意味します。

“Guest Checkout” means the application for purchase, or purchase, of Hospitality Packages or Event 
Services by a Guest User.
「ゲストチェックアウト」とは、ゲストユーザーによる「ホスピタリティパッケージ」または「イベントサービ
ス」の購入の申し込み、または購入を意味します。

“Hospitality Access Pass” means the pass, invitation, badge, wristband, other physical device or 
electronic individual medium issued by an Event Partner or Organiser which grants its holder access 
to the Hospitality Facility.
「ホスピタリティ・アクセス・パス」とは、イベント・パートナーまたは主催者が発行するパス、招待状、バッ
ジ、リストバンド、その他の物理的装置または電子的個別媒体をいい、その所持者にホスピタリティ施設へのア
クセスを許可するものをいいます。

“Hospitality Access Pass Holder” means any individual who purchases, holds or uses a Hospitality 
Access Pass.
「ホスピタリティ・アクセス・パスホルダー」とは、ホスピタリティ・アクセス・パス を購入、保有または使用
する個人を意味します。

“Hospitality Facility” means any type location at, or nearby, the Venue as determined by the 
Organiser for the provision of certain Hospitality Services comprised in a Hospitality Package, 
including Skyboxes, collective compartments or other hospitality facilities, and to which access is 
granted to holders of a Hospitality Access Pass.
「ホスピタリティ施設」とは、ホスピタリティ・パッケージに含まれる特定のホスピタリティ・サービスを提供
するために主催者が決定した、会場内または会場付近のあらゆる種類の場所をいい、スカイボックス、集合コン
パートメントまたはその他のホスピタリティ施設を含み、ホスピタリティ・アクセス・パスの保有者にアクセス
が許可されるものとします。

“Hospitality Package” means a hospitality package that is advertised, marketed, sold and/or 
promoted by an Event Partner via the Marketplace and is created by an Organiser or Event Partner, 
comprising (i) either a Ticket and the provision of certain additional Hospitality Services at a 
Hospitality Facility in connection with an Event or a Session; (ii) or certain Hospitality Services in 
connection with an Event or a Session on a standalone basis. In case of an Event Series, a Hospitality
Package may be part of a special product containing Hospitality Packages to a package or 
combination of multiple Events.
「ホスピタリティパッケージ」とは、イベントパートナーがマーケットプレイスを通じて広告、マーケティン
グ、販売及び/又はプロモーションを行い、主催者又はイベントパートナーが作成した、(i)チケットとイベント又
はセッションに関連したホスピタリティ施設での特定の追加ホスピタリティサービスの提供、(ii) 又はイベント
又はセッションに関連して単独で行われた特定のホスピタリティサービスのいずれかを含むホスピタリティパッ
ケージを指します。イベントシリーズの場合、ホスピタリティパッケージは、複数のイベントのパッケージまた
は組み合わせに対するホスピタリティパッケージを含む特別商品の一部となる場合があります。

“Hospitality Sales Agent” means any third-party appointed by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate to 
provide certain services in connection with the sale of Hospitality Packages and Ancillary Services in 
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certain territories.
「ホスピタリティ販売代理店」とは、特定の地域におけるホスピタリティパッケージ及び付帯サービスの販売に
関連する特定のサービスを提供するために、DAIMANI又は DAIMANI関連会社が指名する第三者を意味しま
す。

“Hospitality Sales Regulations” means the standard terms and conditions for the sale and use of 
Hospitality Packages issued by an Event Partner as amended from time to time.
「ホスピタリティ販売規約」とは、イベントパートナーが発行するホスピタリティパッケージの販売及び利用に
関する標準規約で、随時改正されるものをいいます。

“Hospitality Services” means any services, products and/or further benefits being provided as part of
a Hospitality Package, including catering, reception, hostesses, entertainment services or in respect 
of the Event.
「ホスピタリティサービス」とは、ケータリング、レセプション、ホステス、エンターテイメントサービス、ま
たはイベントに関するものなど、ホスピタリティパッケージの一部として提供されるサービス、製品、さらなる
特典を意味します。

“Instant Payment“ means the securely processed payment by a Customer of the Price through our 
payment service provider at the time when the Order is placed.
「即時支払い」とは、注文がなされた時点で、当社のペイメント・サービス・プロバイダーを通じて、お客様に
よる代金の支払いが安全に処理されることをいいます。

“Invoicing Currency” means the currency in which the Event Partner or Seller issues the invoice.
「請求書発行通貨」とは、イベントパートナーまたは販売者が請求書を発行する通貨をいいます。

“Marketplace” means the online sales facility and marketplace established by DAIMANI which is 
accessible via the WebApp on which Hospitality Packages and Event Services are advertised, 
marketed, sold and/or promoted.
「マーケットプレイス」とは、DAIMANI が設置するオンライン販売施設及びマーケットプレイスで、ホスピタ
リティパッケージ及びイベントサービスの広告、マーケティング、販売及び/又はプロモーションを行うウェブ
アプリケーションからアクセス可能なものをいいます。

“Order” means the binding offer by a Customer to purchase the selected Hospitality Packages from 
an Event Partner or the selected Event Services from a Seller.
「注文」とは、お客様がイベントパートナーから選択されたホスピタリティパッケージを購入すること、または
販売者から選択されたイベントサービスを購入することに対する拘束力のある申し出を意味します。

“Order Confirmation” means the e-mail issued by DAIMANI acknowledging receipt of the Order.
「注文確認書」とは、注文の受領を確認するために DAIMANI が発行する電子メールをいいます。

“Organiser” means a person or entity organising an Event, which may be the Venue Operator or any 
other person or entity such as a promoter, producer, artist, sporting team or record label holding the
rights to an Event.
「主催者」とは、イベントを組織する個人または団体を意味し、会場運営者、またはイベントの権利を有するプ
ロモーター、プロデューサー、アーティスト、スポーツチーム、レコード会社などのその他の個人または団体で
ある場合があるものとします。

“Price” means the aggregate price of a Hospitality Package or an Event Service as detailed on the 
relevant Event Page or as otherwise notified by the Event Partner or Seller as part of the 
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Confirmation of Purchase;
「価格」とは、関連するイベントページに詳述されている、または購入確認書の一部としてイベントパートナー
もしくは販売者から別途通知される、ホスピタリティパッケージまたはイベントサービスの合計価格を意味しま
す。

“Prize Draw” means a prize draw conducted by DAIMANI according to these Terms and Conditions in 
which Registered Users obtain a random chance to win a Hospitality Package or further price 
determined by DAIMANI.
「抽選」とは、本規約に基づき DAIMANI が実施する、登録ユーザーが DAIMANI が定める金額以上の「ホスピ
タリティパッケージ」を獲得するためのランダムな機会を得るための抽選を意味します。

“Privacy Policy” means the policy set out at https://www.daimani.com/privacy issued by DAIMANI as 
amended from time to time that explains and governs the ways DAIMANI gathers, uses, discloses, 
and manages Your data, including personal data
「プライバシーポリシー」とは、DAIMANI のウェブサイト に記載されているポリシーで、DAIMANI が個人情
報を含むお客様のデータを収集、利用、開示、管理する方法を説明し、管理するものです（随時変更されま
す）。

“Purchase Confirmation” means an e-mail confirming the conclusion of the Sales Agreement or 
Service Agreement.
「購入確認書」とは、販売契約またはサービス契約の締結を確認するための電子メールをいいます。

“Referral Transaction” means the referral of the sale of Hospitality Packages or Event Services by 
DAIMANI or a DAIMANI Affiliate to a third-party Event Partner (in case of the sale of Hospitality 
Services) or Seller (in case of the sale of Event Services) as identified on the relevant Event Page.
「紹介取引」とは、DAIMANI または DAIMANI関連会社が、当該イベントページで特定される第三者のイベン
トパートナー（ホスピタリティサービスの販売の場合）または販売者（イベントサービスの販売の場合）に、ホ
スピタリティパッケージまたはイベントサービスの販売を紹介することをいいます。

“Registered User” means a User holding a User Account.
「登録ユーザー」とは、ユーザーアカウントを保有するユーザーを意味します。

“Resale Transaction” means the resale of Hospitality Packages or Event Services by DAIMANI or a 
DAIMANI Affiliate as identified on the relevant Event Page, in respect of which DAIMANI or a 
DAIMANI Affiliate act as Event Partner (in case of the sale of Hospitality Services) or Seller (in case 
of the sale of Event Services).
「再販取引」とは、DAIMANI または DAIMANI 関連会社がイベントパートナー（「ホスピタリティサービス」
の販売の場合）または販売者（「イベントサービス」の販売の場合）となり、イベントページに記載されている
DAIMANI または DAIMANI 関連会社が「ホスピタリティパッケージ」または「イベントサービス」を再販売す
ることをいいます。

“Sales Agreement” means a legally binding agreement for the sale of Hospitality Packages that is 
entered into between the Event Partner and the Customer.
「販売契約」とは、イベントパートナーとお客様との間で締結される、「ホスピタリティパッケージ」の販売に
関する法的拘束力を有する契約をいいます。

“Sales Terms” means the terms and conditions contained in Section 5 applying to, and governing, all 
offerings and sales of Hospitality Packages through the Marketplace.
「販売条件」とは、マーケットプレイスを通じたホスピタリティパッケージのすべての提供および販売に適用さ
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れ、管理される、第 5 条に含まれる条件を意味します。

“Seat” means an individual sitting position within a designated seat block located at a Venue with a 
view onto the pitch, court or stage (as applicable) of an Event.
「座席」とは、会場に設置された指定された座席ブロック内の個々の座席で、イベントのピッチ、コートまたは
ステージ（該当する場合）を見渡すことができるものをいいます。

“Selected Payment Currency” means the currency in which a Customer chooses to see the prices on 
the WebApp and on the checkout pages
「選択された支払通貨」とは、お客様がウェブアプリケーション及びチェックアウトページで価格を表示するた
めに選択した通貨を意味します。

“Seller” means the legal entity identified on the relevant Event Page as the legal entity selling, in its 
own name and own behalf, Tour Operator Services or Ancillary Services and becoming party of the 
Service Agreement. Seller may include Tour Operators or Ancillary Service Providers selling their 
Tour Operator Services or Ancillary Services directly.
「販売者」とは、ツアーオペレーターサービスまたは付帯サービスを自己の名で販売し、サービス契約の当事者
となる法人として、関連するイベントページで特定される法人を意味します。販売者には、ツアーオペレーター
サービスまたは付帯サービスを直接販売するツアーオペレーターまたは付帯サービスプロバイダーが含まれる場
合があります。

“Seller Agreement” means the agreement between DAIMANI and the Seller governing their 
contractual relationship.
「販売者契約」とは、DAIMANI と販売者との契約関係を規定する契約をいいます。

“Seller Regulations” means the standard terms and conditions for the sale and provision of Event 
Services issued by a Seller as amended from time to time.
「販売者規定」とは、販売者が発行するイベントサービスの販売および提供に関する標準約款で、随時改正され
るものをいいます。

“Service Agreement” means a legally binding agreement between the Seller and the Customer for the
sale and provision of Event Services.
「サービス契約」とは、イベントサービスの販売及び提供に関する販売者とお客様との間の法的拘束力を有する
契約をいいます。

“Service Terms” means the terms and conditions contained in Section 6 applying to, and governing, 
all offerings and sales of Ancillary Services through the Marketplace.
「サービス規約」とは、マーケットプレイスを通じた付帯サービスのすべての提供および販売に適用され、管理
される、第 6 条に含まれる規約を意味します。

“Session” means a separable part of an Event, such as multiple matches, concerts or cultural acts, all 
consecutively held or organised together in the same Venue during the same Event day and 
accessible by use of one single Ticket, as defined in the sole discretion by the Event Partner or 
Organiser in its Event Terms and as described on the relevant Event Page.
「セッション」とは、イベントパートナーまたは主催者が独自の裁量でイベント規約に定義し、関連するイベン
トページに記載した、同じイベント日に同じ会場で連続して開催または組織され、1枚のチケットでアクセスで
きる複数の試合、コンサートまたはカルチャーアートのような、イベントの分離可能な部分を意味します。

“Terms and Conditions” means these terms and conditions issued by of DAIMANI as amended from 
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time to time.
「本規約」とは、DAIMANI が発行し、適宜改訂される本規約を意味します。

“Ticket” means a ticket or other type of evidence, including paper tickets, electronic tickets, mobile 
tickets and further access devices that an Organiser issues to grant Ticket Holders access to an 
Event, or a part thereof such as a Session, in accordance with the applicable Event Terms.
「チケット」とは、適用されるイベント条件に従って、主催者がチケット保持者にイベントまたはセッションな
どのその一部へのアクセスを付与するために発行する、紙チケット、電子チケット、モバイルチケットおよびそ
の他のアクセス機器を含むチケットまたはその他の種類の証拠物を意味します。

“Ticket Holder” means any individual who purchases, holds or uses a Ticket.
「チケットホルダー」とは、チケットを購入し、保有し、または使用する個人をいいます。

“Ticket Terms” means the terms and conditions governing the sale and use of any Ticket for an 
Event that are issued by an Organiser or Venue Operator and may be amended from time to time. 
Ticket Terms are, among others, binding on, and enforceable against any Ticket Holder. Ticket Terms
may incorporate the Venue Rules.
「チケット規約」とは、主催者または会場運営者が発行するイベント用チケットの販売および使用に適用される
規約を意味し、適宜改訂されることがあります。チケット規約は、特に、チケット保有者を拘束し、チケット保
有者に対して強制力を持ちます。チケット規約は、会場規則を組み込んでいる場合があります。

“Tour Operator” means a legal entity, other than DAIMANI or a DAIMANI Affiliate, that is identified on 
the relevant Event Page as party providing Tour Operator Services which are sold directly by the 
Tour Operator as Seller or through a third-party Seller contracted to the Tour Operator.
「ツアーオペレーター」とは、DAIMANI及び DAIMANI関連会社以外の法人で、ツアーオペレーターが販売者
として直接又はツアーオペレーターと契約した第三者販売者を通じて販売するツアーオペレーターサービスを提
供する当事者として当該イベントページで明示された法人をいいます。

“Tour Operator Services” means any travel and accommodation services in connection with an Event 
or Event Series that are advertised, marketed, sold and/or promoted by a Seller via the Marketplace 
to Registered Users or Guest Users as Travel Bundle or as a separate service. Tour Operator 
Services may include ground and air transportation, accommodation or related services.
「ツアーオペレーターサービス」とは、イベントまたはイベントシリーズに関連する旅行サービスおよび宿泊
サービスで、マーケットプレイスを通じて販売者が登録ユーザーまたはゲストユーザーに対してまとめてパッ
ケージツアーとしてまたは個別のサービスとして広告、マーケティング、販売および／またはプロモーションを
行うものを意味します。ツアーオペレーターサービスには、地上交通機関、航空交通機関、宿泊施設または関連
サービスが含まれる場合があります。

“Travel Bundle” means the Customer booking a combination of:
「パッケージツアー」とは、お客様が次のものを組み合わせて予約することをいいます。

Hospitality Packages with one or more of the following separate Tour Operator Services:
ホスピタリティパッケージに、以下のツアーオペレーターサービスを別途 1 つ以上加えたもの。 

ground or air transport (e.g. flights, taxi, coach or train); and/or
地上または航空輸送（例：フライト、タクシー、コーチ、列車）、および／または

accommodation; provided that those separate Tour Operator Services are purchased together from 
a single visit to the Marketplace and are selected by a Customer via the Application Process and 
before any payment of the Price; or are advertised, sold or charged at an inclusive or total price; or 
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advertised or sold under the term “Travel Bundle” or a similar term; or
宿泊施設：ただし、それらの個別のツアーオペレーター・サービスが、マーケットプレイスへの 1回のアクセス
から一緒に購入され、お客様が申込手続きを通じて、料金の支払いの前に選択される場合、包括的または合計金
額で広告、販売または請求される場合、パッケージツアーまたは同様の用語の下で広告または販売される場合、
または

a Customer, having already purchased a Hospitality Package on standalone basis, decides to also 
book both Tour Operator Services (ground or air transport and/or accommodation) together 
provided that those Tour Operator Services are purchased with a single signed Order form and 
Confirmation of Purchase or are advertised, sold or charged at an inclusive or total price; or 
advertised or sold under the term “Travel Bundle” or a similar term.
お客様が既にホスピタリティパッケージを単独で購入した後、ツアーオペレーターサービス（地上または航空輸
送および/または宿泊施設）を一緒に予約することを決定した場合、それらのツアーオペレーターサービスが単
一の署名済み注文書および購入確認書により購入されているか、包括価格または合計価格で広告、販売または請
求されているか、パッケージツアーまたは同様の用語の下で広告または販売されていることが条件です。

“User / You / Your” means any person accessing the WebApp or the Marketplace, including 
Registered Users and Guest Users.
「ユーザー / お客様 / お客様の」とは、登録ユーザーおよびゲストユーザーを含む、ウェブアプリまたはマー
ケットプレイスにアクセスするすべての人を意味します。

“User Account” means the account of a Registered User on the WebApp.
「ユーザーアカウント」とは、ウェブアプリにおける登録ユーザーのアカウントを意味します。

“Venue” means the facilities, stadium, arena or further location where an Event is staged, including 
the Hospitality Facility.
「会場」とは、ホスピタリティ施設を含む、「イベント」が上演される施設、スタジアム、アリーナまたはその
他の場所をいいます。

“Venue Operator” means the entity or authority which is legally competent to represent, and act for 
and on behalf of, a Venue (i.e. meaning the owner and/or operator of the facilities, stadium, arena or 
further location where an Event is staged).
「会場運営者」とは、会場を代表し、会場のために行動する法的能力を有する団体又は当局（すなわち、施設、
スタジアム、アリーナ又はイベントが上演されるその他の場所の所有者及び／又は運営者を意味します）を意味
します。

“Venue Rules” means the terms and conditions governing the applicable safety, security and other 
rules of conduct adopted by an Organiser or Venue Operator amended from time to time and 
describing how Ticket Holders, Hospitality Access Pass Holders and further individuals attending an 
Event in a Venue shall conduct. The Venue Rules may be incorporated in the Ticket Terms.
「会場規則」とは、主催者または会場運営者が随時改正して採用する、適用される安全、セキュリティおよびそ
の他の行動規則について定めた条件をいい、チケット保持者、ホスピタリティ・アクセス・パス保持者および会
場でイベントに参加するその他の個人の行動様式を記述したものです。会場規則は、チケット条件に含まれる場
合があります。

“WebApp” means the computer software and website using the web browser of DAIMANI accessible 
via www.daimani.com or any other URL determined by DAIMANI of which these Terms and 
Conditions form part of.
「WebApp」とは、本規約の一部を構成する、www.daimani.com または DAIMANI が定めるその他の URLか
らアクセス可能な DAIMANI の Web ブラウザを利用したコンピュータソフトウェアおよび Web サイトを意味し
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ます。

3.2. The headings in these Terms and Conditions are for convenience only and shall not affect their 
interpretation.
本規約の見出しは、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。

3.3.Any references to Sections are, unless otherwise stated, references to sections of these Terms 
and Conditions.
セクションという表現は、特に断りのない限り、本規約の各セクションを指すものとします。

3.4. Any references to “include”, “such as” or “in particular” (or similar) are to be construed as being 
inclusive without limitation.
また、「含む」、「など」または「特に」（あるいはこれらに類する表現）は、制限なく含まれるものと解釈さ
れます。

3.5.Any reference in these Terms and 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。

3.6.Where the context dictates in these Terms and Conditions, the singular shall include the plural 
and vice versa and any gender includes the other gender.
本規約の文脈上、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。

3.7.Any references to “days” mean actual days, not working days, unless otherwise specified in these
Terms and Conditions. Any references to “working days” means any day which is not a Saturday, 
Sunday or a public holiday in Zurich, Switzerland
「日」とは、本規約に別段の定めがない限り、営業日ではなく実日数を意味します。「営業日」とは、スイス・
チューリッヒの土曜、日曜、祝日でない日を指します。

4. USE OF WEBAPP AND ACCESS TO MARKETPLACE
ウェブアプリの使用とマーケットプレイスへのアクセス

4.1. Purpose and Applicability of Section 4
第 4 条の目的および適用範囲

The terms and conditions of this Section 4 apply to, and govern, the use by all Users of our WebApp 
and the accessing of the Marketplace established and operated by DAIMANI.
本規約は、全ての利用者による当社ウェブアプリの利用および DAIMANI が開設・運営するマーケットプレイス
へのアクセスに適用され、これを規定するものとします。

4.2.Registration to the Website
ウェブサイトへの登録

4.2.1. If You wish to:
お客様が希望する場合、

advertise, market, sell and/or promote Your Hospitality Packages, Tour Operator Services and/or 
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Ancillary Services via this Marketplace as an Event Partner or Seller;
イベントパートナーまたは販売者として、本マーケットプレイスを通じて、お客様のホスピタリティパッケー
ジ、ツアーオペレーターサービスおよび/または付帯サービスの広告、マーケティング、販売および/またはプロ
モーションを行います。

purchase Hospitality Packages, Tour Operator Services and/or Ancillary Services via this Marketplace
as a Customer enjoying the benefits of a Registered User, and/or
登録ユーザーの特典を利用するお客様として、本マーケットプレイスを通じてホスピタリティパッケージ、ツ
アーオペレーターサービスおよび/または付帯サービスを購入すること、および/または

benefit from the ability to save and share You wish lists, streamline the checkout process, participate
in Price Draws and much more;
欲しいものリストの保存と共有、チェックアウトの効率化、価格抽選への参加など、さまざまな機能をご利用い
ただけます。

You are required to register to, and open a User Account on, the WebApp or register as an Event
Partner or Seller. You may do so by using Your social media account (at the moment this is possible
with Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WeChat, but we might add other, abandon listed, social
media services at any time at our discretion) or enter Your name, last name, e-mail address, gender,
date of birth, Customer type (business-to-business or business-to-consumer Customer), company
name and country of registration if You register as business-to-business Customer, Event Partner or
Seller. In addition, You will be asked to create a password and accept the Terms and the Privacy
Policy. The registration is completed only if You activate the registration by clicking on the link sent
to You to Your e-mail address. You registration as User is completed once You accept these Terms
and Conditions and our Privacy Policy.
お客様は、ウェブアプリに登録し、ユーザーアカウントを開設し、またはイベントパートナーもしくは販売者と
し て 登 録 す ること が必要で す。お 客 様 は 、 ご自身のソー シ ャ ル メ デ ィ ア ア カ ウ ン ト （現時点で
は、Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、WeChat で可能ですが、当社の裁量により、その他のソー
シャルメディアサービスを随時追加する場合があります）を使用して、または、お客様が企業間顧客、イベント
パートナーもしくは販売者として登録する場合には、お客様の氏名、姓、電子メールアドレス、性別、生年月
日、顧客タイプ（企業間顧客または企業対消費者）、企業名および登録国を入力して、これを行うことができる
ものとします。さらに、お客様は、パスワードを作成し、本規約及びプライバシーポリシーに同意するよう求め
られます。お客様が、お客様の電子メールアドレスに送信されたリンクをクリックし、登録を有効にした場合の
み、登録は完了します。お客様が本規約およびプライバシーポリシーに同意された時点で、ユーザーとしての登
録が完了します。

4.2.2. By registering and opening a User Account, You acknowledge and certify that:
ユーザーアカウントを登録し、開設することにより、お客様は以下の事項を認識し、証明するものとします。

You are eligible for a User Account as set forth in these Terms and Conditions; and
お客様は、本規約に定めるユーザーアカウントの資格を有すること、及び

the information You include as part of the registration process is accurate and not misleading. User 
Accounts may only be obtained and used by:
登録プロセスの一環としてお客様が入力した情報が正確であり、誤解を招くものでないこと。ユーザーアカウン
トは、以下の者だけが取得し、使用することができます。

individuals who are at least eighteen (18) years old or of legal age in their country of residence, if 
such age exceeds eighteen (18); or
18歳以上または居住国での法定年齢が 18歳を超える場合、その年齢に達している個人、または、

individuals with the right and authority to act on behalf of an organisation or entity for the purposes 
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of accessing and using the Marketplace.
マーケットプレイスへのアクセスおよび利用を目的として、組織または団体の代理として行動する権利および権
限を有する個人。

4.2.3. In respect of Your use of the WebApp, Your User Account and any of Your activities on the 
Marketplace, You agree to always:
お客様は、お客様によるウェブアプリ、お客様のユーザーアカウントおよびマーケットプレイスにおけるお客様
の活動の使用に関して、常に同意するものとします。

provide true, accurate, current and complete information about Yourself, as prompted by the 
registration form; and
登録フォームに従って、お客様に関する真実、正確、最新かつ完全な情報を提供すること、および

maintain and promptly update such information to keep it true, accurate, current and complete.
当該情報を真実、正確、最新かつ完全に保つために維持し、速やかに更新すること。

If You provide, or DAIMANI has reasonable grounds to suspect that You have provided, any 
information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or DAIMANI otherwise reasonably 
considers that You have failed to comply with any provisions of these Terms and Conditions, 
DAIMANI has the right to suspend or terminate Your User Account and refuse You any and/or all 
current or future use of the WebApp, the Marketplace or any portion thereof.
お客様が、虚偽、不正確、最新ではない、もしくは不完全な情報を提供した場合、または提供したと疑うに足る
合理的な根拠がある場合、またはその他お客様が本規約のいずれかの条項に従わなかったと合理的に判断した場
合、DAIMANI はお客様のユーザーアカウントを停止または終了し、現在または将来のウェブアプリ、マーケッ
トプレイスまたはその一部の利用を拒否できる権利を有しているものとします。

4.2.4. If You like to join DAIMANI as an Event Partner or Seller, we will contact You to discuss the 
terms and conditions of the relationship between You and DAIMANI. If You wish to have Your event 
displayed on the Marketplace, You need to enter into an Event Partner Agreement or with us at our 
own discretion. If You wish to have Your Tour Operator Services or Ancillary Services displayed on 
the Marketplace, You need to enter into a Seller Agreement or with us at our own discretion.
イベントパートナーまたは販売者として DAIMANI に参加することを希望する場合、当社は、お客様と
DAIMANI との間の関係の条件について協議するために、お客様に連絡します。マーケットプレイスへのイベン
ト掲載を希望する場合、イベントパートナー契約または当社の判断により当社との契約を締結する必要がありま
す。お客様がツアーオペレーターサービスまたは付帯サービスをマーケットプレイスに掲載することを希望する
場合、お客様は、販売者契約または当社の裁量により当社との間で契約を締結する必要があります。

4.3.User Account and “My Account” Page
ユーザーアカウントと「マイアカウント」ページ

4.3.1. As Registered User, Event Partner or Seller, You are able to access the “My Account” page 
where You can update Your personal data, change Your password, choose preferred Events, articles 
or connect to social media.
登録ユーザー、イベントパートナーまたは販売者は、「マイアカウント」ページにアクセスし、個人データの更
新、パスワードの変更、優先するイベント、記事の選択、ソーシャルメディアへのアクセスを行うことができま
す。

4.3.2. You are fully responsible for maintaining the confidentiality of Your password and User 
Account, and for all activities that occur under Your password and User Account.
お客様は、お客様のパスワードおよびユーザーアカウントの機密を保持し、お客様のパスワードおよびユーザー
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アカウントの下で行われるすべての活動に対して全責任を負うものとします。

4.3.3. You agree to:
お客様は、以下のことに同意するものとします。

immediately notify DAIMANI of any unauthorised use of Your password and/or User Account and 
any other related breach of security; and
お客様のパスワードおよび/またはユーザーアカウントが不正に使用された場合、およびその他の関連するセ
キュリティ侵害があった場合、直ちに DAIMANI に通知してください。

ensure that You sign out of Your User Account at the end of each session.
お客様は、各セッションの終了時に、必ずお客様のユーザーアカウントからサインアウトするものとします。

DAIMANI cannot and will not accept to assume any liability for any loss or damage arising from Your 
failure to comply with Your obligations under this Section.
ダイマニは、お客様が本条に基づく義務を遵守しないことにより生じるいかなる損失または損害についても、一
切の責任を負わず、また負うこともありません。

4.3.4.We may, in our sole discretion, including if You breach these Terms and Conditions, with or 
without prior notice and at any time:
当社は、お客様が本規約に違反した場合を含め、当社の独自の裁量により、事前の通知の有無にかかわらず、い
つでも本規約を変更することができるものとします。

terminate Your access (whether restricted or not) to the WebApp and the Marketplace, in whole or in
part; and/or
お客様のウェブアプリおよびマーケットプレイスへのアクセス（制限されているか否かを問いません）の全部ま
たは一部を停止すること、および/または

deactivate or delete Your User Account and all related information and files as well as any content 
that You uploaded, posted, submitted or otherwise transmitted to the WebApp or the Marketplace.
お客様のユーザーアカウント、すべての関連情報およびファイル、ならびにお客様がウェブアプリまたはマー
ケットプレイスにアップロード、投稿、送信またはその他の方法で送信したすべてのコンテンツを無効化または
削除すること。

Should DAIMANI exercise any of these rights, this shall not affect any rights and obligations 
applicable to You as a result of You having completed a transaction to purchase Hospitality 
Packages and/or Event Services on the Marketplace. Any and all terms and conditions applicable to 
such purchase of Hospitality Packages and/or Event Services shall continue to remain in full force 
notwithstanding DAIMANI´s exercise of its right described in this Section.
DAIMANI がこれらの権利を行使した場合であっても、お客様がマーケットプレイスにおいて「ホスピタリティ
パッケージ」及び「イベントサービス」の購入のための取引を完了した結果、お客様に適用される権利及び義務
に影響を与えるものではありません。DAIMANI が本条に定める権利を行使した場合でも、当該「ホスピタリ
ティパッケージ」及び「イベントサービス」の購入に適用されるすべての条件は、引き続き完全に効力を有する
ものとします。

4.4. Supervision of Children
子供の監督

DAIMANI is concerned about the safety and privacy of all its Users, particularly those not yet of legal
age in their respective country of residence. For this reason, DAIMANI only accepts individuals to 
open a User Account and to apply for the purchase of, or purchase, Hospitality Packages or Event 
Services via a Guest Checkout or User Account who are at least eighteen (18) years old or of legal 
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age in their country of residence, if such age exceeds eighteen (18). Notwithstanding this, 
parents/guardians are requested to carefully supervise the access of their children to the WebApp 
and the Marketplace. By omitting supervision, actively allowing or not successfully preventing Your 
child access to the WebApp and the Marketplace, You agree to be bound by these Terms and 
Conditions, and acknowledge that Your child will be able to access all of the WebApp and the 
Marketplace, which may include public and private communication tools, the Event Pages and other 
features that may not be appropriate for use by unsupervised children. Accordingly, as legal 
guardian, it is Your responsibility to determine whether any tool or functionality of the WebApp or 
the Marketplace are appropriate for Your child. You remain responsible and liable for all acts and 
omissions of Your child.
DAIMANI は、すべてのユーザー、特に居住国の法定年齢に達していないユーザーの安全とプライバシーに配慮
しています。このため、DAIMANI は、ユーザーアカウントの開設、ゲストチェックアウトまたはユーザーアカ
ウントを通じたホスピタリティパッケージまたはイベントサービスの購入の申込み、または購入を、18歳以上
または居住国において 18歳を超える場合はその法定年齢に達している方に限って認めています。ただし、保護
者の方は、お子様のウェブアプリおよびマーケットプレイスへのアクセスを注意深く監督するようお願いしま
す。お客様は、監督を怠り、積極的にお子様のウェブアプリおよびマーケットプレイスへのアクセスを許可し、
または適切に防止しないことにより、本規約に拘束されることに同意し、お子様がウェブアプリおよびマーケッ
トプレイスのすべてにアクセスすることができることを認めます（これには、公開および非公開コミュニケー
ションツール、イベントページ、その他監督のないお子様が使用するには適切ではない可能性がある機能が含ま
れる場合があります）。したがって、法的保護者として、WebApp またはマーケットプレイスのツールまたは
機能がお客様のお子様に適切であるかどうかを判断することはお客様の責任となります。お客様は、お客様のお
子様のすべての行為および不作為に対して責任および義務を負うものとします。

4.5.Newsletter and Interactions
ニュースレターとインタラクション

4.5.1. If You subscribe to the DAIMANI newsletter, Your selection of preferred Events and/or articles 
allows us to send You newsletter related to Your preferred Events and event categories. If You wish 
to subscribe to our newsletter, request a call or send us a message, You can fill out the form on the 
WebApp and enter Your personal data (name, last name, e-mail address and, according to the action 
You wish to take, phone number and preferred time for a call). If You wish to receive our newsletter, 
You can tick the respective box when entering Your personal data. Additionally, You will have to 
activate the newsletter subscription by clicking on a link sent to Your e-mail address.
DAIMANI ニュースレターを購読する場合、お客様が希望するイベントや記事を選択することにより、お客様が
希望するイベントやイベントのカテゴリに関連するニュースレターを送信することができます。ニュースレター
の購読、電話連絡、メッセージの送信を希望する場合、Web アプリケーション上のフォームに個人情報（氏名、
メールアドレス、希望するアクションに応じて電話番号と希望時間）を入力することができます。ニュースレ
ターの受信を希望される場合は、個人情報の入力時に該当するボックスにチェックを入れてください。さらに、
お客様の電子メールアドレスに送信されるリンクをクリックし、ニュースレターの購読を開始する必要がありま
す。

4.6. Prize Draws
賞品抽選

4.6.1. Prize Draws are conducted by us in such manner and offering such prizes as determined by us 
at our discretion. Our Price Draws are open only to Registered Users. Guest Users as well as 
representatives, officers and employees of DAIMANI, any DAIMANI Affiliate, Event Partners, Sellers, 
the group companies or affiliated companies of Event Partners and Seller and of any other third 
parties cooperating with DAIMANI or a DAIMANI Affiliate may not enter, or participate in, any Prize 
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Draw.
賞の抽選は、当社の裁量で決定された方法および賞品を提供することにより行われます。抽選会は、登録ユー
ザーのみが参加できます。ゲストユーザー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、イベントパートナー、販売者、イ
ベントパートナーおよび販売者のグループ会社または関連会社、その他 DAIMANI または DAIMANI関連会社に
協力する第三者の代表者、役員および従業員は、いかなる抽選にも参加することができないものとします。

4.6.2. By registering and opening a new User Account and submitting all data prompted by the 
registration form, You automatically enter the running Prize Draw at the time of the registration. No 
purchase is necessary to enter the running Prize Draw. Only one registration per person and only one
participation at a Prize Draw is permitted. The closing date of the Prize Draw is at least fifteen (15) 
days prior to the Event date of which Hospitality Packages are raffled. Registrations after that date 
will not be considered.
新規にユーザーアカウントを登録し、登録フォームで要求されるすべてのデータを送信することにより、登録時
に自動的に実行中の懸賞に応募することができます。抽選に参加するために購入する必要はありません。登録は
1人 1回、抽選会への参加は 1回のみとなります。賞品抽選の締め切りは、ホスピタリティパッケージが抽選さ
れるイベント日の少なくとも 15日前とします。その日を過ぎてからの登録は考慮されません。

4.6.3. The winner of each Price Draw will be chosen from a random draw of registrations received in 
accordance with these Terms and Conditions. The raffle of each Prize Draw takes place at least 
fourteen (14) days prior to the Event date for which Hospitality Packages are raffled. The winner will 
be notified by e-mail on the day of the raffle. If the winner does not accept the Prize Draw within five 
(5) working days in writing and provides us with the information requested in the notification e- mail, 
the prize will be forfeited and we are entitled to select another winner. The prize is not exchangeable 
and not redeemable for cash or other prizes. We accept no responsibility for any associated costs 
that are not specifically included in the prize (e.g. accommodation costs, travel costs to and from the
event etc.).
各賞の抽選者は、本利用規約に従って受け取った登録者の中から無作為に選ばれます。各賞の抽選は、ホスピタ
リティパッケージの抽選が行われるイベント日の少なくとも 14日前に行われます。当選者には、抽選会当日に
E メールにて通知されます。当選者が 5 営業日以内に書面にて抽選に応じず、通知メールで要求された情報を提
供しなかった場合、賞品は没収され、当社は別の当選者を選ぶ権利を有します。賞品は、現金や他の賞品と交換
することはできません。賞品に含まれない費用（例：宿泊費、イベントへの往復交通費など）については、当社
は一切責任を負いません。

4.6.4. The winner of a Price Draw may be required to take part in a promotional activity related to the 
Prize Draw. The winner irrevocably and unconditionally consents to the worldwide use by us and the 
DAIMANI Affiliates of the winner’s voice, image, photograph and name for any marketing or publicity 
purposes (in any medium, including the WebApp) free of charge or any compensation. The winner 
ensures that any person accompanying the winner to the Event also irrevocably and unconditionally 
consents to the worldwide use by us and the DAIMANI Affiliates of the accompanying person’s voice,
image, photograph and name pursuant to these conditions.
価格抽選の当選者は、価格抽選に関連するプロモーション活動に参加することが要求される場合があります。当
選者は、当社及び DAIMANI アフィリエイトが、当選者の声、映像、写真、名前をマーケティングや宣伝の目的
で（Web アプリを含むあらゆる媒体で）無償かつ無条件に全世界で使用することに同意するものとします。ま
た、当選者は、当選者のイベントへの同伴者についても、当社および DAIMANI関連会社が同伴者の音声、映
像、写真、名前を本条件に基づき全世界で使用することに、取消不能かつ無条件に同意することを保証するもの
とします。

4.6.5.We reserve the right at any time to modify or discontinue, temporarily or permanently, any 
Prize Draw with or without prior notice.
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当社は、事前の通知の有無にかかわらず、一時的または永久的に賞の抽選を変更または中止する権利を留保しま
す。

4.7. Permitted Use
許可された使用法

4.7.1. The content (including all information, data, text, software, music, sound, photographs, 
graphics, videos, messages) and software on this WebApp and the Marketplace are the property 
(including copyright and all intellectual property rights) of us, our licensors, Event Partners, Sellers 
and/or suppliers and is protected by Swiss and international copyright laws. You agree that You are 
only authorised to visit, view and to retain a copy of pages of this WebApp and the Marketplace for 
Your own use, and that You shall not duplicate, download, publish, modify or otherwise distribute the 
material on this WebApp and/or the Marketplace for any purpose other than to review Event and 
promotional information or to purchase Hospitality Packages and/or Event Services without 
DAIMANI’s permission or the permission of the relevant Event Partner, Seller and/or supplier.
本 WebApp およびマーケットプレイス上のコンテンツ（すべての情報、データ、テキスト、ソフトウェア、音
楽、音声、写真、グラフィック、ビデオ、メッセージを含みます）およびソフトウェアは、当社、当社の許可業
社、イベントパートナー、販売者またはサプライヤーが所有（著作権およびすべての知的財産権を含みます）
し、スイスおよび国際著作権法により保護されています。お客様は、本 WebApp及び Marketplace をお客様ご
自身の利用のために閲覧し、ページのコピーを保持することのみが許可されており、お客様は、DAIMANI の許
可及び関連するイベントパートナー、販売者及び/又はサプライヤーからの許可なしに、イベント及びプロモー
ション情報の確認、ホスピタリティパッケージやイベントサービスの購入以外のいかなる目的でも本 WebApp
及び Marketplace 上の素材を複製、ダウンロード、出版、修正又はその他の方法で配布しないことに同意する
ものとします。

4.7.2. If You are accessing and/or using the WebApp and Marketplace on behalf of Your employer or 
as a consultant or agent of a third party, You represent and warrant that You have the authority to 
act on behalf of and bind such entity to the terms of these Terms and Conditions and everywhere in 
these Terms and Conditions that refers to You, shall also include Your company.
お客様が、お客様の雇用主のために、または第三者のコンサルタントもしくは代理人として、ウェブアプリおよ
びマーケットプレイスにアクセスし、および/またはこれを使用している場合、お客様は、当該事業体を代表し
て行動し、本規約の条項に拘束する権限を有することを表明および保証し、本規約中のお客様に関する部分はす
べて、お客様の会社をも含むものとします。

4.7.3. You agree that You will not use any robot, spider, other automatic device, or manual process to
monitor or copy our web pages or the content contained thereon or for any other unauthorized 
purpose without our prior express written permission. You agree that You will not use any device, 
software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the WebApp and 
the Marketplace. You agree that You will not take any action that imposes an unreasonable or 
disproportionately large load on our infrastructure.
お客様は、当社の書面による事前の明示的な許可なく、当社のウェブページまたはそこに含まれるコンテンツを
監視またはコピーするために、ロボット、スパイダー、その他の自動装置、または手動プロセスを使用せず、そ
の他の不正な目的のために使用しないことに同意するものとします。お客様は、ウェブアプリおよびマーケット
プレイスの正常な動作を妨害する、または妨害しようとするいかなるデバイス、ソフトウェア、またはルーチン
も使用しないことに同意します。お客様は、当社のインフラストラクチャに不合理または不相応に大きな負荷を
与える行為を行わないことに同意します。

4.7.4. Illegal and/or unauthorized uses of the WebApp and/or the Marketplace, including any 
unauthorized sale of Hospitality Packages, Tour Operator Services and/or Ancillary Services, the 
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unauthorized framing of or linking to the WebApp and/or the Marketplace, or the unauthorized use 
of any robot, spider or other automated device on the WebApp and/or the Marketplace, will be 
investigated and appropriate legal action will be taken, including without limitation civil, criminal and 
injunctive redress. In cases of illegal and/or unauthorized uses of the WebApp and/or the 
Marketplace, we reserve the right to delete Your User Account with immediate effect and without 
prior notice.
ホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよび/または付帯サービスの不正な販売、ウェブア
プリおよび/またはマーケットプレイスへの不正なフレーミングやリンク、ウェブアプリおよび/またはマーケッ
トプレイスでのロボット、スパイダー、その他の自動化された装置の不正な使用など、ウェブアプリおよび/ま
たはマーケットプレイスの違法または不正な使用を調査し、民事、刑事および差止救済を含むがこれに限定され
ない適切な法的措置を講じることができるものとします。ウェブアプリおよび/またはマーケットプレイスの違
法および/または無許可の使用の場合、当社は、事前通知なく即時にお客様のユーザアカウントを削除する権利
を留保します。

4.8. Shared Information and Content
共有情報・コンテンツ

4.8.1. You represent and warrant that all information or content shared by You on the WebApp or the
Marketplace shall not:
お客様は、お客様がウェブアプリまたはマーケットプレイスで共有するすべての情報またはコンテンツは、以下
のことを表明し、保証するものとします。

infringe any copyright, patent, trademark, trade secret, or other proprietary rights or right of 
publicity or privacy, including for any use by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate;
DAIMANI または DAIMANI関連会社による使用を含む、著作権、特許、商標、企業秘密、その他の所有権また
はパブリシティ権もしくはプライバシー権を侵害すること。

violate any law or regulation;
法令に違反すること。

be defamatory or trade libellous;
誹謗中傷や営業妨害にあたるもの。

be obscene or contain pornography;
わいせつな内容やポルノを含むもの。

include incomplete, false or inaccurate information about Yourself or any information about any
other individual; and
お客様自身または他の個人に関する不完全、虚偽または不正確な情報を含むこと。

contain any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots or other computer programs 
that are intended to damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate 
any system, data or personal information.
ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、その他システム、データ、個人情報を損
傷、有害な干渉、密かに傍受、収用することを目的としたコンピューター・プログラムが含まれていること。

4.8.2. You grant DAIMANI and the DAIMANI Affiliates an irrevocable, worldwide, non-exclusive, royalty-
free, perpetual, sub-licensable and transferable licence to use, reproduce, distribute, prepare 
derivative works of and display all information or content shared by You on the WebApp or the 
Marketplace in connection with the Marketplace or DAIMANI’s and the DAIMANI Affiliates’ business 
for any purpose, including promoting and redistributing part or all of such information or content in 
any media formats and through any media channels.
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お客様は、DAIMANI及び DAIMANI関連会社に対し、マーケットプレイス又は DAIMANI及び DAIMANI関連会
社の事業に関連してお客様がウェブアプリ又はマーケットプレイス上で共有する全ての情報又はコンテンツを、
あらゆる目的のために使用、複製、配布、派生著作物の作成及び表示（当該情報又はコンテンツの一部又は全部
をあらゆる媒体形式及び媒体チャネルで宣伝及び再配布を含む）を行う取消不能、全世界的、非排他的、無償、
永久、サブライセンス可能かつ譲渡可能なライセンスを許諾するものとします。

4.8.3. You acknowledge and agree that we have no obligation to post any information and/or content 
shared by You or anyone else and may, at our sole discretion, edit, remove or delete any such 
information and/or content, as well as terminate Your access to the WebApp, the Marketplace and 
Your User Account without notice if, in our opinion, such information or content infringes another 
individual’s intellectual property rights or otherwise does not comply with any provision of these 
Terms and Conditions.
お客様は、当社が、お客様または他の者によって共有されるいかなる情報および/またはコンテンツも掲載する
義務を負わないこと、ならびに、当社の独自の裁量により、かかる情報および/またはコンテンツを編集、削除
または消去し、また、当社の見解として、かかる情報またはコンテンツが他の個人の知的財産権を侵害し、その
他本規約のいずれかの条項に適合しない場合には、予告なくお客様のウェブアプリ、マーケットプレイスおよび
ユーザアカウントへのアクセスを停止することができることを認め、これに同意されるものとします。

4.9.Modifications and Interruptions
変更と中断

4.9.1.DAIMANI reserves the right at any time to modify or discontinue, temporarily or permanently, 
the WebApp, the Marketplace, Your User Account and/or the advertising, marketing, selling and/or 
promoting of Hospitality Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services via the 
Marketplace by Event Partners and Sellers (as applicable) with or without notice. You agree that 
DAIMANI, any DAIMANI Affiliate and/or any shareholder of a DAIMANI Affiliate shall not be held liable 
to You or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of the WebApp, the 
Marketplace, Your User Account and/or the advertising, marketing, selling and/or promoting of 
Hospitality Packages, Tour Operator Services and/or Ancillary Services via the Marketplace. Although
we will take reasonable care in ensuring that the WebApp, the Marketplace and/or any information 
and content in respect of any Hospitality Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services 
are up to date, they may be out of date at any given time, and DAIMANI or the DAIMANI Affiliates are
under no obligation to update them.
DAIMANI は、イベントパートナー及び販売者によるマーケットプレイスを通じたホスピタリティパッケージ、
ツアーオペレーターサービス及び付帯サービスの広告、マーケティング、販売及びプロモーションを予告なしに
一時的または永久に変更または中止する権利を留保します。お客様は、DAIMANI、DAIMANI関係会社及び
DAIMANI関係会社の株主が、ウェブアプリ、マーケットプレイス及びお客様のユーザーアカウントの変更、停
止又は中止及びマーケットプレイスを通じたパッケージ、ツアーオペレーターサービス及び付帯サービスの広
告、マーケティング、販売及びプロモーションについてお客様及び第三者に対して責任を負わないことに同意す
るものとします。当社は、ウェブアプリ、マーケットプレイスおよびホスピタリティパッケージ、ツアーオペ
レーターサービスおよび付帯サービスに関する情報およびコンテンツが最新のものであるよう合理的な注意を払
いますが、いかなる時点でも最新ではない可能性があり、DAIMANI または DAIMANI関連会社は、それらを更
新する義務を負わないものとします。

4.9.2. Any modification, suspension or discontinuance the WebApp, the Marketplace, Your User 
Account and/or the advertising, marketing, selling and/or promoting of Hospitality Packages, Tour 
Operator Services and Ancillary Services via the Marketplace shall not affect any rights and 
obligations applicable to You as a result of You having completed an application or transaction to 
purchase Hospitality Packages, Tour Operator Services and/or Ancillary Services on the Marketplace.
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Web アプリ、マーケットプレイス、お客様のユーザーアカウント、および/またはマーケットプレイスを通じた
「ホスピタリティパッケージ」「ツアーオペレーターサービス」「付帯サービス」の広告、マーケティング、販
売、宣伝の変更、停止、中止は、お客様がマーケットプレイスで「ホスピタリティパッケージ」「ツアーオペ
レーターサービス」「付帯サービス」の購入申込または取引を行ったことにより、お客様に発生する権利、義務
に影響を与えないものとします。

4.10.Data Protection and Privacy Policy
データ保護とプライバシーポリシー

4.10.1. By accessing or using the WebApp and accessing the Marketplace, or submitting Your 
personal information to the WebApp, the Marketplace or Your User Account, You agree to 
DAIMANI’s use of such data, including personal data, in accordance with our Privacy Policy set out at
https://www.daimani.com/privacy
お客様は、WebApp へのアクセス、Marketplace へのアクセス、または WebApp、Marketplaceもしくはお
客様のユーザーアカウントにお客様の個人情報を送信することにより、ウェブサイトに定める当社のプライバ
シーポリシーに従って DAIMANI が個人情報を含むかかるデータを使用することに同意するものとします。

4.11.Disclaimers
免責事項

4.11.1. If You access and use the WebApp and/or the Marketplace, You do so at Your sole risk. The 
WebApp, the Marketplace and the advertising, marketing, selling and/or promoting of Hospitality 
Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services on the Marketplace by Event Partners and 
Sellers are provided on an “as is” and “as available” basis. DAIMANI expressly disclaims, and You 
waive, all representations or warranties of any kind, whether express or implied in connection 
therewith, including, and without limitation, implied representations or warranties of merchantability, 
fitness for a particular purpose and non-infringement of third-party rights.
お客様がウェブアプリおよび/またはマーケットプレイスにアクセスし、これを利用する場合、お客様は自己の
責任においてこれを行うものとします。イベントパートナー及び販売者によるウェブアプリ、マーケットプレイ
ス及びマーケットプレイス上のホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービス及び付帯サービスの広
告、マーケティング、販売及びプロモーションは、現状有姿で提供されるものであり、イベントパートナー及び
販売者は、これを利用できないものとします。DAIMANI は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への
適合性および第三者の権利の非侵害に関する黙示の表明または保証を含むがこれに限定されない一切の表明また
は保証を明示的に否認し、お客様はこれを放棄するものとします。

4.11.2.DAIMANI makes no warranty or representation that the WebApp, the Marketplace and the
advertising, marketing, selling and/or promoting of Hospitality Packages, Tour Operator Services and
Ancillary Services via the Marketplace:
DAIMANI は、ウェブアプリ、マーケットプレイス、およびマーケットプレイスを通じたホスピタリティパッ
ケージ、ツアーオペレーターサービスおよび付帯サービスの広告、マーケティング、販売およびプロモーション
について、いかなる保証または表明も行いません。

will meet Your requirements;
お客様の要求を満たすこと。
will be uninterrupted, timely, secure, or error-free; and/or
中断されず、適時で、安全で、またはエラーフリーであること、および/または

will meet Your expectations by means of quality and/or that any errors in the content will be 
corrected.
品質および/またはコンテンツのいかなるエラーも修正されることにより、ユーザーの期待に応えること。

24



4.11.3. No commentary, descriptions or other materials posted by DAIMANI or any DAIMANI Affiliate 
on the WebApp and the Marketplace shall create any warranty or other obligation not expressly 
stated in these Terms and Conditions, and DAIMANI disclaims any whatsoever liability and 
responsibility arising from any reliance placed upon such materials by any User.
DAIMANI及び DAIMANI関連会社がウェブアプリ及びマーケットプレイスに掲載するコメント、説明文等は、
本規約に明示されていないいかなる保証その他の義務をも生じさせるものではなく、DAIMANI は、利用者がか
かる資料を信頼したことにより生じる一切の責任及び義務を負わないものとします。

4.12. Indemnification
補償

4.12.1. You agree to indemnify and hold DAIMANI, the DAIMANI Affiliates, any shareholder of a 
DAIMANI Affiliate and their respective licensors, licensees, officers, agents, co-branders and other 
partners, and employees, harmless from any and all liabilities, losses, damages, claims, penalties, 
fines, costs and expenses, including, and without limitation, reasonable legal fees, that may arise in 
connection with:
お客様は、以下の事項に関連して発生し得る、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、及
びそれぞれの認可者、ライセンス保持者、役員、代理人、共同ブランド業者その他のパートナー、従業員の責
任、損失、損害、請求、罰金、費用及び経費（合理的弁護士費用を含みますが、これに限りません）を補償し免
除することに同意するものとします。

Your use of and access to the WebApp and/or the Marketplace, including any information or content
shared by You on the WebApp or the Marketplace;
お客様によるウェブアプリおよび/またはマーケットプレイスの使用およびアクセス（お客様がウェブアプリま
たはマーケットプレイスで共有する情報またはコンテンツを含みます）。

Your failure to comply with any provision of these Terms and Conditions; and
お客様が本規約のいずれかの条項に従わなかったこと、および

any claim by a third party, including the Event Partners and the Sellers, that any information or 
content shared by You on the WebApp or the Marketplace or Your use of the WebApp and/or the 
Marketplace infringes any intellectual property, other proprietary or privacy rights of such third party
or has otherwise caused damage to a third party.
イベントパートナー及び販売者を含む第三者による、お客様がウェブアプリ又はマーケットプレイス上で共有し
た情報若しくはコンテンツ又はお客様によるウェブアプリ及び/又はマーケットプレイスの使用が当該第三者の
知的財産権、その他の所有権若しくはプライバシー権を侵害し又はその他の方法で第三者に損害を与えたという
クレーム。

4.13. Limitation of Liability
責任の制限

4.13.1. You expressly acknowledge and agree that DAIMANI, the DAIMANI Affiliates any shareholder 
of a DAIMANI Affiliate shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential or 
exemplary damages, including, but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data or 
other intangible losses regardless of the form of action, whether in contract, tort, strict liability or 
otherwise, including, without limitation, in relation to:
お客様は、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の株主が、直接的、間接的、付随的、特別、
結果的又は典型的な損害（利益、信用、使用、データ又はその他の無形の損失の損害を含むが、訴訟の形式にか
かわらず、契約、不法行為、厳格責任又はその他に限定されず、これらに関連しない）について責任を負わない
ことを明確に認め、これに同意します。
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the use of, or inability to use, the WebApp and/or the Marketplace;
ウェブアプリおよび/またはマーケットプレイスの使用、または使用不能。

any unauthorised access to, or alteration of, Your User Account or transmissions of data; statements
or the conduct of any third party on the WebApp and/or the Marketplace;
お客様のユーザアカウントまたはデータ送信に対する不正アクセスまたは改ざん、ウェブアプリおよび/または
マーケットプレイスにおける第三者の声明または行為。
the impact of the WebApp, the Marketplace and the Hospitality Packages, Tour Operator Services 
and Ancillary Services advertised, marketed, sold and/or promoted thereon; and
ウェブアプリ、マーケットプレイス、およびそこで広告、マーケティング、販売、宣伝されるホスピタリティ
パッケージ、ツアーオペレーターサービス、付属サービスの影響；および
any other matter relating to the WebApp and/or the Marketplace.
その他、ウェブアプリおよび/またはマーケットプレイスに関連する事項

4.13.2. You agree that, regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action 
arising out of, or related to, the use of the WebApp, the Marketplace and/or the Hospitality 
Packages, Tour Operator Services and Ancillary Services advertised, marketed, sold and/or 
promoted thereon must be filed within one (1) year of such claim or cause of action.
お客様は、法令または法律にかかわらず、ウェブアプリ、マーケットプレイスおよび/またはそこで広告、マー
ケティング、販売および/または宣伝されているホスピタリティパッケージ、ツアーオペレーターサービスおよ
び付属サービスの使用に起因または関連するいかなる請求または訴訟原因も、かかる請求または訴訟原因から 1
年以内に提起しなければならないことに同意されたものとします。

4.14. Exclusions and Limitations
除外事項および制限事項

4.14.1. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties or the limitation or 
exclusion of liability for incidental or consequential damages. Accordingly, some of the above 
limitations under Sections 4.12. and 4.13 may not apply to You, although they shall apply to the 
maximum extent permitted by law.
法域によっては、特定の保証の除外、または偶発的もしくは結果的損害に対する責任の制限もしくは除外を認め
ない場合があります。したがって、第 4.12 条および第 4.13 条に基づく上記の制限の一部は、法律で認められる
最大限の範囲において適用されるものの、お客様に適用されない場合があります。

4.14.2. Nothing in these Terms and Conditions shall affect the statutory rights of any consumer or
exclude or restrict any liability for death or personal injury arising from the negligence or fraud by
DAIMANI, the DAIMANI Affiliates any shareholder of a DAIMANI Affiliate or any other liability (e.g. for
intent or gross negligence), which cannot be excluded or limited under applicable law.
本規約のいかなる内容も、消費者の法的権利に影響を与えず、また、DAIMANI、DAIMANI関係会社及び
DAIMANI関係会社の株主の過失又は不正行為から生じる死亡又は人身傷害に対する責任、及びその他の責任
（故意又は重過失等）で適用法に基づいて除外又は制限されないものを除外又は制限しないものとします。

4.15.Miscellaneous
その他

4.15.1. The WebApp and the Marketplace are controlled and operated by us from our offices in 
Zurich, Switzerland. For any complaints regarding the WebApp, the Marketplace and/or our services, 
please contact us here.
WebApp および Marketplace は、スイスのチューリッヒにある当社の事務所から当社が管理および運営を行っ
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ています。WebApp、Marketplace および/または当社のサービスに関する苦情は、こちらまでご連絡くださ
い。

5. SALE OF HOSPITALITY PACKAGES
ホスピタリティパッケージの販売

5.1. Purpose and Applicability of Section 5
第 5 条の目的および適用範囲

5.1.1. These Sales Terms in this Section 5 apply to, and govern:
本条第 5 項に定める本販売規約は、以下に適用され、支配するものとします。

in case of a Referral Transaction, the Application Process for the sale by Registered Users and Guest
Users;
紹介取引の場合、登録ユーザー及びゲストユーザーによる販売のための申請手続。

in case of a Resale Transaction, the sale to Registered Users and Guest Users; 
再販売取引の場合、登録ユーザー及びゲストユーザーへの販売。
and in any case the use of Hospitality Packages as specified on the relevant Event Page.
また、イベントページで指定された「ホスピタリティパッケージ」を利用する場合にも適用されます。

5.1.2. By completing the Application Process and clicking the Acceptance of Terms and Conditions 
Box, each Customer confirms that it has read, understood and accepted these Sales Terms and 
agrees to be irrevocably and unconditionally bound by these Sales Terms. These Sales Terms shall, in
any case, prevail over any other terms that the Customer may seek to impose or incorporate, or 
which are implied by custom, practice or course of dealing. Any such other terms shall be deemed 
rejected by the Event Partner or by DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate if not acting as Event 
Partner.
申込手続きを完了し、「販売条件への同意」をクリックすることにより、各お客様は、本販売条件を読み、理解
し、受け入れたことを確認し、本販売条件に取消不能かつ無条件で拘束されることに同意するものとします。本
販売規約は、いかなる場合においても、お客様が課そうとする、または取り入れようとする、あるいは慣習、慣
行または取引の過程により暗示される他のいかなる規約にも優先するものとします。その他の条件については、
イベントパートナーが拒否したものとみなし、イベントパートナーでない場合は、DAIMANI及び／又は
DAIMANI関係会社が拒否したものとみなします。

5.1.3. Each Customer acknowledges and agrees that:
各お客様は以下の事項を認識し、これに同意します。

DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate reserve the right to amend the manner in which the Customer is
invited to submit an Order for the purchase of Hospitality Packages;
DAIMANI及び/又は DAIMANI関連会社は、お客様に対してホスピタリティパッケージの購入のためのオーダー
を提出するよう求める方法を変更する権利を留保します。

an Event Partner (i.e. if different from DAIMANI or a DAIMANI Affiliate) in connection with any 
Referral Transaction may issue own Hospitality Sales Regulations; and
イベントパートナー（DAIMANI または DAIMANI関連会社と異なる場合）は、紹介取引に関連して、独自のホ
スピタリティ販売規程を発行することができること。

the Event Partner, including DAIMANI and the DAIMANI Affiliate may issue Event-specific Hospitality 
Sales Regulations.
イベントパートナー（DAIMANI及び DAIMANI関係会社を含む）は、イベント別ホスピタリティ販売規程を発
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行することができます。

In such cases, DAIMANI will publish such updated version of these Sales Terms, the own Hospitality 
Sales Regulations of the Event Partner or the Event-specific Hospitality Sales Regulations on the 
relevant Event Page.
この場合、DAIMANI は、当該イベントページにおいて、本規約、イベントパートナー独自の「ホスピタリティ
販売規程」またはイベント独自の「ホスピタリティ販売規程」の更新版を公表します。

In the event of any discrepancy between these Sales Terms and either the updated terms for 
invitation to submit an Order for the purchase of Hospitality Packages, the Hospitality Sales 
Regulations issued by the Event Partner or Event-specific Hospitality Sales Regulations, the updated 
terms for invitation to submit an Order for the purchase of Hospitality Packages, the Hospitality 
Sales Regulations issued by the Event Partner or the Event-specific Hospitality Sales Regulations (as 
applicable) shall prevail and will be applied to resolve all questions of interpretation and application 
with respect to any matters regarding the sale and use of the Hospitality Packages.
本販売規約と最新の「ホスピタリティパッケージ購入申込受付規約」、イベントパートナー発行の「ホスピタリ
ティ販売規約」またはイベント独自の「ホスピタリティ販売規約」との間に矛盾が生じた場合、「ホスピタリ
ティパッケージ購入申込受付規約」、イベントパートナー発行の「ホスピタリティ販売規約」またはイベント独
自の「ホスピタリティ販売規約」（該当箇所）が優先して解釈適用され、ホスピタリティパッケージの販売およ
び利用に関する全ての事項が解決されるものとします。

5.2.Application Process
申し込み手続き

5.2.1. The Application Process for the purchase of Hospitality Packages is described on the relevant 
Event Page. The Application Process involves a number of steps varying whether You are a 
Registered User or a Guest User as follows:
ホスピタリティパッケージを購入するための申し込み手続きは、該当するイベントページに記載されています。
申し込み手続きは、登録ユーザーかゲストユーザーかを問わず、以下のような手順で行われます。

In the event You are a Registered User:
お客様が登録ユーザーである場合

selecting the Hospitality Packages of your choice by clicking the “Add to basket” button on the 
relevant Event Page;
イベントページの「買い物かごに入れる」ボタンをクリックし、ご希望のホスピタリティパッケージをお選びく
ださい。

clicking the “Proceed with Checkout” button in the “Shopping Basket” section;
「ショッピングバスケット」内の「レジに進む」ボタンをクリックします。

signing in as Registered User; and
登録ユーザーとしてサインインすること、および

clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box(es); and
「利用規約に同意する」ボタンをクリックします。
completing and submitting an Order to the WebApp by clicking the “Place Order” button.
「注文する」ボタンをクリックし、WebApp に注文を送信します。

In the event You are a Guest User and wish to proceed with a Guest Checkout:
お客様がゲストユーザーであり、ゲストチェックアウトを希望する場合

selecting the Hospitality Packages of your choice by clicking the “Add to basket” button on the 
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relevant Event Page;
イベントページの「買い物かごに入れる」ボタンをクリックし、ご希望のホスピタリティパッケージをお選びく
ださい。

clicking the “Proceed with Checkout” button in the “Shopping Basket” section;
「ショッピングバスケット」内の「レジに進む」ボタンをクリックします。

providing Your personal data;
お客様の個人情報を入力します。

providing Your delivery address and delivery contact; 
お客様の配送先住所および配送先連絡先を入力します。
providing Your payment details on the WebApp;
Web アプリケーション上でお客様の支払情報を入力します。
clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box(es); and
「利用規約に同意する」ボタンをクリックします。

completing and submitting an Order to the WebApp by clicking the “Place Order” button.
「注文する」ボタンをクリックし、WebApp に注文を送信します。

5.2.2.Upon clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box(es) and the “Place Order” button, 
DAIMANI will send You an Order Confirmation. Neither the completion of the Application Process, nor
Your receipt of the Order Confirmation guarantees the availability, or the acceptance by the Event 
Partner of the purchase, of the Hospitality Packages which a Customer has ordered.
「注文する」ボタンをクリックすると、DAIMANIから「注文確認書」が送付されます。申込手続きの完了及び
お客様による注文確認書の受領は、お客様が注文した「ホスピタリティパッケージ」の入手及びイベントパート
ナーによる購入の承諾を保証するものではありません。

Completion of the Application Process constitutes an irrevocable and binding offer by the Customer 
to an Event Partner to purchase one or more Hospitality Packages for which the Customer has 
applied. Such offer may be accepted or rejected by the Event Partner at its sole discretion. Any 
template Order form, any other order form provided by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate on behalf of 
an Event Partner to the Customer, or any other information stated on the Marketplace will not, under
any circumstances, constitute an offer or public offer by the Event Partner or by DAIMANI and/or a 
DAIMANI Affiliate if not acting as Event Partner.
申込手続きを完了した場合、お客様はイベントパートナーに対して、お客様が申し込んだ 1 つまたは複数のホス
ピタリティパッケージを購入するための取消不能かつ拘束力のある申込みをしたものとみなされます。当該申込
みは、イベントパートナーの独自の判断により承諾または拒絶される場合があります。イベントパートナーを代
理して DAIMANI または DAIMANI関連会社がお客様に提供する注文書、その他マーケットプレイスに記載され
た情報は、いかなる場合においても、イベントパートナーまたは DAIMANIもしくは DAIMANI関連会社がイベ
ントパートナーでない場合に提供する申し出または公募を構成するものではありません。

5.2.3. If  the Event Partner elects to accept the Customer's offer, it will  confirm its acceptance by
issuing  to  the  Customer  a  Confirmation  of  Purchase.  In  case  of  a  Referral  Transaction,  the
Confirmation of Purchase may be issued by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate on behalf of the Event
Partner. The receipt of the Confirmation of Purchase by the Customer constitutes the conclusion of
the Sales Agreement.
イベントパートナーがお客様の申込みを承諾する場合、イベントパートナーはお客様に対し「購入確認書」を発
行することにより承諾を確認します。紹介取引の場合、購入確認書は、イベント・パートナーに代わっ
て、DAIMANI または DAIMANI関連会社が発行することがあります。お客様が「購入確認書」を受領すること
により、売買契約が成立するものとします。
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5.2.4. The Event Partner may impose a limit on Hospitality Packages which a Customer may purchase 
whether by reference to:
イベントパートナーは、お客様が購入できるホスピタリティパッケージに、以下のいずれかを基準とした制限を
設けることができます。

quantities;
数量

package type, category series or location; 
パッケージタイプ、カテゴリーシリーズ又は場所 

and/or monetary value.
及び/又は金銭的価値

5.3.Order
オーダー

5.3.1. The Order form to be used by the Customer is made available on the relevant Event Page by 
the Event Partner, by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate if acting as Event Partner, or by a Hospitality 
Sales Agent. The Customer is solely responsible for the accurate content of its Order, including the 
correctly completing and providing all information required by the Event Partner under the 
Application Process including the full completion and timely submission of the Order. The Event 
Partner reserves the right to reject any applications which are incomplete or incorrect.
お客様が使用するオーダーフォームは、イベントパートナー、DAIMANI または DAIMANI関連会社がイベント
パートナーを務める場合は DAIMANI関連会社、ホスピタリティ販売代理店が当該イベントページにおいて提供
します。お客様は、イベントパートナーが申込手続において必要とする全ての情報を正確に記入し、適時に提出
することを含め、注文の正確な内容について一切の責任を負うものとします。イベントパートナーは、申込内容
に不備があった場合、または不正確な情報を提供した場合には、申込を拒絶することができるものとします。

5.3.2. By submitting an Order to the Event Partner, the Customer represents and warrants that 
neither the Customer nor any of its Guests, has been banned from attending any public events by 
the competent authorities or sports’ governing bodies in any country or is considered as a security 
risk by any such authorities or bodies.
お客様は、イベントパートナーに注文を出すことにより、お客様及びそのゲストのいずれもが、各国の所轄官庁
又はスポーツ統括団体から公的イベントへの参加を禁止されていないこと、又は当該官庁又は団体から安全上の
リスクがあるとみなされていないことを表明し保証するものとします。

5.3.3. The Event Partner, DAIMANI, a DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate or the 
Hospitality Sales Agent shall not be liable for any sort of incorrect entry of information, technical 
malfunctions of the internet, failure of computer hardware or software, lost or incomplete 
applications or failure to communicate with any Customer by e-mail due to the non-acceptance or 
delivery failure of the Confirmation of Purchase by the Customer’s e-mail. Any acceptance by the 
Event Partner is based on the assumption that all information provided by the Customer as part of 
its Order is fully accurate and correct. In the event that, at any time subsequent to the Event 
Partner’s acceptance of the Customer’s Order, the Event Partner detects:
イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関係会社、DAIMANI関係会社の株主及びホスピタリティ販売代理
店は、お客様の電子メールによる「購入確認書」の不受理又は不達により、情報の誤入力、インターネットの技
術的不具合、コンピューターのハードウェア又はソフトウェアの障害、申込書の紛失又は不完全な不備、電子
メールによる連絡不能のいずれに対しても一切責任を負わないものとします。イベントパートナーによる承諾
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は、お客様が注文の一部として提供したすべての情報が完全かつ正確であることを前提に行われるものとし、イ
ベントパートナーは、お客様から提供されたすべての情報が正確であることを保証するものではありません。イ
ベントパートナーがお客様の注文を承諾した後、イベントパートナーが以下の事項を発見した場合、イベント
パートナーは、お客様の注文を承諾するものとします。

in the content provided by the Customer any inaccuracy or deviation from the Event Partner’s 
standard for the Order; and/or
お客様から提供された内容が不正確であること又はイベントパートナーの基準から逸脱していることが判明した
場合

that the Customer and/or any of its Guests, has been banned from attending any public events, 
お客様及びそのゲストが公的なイベントへの参加を禁止されていることが判明した場合

such acceptance shall not be deemed nor construed as the Event Partner’s acceptance of such 
inaccuracy or deviation from the standard Order form and the Event Partner may, fully or partially, 
cancel the Hospitality Packages allocated to the Customer and, fully or partially, terminate the Sales 
Agreement.
また、イベントパートナーは、お客様に割り当てたホスピタリティパッケージの全部又は一部を取消し、販売契
約の全部又は一部を解除することができるものとします。

5.3.4. If an Order is submitted by an individual on behalf of a company or other legal entity, the 
individual who completes and submits the Order and clicks the Acceptance of Terms and Conditions 
Box agrees, represents and warrants to the Event Partner that he or she has the legal capacity and 
authority to bind the company or legal entity indicated in the Order. The individual agrees, represents
and warrants to the Event Partner that he or she is of legal age to enter into binding agreements. 
The Sales Agreement will be entered into by the company or other legal entity and the Event Partner.
会社その他の法人を代表して個人から注文がなされた場合、注文を記入、提出し、規約承諾欄をクリックした個
人は、イベントパートナーに対し、注文に記載された会社その他の法人を拘束する法的能力及び権限を有するこ
とを同意し、表明し、保証するものとします。本人は、拘束力のある契約を締結することができる法定年齢に達
していることをイベントパートナーに同意し、表明し、保証するものとします。販売契約は、会社等法人とイベ
ントパートナーとの間で締結されるものとします。

5.4. Sales Agreement
販売契約

A.Sale of Hospitality Packages
ホスピタリティパッケージの販売

5.4.1. DAIMANI or a DAIMANI Affiliate as identified on the relevant Event Page may:
DAIMANI または関連するイベントページに記載されている DAIMANI関連会社は、以下を行うことができます。

in respect to a Resale Transaction, act as the Event Partner and enter in the Sales Agreement in their
own name and own behalf; or
再販取引において、イベントパートナーとして、自己の名義で販売契約を締結すること。

in respect to a Referral Transaction, refer the Order submitted by the Customer to the Event 
Partner, which may be the Organiser, the Venue Operator or any third party appointed by either of 
them.
再販取引において、イベントパートナーとして、自己の名義で販売契約を締結すること。

The relevant Event Page identifies the name and the city/country of the relevant Event Partner and
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clarifies whether the Hospitality Package offered by the relevant Event Partner comprises a Ticket
and, if not comprised in the Hospitality Package, the name and the city/country of the relevant Event
Partner,  the Organiser  or  Venue  Operator  selling  the Ticket.  Whenever  DAIMANI  or  a  DAIMANI
Affiliate is not named on the Event Page as Event Partner in respect of the sale of the Hospitality
Packages selected by You (Referral Transaction), DAIMANI or a DAIMANI Affiliate (as applicable)
refer the sale of Hospitality Packages to the third-party Event Partner identified on the relevant
Event Page. In such case, further information on the Event Partner is provided in the Hospitality
Sales Regulations made available on the relevant Event Page.
当該イベントページは、当該イベントパートナーの名称及び都市・国を特定し、当該イベントパートナーが提供
するホスピタリティパッケージが航空券を含むか否か、ホスピタリティパッケージに含まれない場合は、当該イ
ベントパートナー、航空券を販売する主催者又は会場運営者の名称及び都市・国を明確にするもので
す。DAIMANI または DAIMANI関連会社が、お客様が選択したホスピタリティパッケージの販売に関してイベ
ントパートナーとしてイベントページに記載されていない場合（紹介取引）、DAIMANI または DAIMANI関連
会社は、当該イベントページで特定される第三者のイベントパートナーにホスピタリティパッケージの販売を紹
介します。この場合、イベントパートナーに関する詳細な情報は、当該イベントページで公開される「ホスピタ
リティ販売規程」に記載されます。

5.4.2. In any case, each Sales Agreement shall consist of, and incorporate the terms of the following 
documents which all form an integral part of the Sales Agreement:
いずれの場合も、各販売契約は、以下の文書で構成され、その条項が組み込まれるものとし、これらはすべて販
売契約の不可欠な一部を構成するものとします。

the Order;
注文書

the Confirmation of Purchase;
購入確認書

these Sales Terms;
 本販売約款
the Hospitality Sales Regulations issued by the Event Partner, if different from DAIMANI or a 
DAIMANI Affiliate or Event-specific Hospitality Sales Regulations issued by the Event Partner, 
DAIMANI or a DAIMANI Affiliate;
イベントパートナーが発行する「ホスピタリティ販売規程」（DAIMANI及び DAIMANI関係会社と異なる場
合）又はイベントパートナー、DAIMANI及び DAIMANI関係会社が発行する「イベント専用ホスピタリティ販
売規程」

the Event Terms; and
イベント規約、および

specific terms and conditions governing the sale of a Travel Bundle (if applicable).
旅行パッケージの販売に関する特定の条件（該当する場合）。

Each Sales Agreement will be governed by these Sales Terms, respectively the Hospitality Sales 
Regulations or Event-specific Hospitality Sales Regulations published on the relevant Event Page and 
in force at the date on which the Customer completes the Application Process and clicks the 
Acceptance of Terms and Conditions Box. The Event Partner may also at any time and without notice
change the scope, pricing and availability of future Hospitality Package product offerings.
各販売契約は、本販売規約、各イベントページで公開され、お客様が申込手続きを完了し、規約承諾欄をクリッ
クした時点で有効な「ホスピタリティ販売規約」または「イベント別ホスピタリティ販売規約」によって規定さ
れるものとします。また、イベントパートナーは、いつでも予告なく、将来のホスピタリティパッケージ商品の
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範囲、価格及び提供方法を変更することができるものとします。

5.4.3. Any other samples, drawings, descriptive matters or advertising issued by the Event Partner, 
DAIMANI, a DAIMANI Affiliate or a Hospitality Sales Agent, whether or not available on the 
Marketplace, and any illustrations or descriptions of the Hospitality Packages contained in catalogues
or brochures of the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate or a Hospitality Sales Agent are 
issued, displayed or published for the sole purpose of giving an approximate idea of the Hospitality 
Packages and Hospitality Services, and shall not, under any circumstance, constitute an offer, public 
offer, representation or warranty by the Event Partner DAIMANI, the DAIMANI Affiliates and/or a 
Hospitality Sales Agent. They shall not form part of the Sales Agreement or have any contractual 
force.
イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社又はホスピタリティセールスエージェントが発行するその
他のサンプル、図面、説明事項又は広告、及びイベントパートナー、DAIMANI のカタログ又はパンフレットに
含まれるホスピタリティパッケージのイラスト又は説明等は、マーケットプレイス上で入手できるか否かを問わ
ず、発行、表示又は掲載されるものです。イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社又はホスピタリ
ティ販売代理店のカタログ又はパンフレットに含まれるイラスト又は説明は、ホスピタリティパッケージ及びホ
スピタリティサービスの概略を示すことのみを目的として発行、表示又は掲載されており、いかなる場合におい
ても、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社又はホスピタリティ販売代理店の提案、公募、表示
又は保証を構成するものではありません。また、販売契約の一部を構成するものではなく、契約上の効力を有す
るものでもありません。

5.4.4.DAIMANI or a DAIMANI Affiliate may appoint Hospitality Sales Agents to assist in the 
identification of potential Customers and in concluding agreements for the sale of Hospitality 
Packages. No Hospitality Sales Agent has the power or authority to formally accept or commit the 
Event Partner, DAIMANI and/or any DAIMANI Affiliate to any sale of Hospitality Packages and/or to 
make any representations, commitments, promises, guarantees, warranties or undertakings on their 
behalf, or in any way bind, them.
DAIMANI または DAIMANI関連会社は、潜在的な顧客の識別及びホスピタリティパッケージの販売に関する契
約の締結を支援するために、ホスピタリティセールスエージェントを指名することができます。いかなるホスピ
タリティセールスエージェントも、イベントパートナー、DAIMANI及び／又は DAIMANI関連会社に対し、ホ
スピタリティパッケージの販売を正式に承諾又は約束する権限、及び／又は、それらの代理として表明、約束、
保証、引き受けを行う権限、又は拘束力を有しないものとします。

B. Sale of Tickets
チケットの販売

5.4.5. In the event that a Hospitality Package is offered for sale, or sold, without comprising a Ticket, 
the Event Partner, Organiser or Venue Operator as identified on the relevant Event Page is the 
principal in the sale of any Tickets to the Customer. In such case it is the sole responsibility of the 
Customer to purchase a Ticket for the Event, Session or Event Series in addition to the Hospitality 
Package. Neither DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, nor the 
Hospitality Sales Agent shall be responsible or liable in any way to the Customer and its Guests (i) for
the purchase of, or in any manner obtaining, a Ticket; and (ii) to grant Hospitality Access Pass 
Holders access to the Event, a Session or an Event Series.
ホスピタリティー・パッケージがチケットを含まない形で販売された場合、関連するイベントページで特定され
るイベントパートナー、主催者または会場運営者が、顧客に対するチケット販売の主体となります。この場合、
ホスピタリティパッケージに加え、イベント、セッションまたはイベントシリーズのチケットを購入すること
は、お客様の責任となります。DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主及びホスピタリティ
セールスエージェントは、お客様及びそのゲストに対し、(i)チケットの購入及び入手方法、(ii)イベント、セッ
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ション又はイベントシリーズへのアクセス権付与に関して、一切の責任を負わないものとします。

5.4.6. In case the Ticket is comprised in a Hospitality Package, as identified on the relevant Event 
Page, the Event Partner is the principal in the sale of Hospitality Packages to the Customer. With 
respect to the Ticket comprised in such Hospitality Packages, the following applies:
チケットがホスピタリティパッケージに含まれる場合、該当するイベントページで特定されるように、イベント
パートナーは、お客様へのホスピタリティパッケージの販売の主体者となります。このようなホスピタリティ
パッケージに含まれるチケットに関しては、以下のことが適用されます。

in case of a Resale Transaction, as stated on the relevant Event Page:
再販取引の場合は、当該イベントページに記載されたとおりとします。

DAIMANI or a DAIMANI Affiliate may act also as the principal in the sale of the Ticket comprised in 
the Hospitality Package. In such case, notwithstanding the lack of a direct contractual relationship 
between the Customer and the Organiser or Venue Operator concerning the Ticket comprised in the 
Hospitality Package, the Organiser and Venue Operator shall be considered third party beneficiaries 
under the Sales Agreement. This means that apart from DAIMANI or the DAIMANI Affiliate, also the 
Organiser and/or the Venue Operator shall, in accordance with the Event Terms, have the right to 
exercise, in their own name and their own behalf, any of the rights and remedies with respect to the 
Tickets comprised in the Hospitality Packages. Irrespective of their role as third party beneficiaries 
under the Sales Agreement, the Customer agrees and acknowledges that the Organiser, the Venue 
Operator, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate and any shareholder of a DAIMANI Affiliate are not jointly 
and severally liable to the Customer for the obligations of DAIMANI or the DAIMANI Affiliate under, or
in connection with, the Sales Agreement or the Ticket comprised in the Hospitality Package; or
DAIMANI又は DAIMANI関連会社は、ホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売の主体としても活
動することができます。この場合、お客様と主催者又は会場運営者との間にホスピタリティパッケージに含まれ
るチケットに関する直接的な契約関係がないにもかかわらず、主催者及び会場運営者は販売契約上の第三受益者
とみなされるものとします。つまり、主催者および会場運営者は、当社または当社関連会社とは別に、イベント
規約に従い、自己の名で、自己のために、ホスピタリティパッケージに含まれるチケットに関するあらゆる権利
および救済措置を行使する権利を有するものとします。お客様は、販売契約上の第三受益者としての役割にかか
わらず、主催者、会場運営者、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の株主が、販売契約又は
ホスピタリティパッケージに含まれるチケットに基づくDAIMANI又は DAIMANI関連会社の義務についてお客
様に対して連帯して責任を負わないことを同意し、確認します。

DAIMANI or a DAIMANI Affiliate may be authorised by the Organiser or the Venue Operator to 
provide, as their agent, a Ticket to the Customer as an integral part of each Hospitality Package and 
to procure that the Organiser or the Venue Operator, upon notification by DAIMANI or a DAIMANI 
Affiliate of the sale of Hospitality Packages to the Customer, automatically becomes the principal in 
the sale of the Ticket comprised in the Hospitality Package. The Customer accepts this direct 
contractual relationship with the Organiser or the Venue Operator concerning the sale of the Ticket 
comprised in the Hospitality Package and acknowledges that, based on such direct relationship with 
respect to Tickets, the Organiser or the Venue Operator have the right to exercise any of the rights 
and remedies with respect to Tickets pursuant to the Event Terms; and
DAIMANI又は DAIMANI関連会社は、主催者または会場運営者から、その代理人として、各ホスピタリティ
パッケージに不可欠なものとしてお客様にチケットを提供し、DAIMANI又は DAIMANI関連会社がお客様にホ
スピタリティパッケージの販売を通知すると、主催者または会場運営者が自動的にホスピタリティパッケージに
含まれるチケットの販売の主体となるように手配する権限を与えられる場合があります。お客様は、主催者また
は会場運営者とホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売に関するこの直接の契約関係を受け入れ、
チケットに関するこの直接の関係に基づいて、主催者または会場運営者がイベント規約に従ってチケットに関す
る権利と救済措置を行使する権利を有することを認めます；及び
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in case of a Referral Transaction, as indicated on the relevant Event Page:
紹介取引の場合は、該当するイベントページに記載されているとおりです。

DAIMANI or a DAIMANI Affiliate will not act as principle in the sale of the Ticket comprised in the 
Hospitality Package, but may be authorised by the Event Partner to refer, as the Event Partner’s 
agent, also the sale of a Ticket to the Customer as an integral part of each Hospitality Package. Upon
issuance of the Confirmation of Purchase, subject to Section 5.4.6 (ii) (b), the Event Partner shall 
automatically become the principal in the sale of the Ticket comprised in the Hospitality Package.
The Customer accepts this direct contractual relationship with the Event Partner also concerning the
sale of the Ticket comprised in the Hospitality Package and acknowledges that, based on such direct
relationship with respect to Tickets, the Event Partner, the Organiser or the Venue Operator have the
right to exercise any of the rights and remedies with respect to Tickets pursuant to the Event Terms 
as well as any other parts of the Sales Agreement; or
DAIMANI又は DAIMANI関連会社は、ホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売において、主体的
な役割を果たしませんが、イベントパートナーから、イベントパートナーの代理人として、各ホスピタリティ
パッケージに不可欠なものとして、お客様へのチケット販売も照会する権限を与えられることがあります。購入
確認書の発行により、第 5.4.6 条（ii）（b）に従い、イベントパートナーは自動的にホスピタリティーパッケー
ジに含まれるチケットの販売の主体となるものとします。顧客は、ホスピタリティパッケージに含まれるチケッ
トの販売に関してもイベントパートナーとのこの直接的な契約関係を受け入れ、チケットに関するこのような直
接的関係に基づいて、イベントパートナー、主催者または会場運営者が、イベント規約及び販売契約の他の部分
に従ってチケットに関する権利及び救済措置を行使する権利を有することを認めるか、または

the Event Partner of the Hospitality Package may be different from the seller of the Ticket 
comprised in the Hospitality Package, but may be authorised by the seller of the Ticket, as such 
seller’s agent, to sell a Ticket to the Customer as an integral part of each Hospitality Package. Upon 
notification by the Event Partner, the seller of the Ticket shall automatically become the principal in 
the sale of the Ticket comprised in the Hospitality Package. The Customer accepts this direct 
contractual relationship with the seller of the Ticket concerning the sale of the Ticket comprised in 
the Hospitality Package and acknowledges that, based on such direct relationship with respect to 
Tickets, the seller of the Ticket has the right to exercise any of the rights and remedies with respect 
to Tickets pursuant to the Event Terms.
ホスピタリティパッケージのイベントパートナーは、ホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売者と
は異なる場合がありますが、チケットの販売者から、その販売者の代理人として、各ホスピタリティパッケージ
の不可欠な一部として、顧客にチケットを販売する権限を与えられている場合があります。イベントパートナー
からの通知により、チケットの販売者は自動的にホスピタリティーパッケージに含まれるチケットの販売の主体
者となるものとします。お客様は、ホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売に関するチケットの販
売者とのこの直接的な契約関係を受け入れ、チケットに関するこのような直接的関係に基づいて、チケットの販
売者がイベント規約に基づきチケットに関するあらゆる権利及び救済措置を行使する権利を有することを認めま
す。

C.General Terms
 一般条項

5.4.7. The Sales Agreement represents the sole and complete statement of the respective rights and 
obligations of the Event Partner and the Customer with regard to the sale by the Event Partner and 
purchase by the Customer of the Hospitality Packages. The Sales Agreement supersedes and 
extinguishes any and all other oral and/or written correspondence, representations, understandings, 
negotiations, arrangements, proposals, sales materials and agreements relating to the purchase of 
the Hospitality Packages which are the subject of the Confirmation of Purchase.
販売契約は、イベントパートナーによるホスピタリティパッケージの販売及びお客様による購入に関するイベン
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トパートナー及びお客様のそれぞれの権利及び義務に関する唯一且つ完全な声明です。販売契約は、購入確認書
の目的であるホスピタリティパッケージの購入に関する口頭及び／又は書面によるその他の通信、表明、理解、
交渉、手配、提案、販売資料及び契約の全てに取って代わり、消滅するものとします。

5.4.8. All sales of Hospitality Packages under a Sales Agreement are final and binding on the 
Customer. Subject to Sections 5.6.3 and 5.6.4, all payments made by the Customer in connection 
with the Hospitality Packages are to be treated as non-refundable, and the Event Partner shall be 
under no obligation to repay any sums to the Customer.
販売契約に基づくホスピタリティパッケージの販売は、すべて最終的なものであり、お客様を拘束するものとし
ます。第 5.6.3 条及び第 5.6.4 条に従い、ホスピタリティパッケージに関連してお客様が支払った全ての金額は
返金不可として扱われ、イベントパートナーはお客様に対していかなる金額の返済義務も負わないものとしま
す。

5.4.9.Within seven (7) days of the date of the Event Partner issuing its Confirmation of Purchase to 
the Customer, the Event Partner may terminate and cancel the Sales Agreement, for any reason, on 
written notice to the Customer and refund to the Customer all sums paid by the Customer under the
Sales Agreement before termination and cancellation.
イベントパートナーがお客様に対し「購入確認書」を発行した日から7日以内に、イベントパートナーは、理由
の如何を問わず、お客様に対し書面で通知することにより、販売契約を解除し、解除前に販売契約に基づいてお
客様が支払った金額の全額を返金することができるものとします。

5.5.Hospitality Packages and Hospitality Services
ホスピタリティパッケージとホスピタリティサービス

5.5.1. The scope of the Hospitality Services made available to the Customer by the Event Partner in 
respect of a Hospitality Package will be outlined and described on the relevant Event Page. The 
Customer may not, following the conclusion of the Sales Agreement, request substitutions for, or 
alterations to, any Hospitality Services or components of the Hospitality Packages.
ホスピタリティパッケージに関してイベントパートナーがお客様に提供するホスピタリティサービスの範囲は、
該当するイベントページに概要及び説明が記載されます。お客様は、売買契約締結後、ホスピタリティサービス
又はホスピタリティパッケージの構成品の代替又は変更を要求することはできません。

5.5.2. The scope of the Hospitality Services made available to the Customer may be subject to such 
changes as may be:
お客様に提供されるホスピタリティサービスの範囲は、以下において適宜変更されることがあります。

required for reasons of public safety and security, or
公共の安全およびセキュリティのために必要な場合、または

reasonably determined by the Event Partner, DAIMANI and/or the DAIMANI Affiliate from time to 
time, provided that the Event Partner provides the Customer with replacement Hospitality Services 
of substantially similar or better quality and value.
ただし、イベントパートナーが、実質的に同等以上の品質及び価値を有する代替のホスピタリティサービスをお
客様に提供することを条件とします。

The Event Partner, DAIMANI and/or the DAIMANI Affiliate shall notify the Customer of any such 
changes as soon as reasonably possible.
イベントパートナー、DAIMANI及び／又は DAIMANI関連会社は、合理的に可能な限り速やかに、当該変更に
ついてお客様に通知するものとします。

5.5.3.Certain Hospitality Services may be provided in Hospitality Facilities which are located in 
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temporary hospitality structures or in Hospitality Facilities located outside of a Venue, detailed 
descriptions of the applicable Hospitality Facility will be provided by the Event Partner, DAIMANI 
and/or the DAIMANI Affiliate as and when practicable.
ホスピタリティサービスは、仮設のホスピタリティ施設や会場外のホスピタリティ施設で提供される場合があり
ますが、その詳細については、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社から可能な限り提供されま
す。

5.5.4. The Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate and/or the Organiser cannot guarantee, and
nothing under these Sales Terms shall be interpreted or construed as the Event Partner, DAIMANI,
the DAIMANI Affiliate and/or the Organiser guaranteeing:
イ ベ ン ト パ ー トナー 、 DAIMANI 、 DAIMANI 関連会社 及び /又は主催者は 、 イ ベ ン ト パ ー ト
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び/又は主催者が以下の事項を保証するものではなく、また本販売規約
のいかなる規定も保証するものと解釈されるものではありません。

the participation in an Event and/or Session of a specific athlete, team, artist or further official; 
特定のアスリート、チーム、アーティストまたは関係者のイベント及び／またはセッションへの参加

the duration of an Event and/or Session; and
イベント及び／又はセッションの開催期間

that the Customer or any of its Guests will have entirely uninterrupted and/or uninhibited view of a
match, concert, theatrical or further event from the Seat provided. The locations of the Seats are
determined by the Organiser. Neither DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI
Affiliate,  nor the Hospitality Sales Agent shall  be responsible or liable in any way to a Customer
and/or any of its Guests in relation to any complaints regarding locations of Seats.
顧客またはそのゲストが、提供された座席から試合、コンサート、演劇またはその他のイベントを完全に中断さ
れず、かつ／ま た は妨げられずに見ること が で き ること。座席の位置は主催者が決定 し ま
す。DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主及びホスピタリティセールスエージェントは、
座席の位置に関するいかなる苦情に関しても、お客様及び／又はそのゲストに対し、いかなる責任も負いませ
ん。

Any of the above does not change the value of the Hospitality Package, the Seat and/or the 
Hospitality Services which the Customer is entitled to receive and does not entitle the Customer to 
any refund or further compensation.
上記のいずれも、お客様が受け取る権利を有するホスピタリティパッケージ、座席及び／又はホスピタリティ
サービスの価値を変更するものではなく、お客様に返金又はさらなる補償を受ける権利を与えるものではありま
せん。

5.5.5. Access to a Venue and/or Hospitality Facility is strictly limited to the day of the Event or 
Session in respect of which a Hospitality Package has been purchased, and to the times indicated by 
the Event Partner from time to time.
会場及び／又はホスピタリティ施設へのアクセスは、ホスピタリティパッケージが購入されたイベント又はセッ
ションの当日及びイベントパートナーが随時示す時間に厳密に制限されます。

5.5.6.On the Event day, the Customer and any of its Guests are required to bring with them a Ticket 
or Digital DAIMANI Ticket (if applicable) together with such additional document, pass or form of 
identification that are notified by the Event Partner to the Customer to enable them to access the 
Venue, their Seats and the Hospitality Facility. A Hospitality Access Pass may be made available at 
the Venue on the Event day.
イベント当日、お客様及びゲストは、チケット又はデジタル DAIMANI チケット（該当する場合）及びイベント
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パートナーからお客様に通知された追加の書類、パス又は身分証明書を持参し、会場、座席及びホスピタリティ
施設に入場することが必要です。ホスピタリティ・アクセス・パスは、イベント当日に会場にてお渡しすること
があります。

These Sales Terms do not govern the use of any other personalised identification documents or
certificates that may be required by Event Authorities in connection with an Event for the purpose of
accessing the Venue or the Hospitality Facility, for instance due to the COVID-19 pandemic or similar
reasons.  Neither  the  Event  Partner,  nor  DAIMANI,  the  DAIMANI  Affiliate,  any  shareholder  of  a
DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agent, the Organiser and/or the Venue Operator assume any
liability or responsibility in respect of the application, issuance and use of any such personalised
identification documents or certificates. With this respect, the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI
Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agent, the Organiser and the
Venue Operator shall incur no liability whatsoever for:
本販売規約は、COVID-19の流行または類似の理由により、会場またはホスピタリティ施設にアクセスする目的
で、イベントに関連してイベント当局が要求する可能性のあるその他の個人識別文書または証明書の使用につい
て規定するものではありません。イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の
株主、ホスピタリティセールスエージェント、主催者および会場運営者は、かかる個人識別文書または証明書の
申請、発行および使用に関する一切の責任または義務を負わないものとします。また、イベントパート
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェント、主
催者及び会場運営者は、以下においていかなる責任も負わないものとします。

a failure to perform or improper performance of the Event Partner’s obligations (except for the 
cases of wilful misconduct) under the Sales Agreement; and/or
販売契約に基づくイベントパートナーの義務の不履行または不適切な履行（故意の違法行為の場合を除く）、お
よび/または

any damage incurred by the Customer and/or any of its Guests in case where such failure to 
perform or improper performance of obligations took place.
義務の不履行又は不適切な履行により、お客様又はそのゲストが被った一切の損害。

5.5.7. The Event Partner will use reasonable efforts to procure that the Tickets comprised in 
Hospitality Packages that are the subject of a single Sales Agreement will, wherever reasonably 
possible, correspond to Seats which are adjacent to each other or in the same block. No guarantees 
or warranties are provided by the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of 
a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agent, the Organiser and/or the Venue Operator that Seats 
will be adjacent to each other or in the same block.
イベントパートナーは、1 つの販売契約の対象となるホスピタリティパッケージに含まれるチケットが、合理的
に可能な限り、隣接する座席または同じブロック内の座席に対応するよう合理的な努力を払います。イベント
パートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェン
ト、主催者および会場運営者は、座席が隣接していることまたは同じブロックにあることを保証するものではあ
りません。

5.5.8.Customers or any of their Guests who require special assistance due to a disability or limited 
mobility (including wheelchair seating or wheelchair access to Hospitality Facility and/or the Venue) 
must promptly notify the Event Partner as soon as reasonably practical, during or following the 
Application Process. The Event Partner will use reasonable efforts to provide such special assistance 
and the best level of service possible (subject to availability).
お客様又はそのゲストが、障害又は移動の制限により特別な支援を必要とする場合（車椅子席又は車椅子による
ホスピタリティ施設及び／又は会場へのアクセスを含む）、申込手続中又は申込手続後、合理的に可能な限り速
やかにイベントパートナーに通知しなければならないものとします。イベントパートナーは、合理的な努力を
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もって、かかる特別な支援及び可能な限り最高のレベルのサービスを提供するものとします（ただし、空き状況
により異なります）。

5.5.9. The Customer voluntarily enters in the Sales Agreement acknowledging that the Price shown on
the Marketplace is a final and all-inclusive price. There are no hidden or delayed charges. The Price 
includes a Ticket and further Hospitality Services which are not typically served at the Venue and are
not capable of being separately priced or sold as individual servings. Anything not specifically listed 
on the relevant Event Page as being included in the Price and the Hospitality Package is extra, and 
You may need to pay third parties, such as the Event Partner or a Seller directly in the case You 
would want to buy such additional services. Therefore, we advise You to read the full details of the 
Hospitality Package description carefully.
お客様は、マーケットプレイスに表示された価格が最終的かつ包括的な価格であることを認識し、販売契約を自
発的に締結するものとします。隠れた料金や遅延料金はありません。価格には、チケット及び会場では通常提供
されず、個別の価格設定や販売が不可能な更なるホスピタリティ・サービスが含まれます。価格及びホスピタリ
ティパッケージに含まれるものとして関連イベントページに明示されていないものは別料金であり、お客様がそ
のような追加サービスを購入したい場合には、イベントパートナー又は販売者等の第三者に直接支払う必要があ
る場合があります。したがって、当社はお客様にホスピタリティパッケージの説明の全詳細を注意深く読むこと
をお勧めします。

5.6.Cancellation, Adjustment and Refund
キャンセル、調整、払い戻し

5.6.1.Once the purchase of the Hospitality Package is completed and You have received the 
Confirmation of Purchase, the Event Partner is solely responsible for revision, adjustment, or 
cancellation of Your purchase. The decision and conditions for, and handling of, the refund, 
reimbursement or exchange of purchased Hospitality Packages for an Event is exclusively made by 
the Event Partner, and not by DAIMANI or the DAIMANI Affiliate, provided it is not a Resale 
Transaction. Please note that You may be charged for Your cancellation in accordance with the 
Hospitality Sales Regulations or the Event Terms, in particular the Event Partner’s cancellation, 
(pre)payment and no-show policy, or You may not be entitled to any repayment of any (pre)paid 
amount. We recommend that You read the Hospitality Sales Regulations (if applicable) and Event 
Terms carefully prior to placing Your Order.
ホスピタリティパッケージの購入が完了し、お客様が「購入確認書」を受領した後、お客様の購入内容の修正、
調整、キャンセルについては、イベントパートナーが単独で責任を負うものとします。購入されたイベント用ホ
スピタリティパッケージの返金、払い戻し、交換の判断及び対応は、転売取引でない限り、イベントパートナー
が行うものとし、DAIMANI及び DAIMANI関連会社は関与しないものとします。なお、「ホスピタリティ販売
規約」または「イベント規約」、特にイベントパートナーのキャンセル・（前）払い・無連絡不参加ポリシーに
基づき、キャンセル料が発生したり、（前）払い金の返還を受けられない場合がありますので、ご注意くださ
い。当社は、お客様が注文を行う前に、「ホスピタリティ販売規約」（該当する場合）及び「イベント規約」を
注意深く読むことをお勧めします。

5.6.2. It is Your responsibility to ascertain whether an Event has been cancelled and the date and time
of any rearranged or postponed Event. If the Event is cancelled or rescheduled, it lies exclusively in 
the Event Partner’s responsibility to inform You in due time. However, we will do whatever we can to 
notify Customers of the cancellation or rescheduling once we have received the relevant information 
and authorization from the Event Partner.
お客様は、イベントがキャンセルされたかどうか、また、イベントの日時が変更されたかどうかを確認する責任
を負います。イベントが中止または延期された場合、イベントパートナーは、お客様に対し、適時に通知する責
任を負うものとします。ただし、当社は、イベントパートナーから関連情報および承諾を得た後、お客様にイベ
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ントの中止または変更を通知するためにできる限りの努力をするものとします。

5.6.3. No refunds of any amounts paid by the Customer to the Event Partner will be made to the 
Customer under any circumstances, except with respect to:
お客様がイベントパートナーに支払った金額は、以下の場合を除き、いかなる場合もお客様に返金されないもの
とします。

the cancellation of any Hospitality Package in the circumstances described in Section 5.4.9;
第 5.4.9条に記載された状況において、いかなるホスピタリティパッケージもキャンセルされること

the cancellation of the Event in its entirety or a Session in respect of which the Hospitality Packages 
has been purchased pursuant to Section 5.14.3; or
イベント全体または第 5.14.3 条に従ってホスピタリティ・パッケージが購入されたセッションの中止、または

the holding of the Event in its entirety, or of a Session in respect of which the Hospitality Packages 
has been purchased, “behind closed doors” pursuant to Section 5.14.3 or subject to other 
restrictions which prohibit the Event Partner from providing the Hospitality Package to the Customer.
イベント全体又はホスピタリティパッケージが購入されたセッションが、第 5.14.3 条に従って「非公開」で開
催されること、又はイベントパートナーが顧客にホスピタリティパッケージを提供することを禁止する他の制限
を受けること

No interest shall be payable in relation to any such refunds payable to the Customer under the Sales 
Agreement. Refunds payable shall be made no later than thirty (30) days after the date on which the 
Hospitality Package, the Event or the relevant Session has been cancelled.
販売契約に基づいて顧客に支払われるそのような払い戻しに関して、利息は支払われないものとします。払い戻
しは、ホスピタリティパッケージ、イベント、または関連セッションがキャンセルされた日から 30日以内に行
われます。

5.6.4. In the event of a Bad Weather Impact, Section 5.6.3 (ii) shall not apply, but the Customer may 
request from the Event Partner the refund of the price of the Ticket comprised in the Hospitality 
Package pursuant to, and conditional upon, the Ticket Terms, provided the Bad Weather Impact does
not entail the closing of the Venue and Hospitality Facility to the public. For the avoidance of doubt, 
in relation to a Bad Weather Impact the Event Partner shall only be obliged to refund the price of the
Ticket comprised in the Hospitality Package provided the Organiser grants such refund to the Event 
Partner, DAIMANI or the DAIMANI Affiliate. No interest shall be payable in relation to any such refund
payable to the Customer under the Sales Agreement. Refunds payable shall be made no later than 
thirty (30) days after the date on which the Bad Weather Impact has occurred.
悪天候による影響の場合、第 5.6.3 項(ii)は適用されないが、顧客は、悪天候による影響が会場及びホスピタリ
ティ施設の一般への閉鎖を伴わない限り、チケット条件に従い、またそれを条件に、イベントパートナーにホス
ピタリティパッケージに含まれるチケットの価格の払戻しを請求することができるものとします。ただし、主催
者がイベントパートナー、DAIMANI または DAIMANI関連会社に対し、当該払戻しを認める場合に限ります。
販売契約に基づきお客様に支払われる当該払戻しについては、利息を付さないものとします。払い戻しは、悪天
候の影響が発生した日から 30日以内に行われるものとします。

5.7.Delivery of Hospitality Package Components
ホスピタリティパッケージの構成品の提供

5.7.1. The Event Partner will use reasonable endeavours to procure that Hospitality Access Passes (if 
applicable), Tickets, any parking pass and all other applicable Hospitality Package components will be
delivered via the e-mail address stated in the Confirmation of Purchase (or to a different address 
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subsequently agreed in writing by the Event Partner). Tickets and Hospitality Access Passes (if 
applicable) may be made available for collection at the Venue office. The Customer will be notified by
telephone, e-mail or in writing of the arrangements for collection (using the details provided by the 
Customer at the time of Confirmation of Purchase) if this becomes necessary. Where there is not 
enough time to deliver Tickets or Hospitality Access Passes (if applicable), the Customer will be told 
at the point of purchase the arrangements for collection of Tickets.
イベントパートナーは、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、チケット、駐車券及びその他該当
するホスピタリティ・パッケージの構成品が、購入確認書に記載された E メールアドレス（又はその後イベント
パートナーが書面で同意した異なるアドレス）を通じて配送されるよう、合理的な努力を払うものとします。チ
ケット及びホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）は、会場の事務所で受け取ることができるように
なります。回収が必要となった場合には、電話、電子メール又は書面により、回収の手配についてお客様に通知
します（購入確認時にお客様から提供された詳細情報を使用します）。チケット又はホスピタリティ・アクセ
ス・パス（該当する場合）の配送に十分な時間がない場合、お客様はチケットの購入時に受け取りの手配を告げ
られます。

5.7.2.Where Hospitality Packages include e-Tickets and/or e-parking passes (which may include 
mobile tickets or ‘print-at-home’ tickets):
ホスピタリティパッケージに e チケットおよび/または e パーキングパス（モバイルチケットまたは「プリント・
アット・ホーム」チケットが含まれる場合があります）が含まれる場合

the e-Tickets and/or e-parking passes will be e-mailed to the Customer or made available by the 
Event Partner for download;
e チケット及び／又は e パーキング・パスは、顧客に電子メールで送信され、又はイベント・パートナーがダウ
ンロードできるようにします。

with respect to print-at-home e-Tickets and/or parking passes, the Customer will be required to print
off the e-Tickets and/or e-parking passes;
「プリント・アット・ホーム」チケット及び／又はパーキングパスに関しては、お客様は e チケット及び／又は
e パーキングパスをプリントアウトする必要があります。

print-at-home e-Tickets and/or e-parking passes must be printed in portrait mode (vertical) on blank 
white A4 paper (on both sides), without changing the print size using a laser or inkjet printer. No 
other medium (electronic, PC screen, portable screen, mobile screen etc) is valid. Any e-Ticket 
and/or e-parking pass that is partly printed, soiled, damaged or illegible shall not be considered valid.
The Customer is solely responsible to inform itself about the special requirements of the Event 
Partner, the Organiser or the Venue Operator for e-Tickets as set out in the Event Terms;
「プリント・アット・ホーム」チケットおよび/または e パーキングパスは、レーザープリンタまたはインク
ジェットプリンタを使用して、白紙の A4 用紙（両面）に印刷サイズを変えずに縦書きで印刷する必要がありま
す。他の媒体（電子機器、PC画面、携帯画面、モバイル画面等）は使用できません。部分的に印刷されてい
る、汚れている、破損している、または判読できない E チケットおよび/または E パーキングパスは、有効とみ
なされないものとします。顧客は、イベントパートナー、主催者または会場運営者がイベント規約に定める e チ
ケットに関する特別な要求事項に関して、単独で情報を提供する責任を負うものとします。

with respect to other forms of e-Tickets and/or e-parking passes, the Customer will be required to 
follow all instructions provided by the Event Partner, the Organiser and/or the Venue Operator and 
that use of such e-Tickets and/or e-parking passes may require the Customer and any of its Guests 
to download a mobile application and agree to separate terms and conditions applicable thereto; and
その他の形式の E チケット及び／又は E パーキング・パスに関しては、お客様はイベント・パートナー、主催者
及び／又は会場運営者が提供する全ての指示に従うことが求められ、当該 E チケット及び／又は E パーキング・
パスの使用には、お客様及びそのゲストがモバイルアプリケーションをダウンロードし、それに適用される個別
の条件に同意することが求められる場合があります；及び
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that the Customer and any of its Guests will be required to have valid identification in order to 
access the Venue with e-Tickets.
顧客及びそのゲストは、e チケットで会場にアクセスするために、有効な身分証明書を要求されること。

Neither the Event Partner, nor DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agent, the 
Organiser nor the Venue Operator shall be responsible on behalf of any Customer or any Guest for 
applying for, collecting or providing any travel visa or substitutional permits to enter or exit the 
country or state in which a Venue is located. The Customer remains responsible for taking care of all
general and event-specific requirements relating to its own and any of its Guests’ entry to and exit 
from the country or state in which a Venue is located and in relation to their movement inside such 
country or state.
イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、ホスピタリティセールスエージェント、主催者及び会場
運営者は、お客様又はゲストに代わり、会場が所在する国又は地域の出入国に関する旅行査証又はそれに代わる
許可書の申請、取得、提供について責任を負いません。顧客は、自己及びゲストの会場が所在する国又は州への
入出国及び当該国又は州内での移動に関する一般的及びイベント特有の要求事項をすべて処理する責任を負いま
す。

5.7.3. If the Hospitality Packages are dispatched by us or a DAIMANI Affiliate on behalf of the Event 
Partner, we will send You a Digital DAIMANI Ticket by e-mail. You can either use the Digital DAIMANI 
Ticket to access the Hospitality Services and Hospitality Facility directly or You must present the 
Digital DAIMANI Ticket at the check-in point at the Venue in order to exchange it for a Ticket and/or 
Hospitality Access Pass, which grants You access to the Venue and/or the Hospitality Facility. You 
must use the Digital DAIMANI Ticket issued in Your name and not the Digital DAIMANI Ticket bearing
any other name. You must not allow others to use Your Digital DAIMANI Ticket. If someone else has 
used Your Digital DAIMANI Ticket You will not be allowed entry to the Venue or the Hospitality 
Facility.
ホスピタリティパッケージが当社又はイベントパートナーに代わって DAIMANI関連会社から発送された場合、
当社はお客様にデジタル DAIMANI チケットを E メールにて送付します。お客様はデジタル DAIMANI チケット
を使用して直接ホスピタリティサービス及びホスピタリティ施設を利用するか、または、会場でのチェックイン
時にデジタル DAIMANI チケットを提示し、会場及びホスピタリティ施設へのアクセスを可能にするチケット及
び/またはホスピタリティアクセスパスに交換しなければなりません。お客様は、お客様の名前で発行されたデ
ジタル DAIMANI チケットを使用しなければならず、異なる名前のデジタル DAIMANI チケットは使用できませ
ん。お客様は、お客様のデジタル DAIMANI チケットを他人に使用させてはなりません。他人に使用された場
合、会場及びホスピタリティ施設に入場することはできません。

5.6.4. In the event of a Bad Weather Impact, Section 5.6.3 (ii) shall not apply, but the Customer may 
request from the Event Partner the refund of the price of the Ticket comprised in the Hospitality 
Package pursuant to, and conditional upon, the Ticket Terms, provided the Bad Weather Impact does
not entail the closing of the Venue and Hospitality Facility to the public. For the avoidance of doubt, 
in relation to a Bad Weather Impact the Event Partner shall only be obliged to refund the price of the
Ticket comprised in the Hospitality Package provided the Organiser grants such refund to the Event 
Partner, DAIMANI or the DAIMANI Affiliate. No interest shall be payable in relation to any such refund
payable to the Customer under the Sales Agreement. Refunds payable shall be made no later than 
thirty (30) days after the date on which the Bad Weather Impact has occurred.
悪天候による影響の場合、第 5.6.3 条 (ii) は 適用されませんが、顧客は、悪天候による影響が会場及びホスピタ
リティ施設の一般への閉鎖を伴わない場合、チケット条件に従い、またそれを条件に、イベントパートナーに対
してホスピタリティパッケージに含まれるチケットの価格の払戻しを要求することができるものとします。ただ
し、主催者がイベントパートナー、DAIMANI または DAIMANI関連会社に対し、当該払戻しを認める場合に限
ります。販売契約に基づきお客様に支払われる当該払戻しについては、利息を付さないものとします。払い戻し
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は、悪天候の影響が発生した日から 30日以内に行われるものとします。

5.7.5.Unless agreed in writing by the Event Partner, Hospitality Packages and Digital DAIMANI Tickets
will not be delivered to post office boxes. The Customer is required to provide a street address as 
well as the name and contact details of an individual which has been expressly authorised to take 
delivery of the Hospitality Packages and/or Digital DAIMANI Tickets. It is the Customer's 
responsibility to arrange for an authorised representative to be present at the delivery address to 
take delivery of every Hospitality Package or Digital DAIMANI Ticket and to notify the Event Partner 
of any change in the proposed delivery address.
イベントパートナーが書面で同意した場合を除き、ホスピタリティパッケージ及びデジタル DAIMANI チケット
は私書箱への配達はいたしません。お客様は、ホスピタリティパッケージ及び／又はデジタル DAIMANI チケッ
トの引渡しを受ける権限を明示的に付与された個人の住所、氏名及び連絡先を提供する必要があります。お客様
は、全てのホスピタリティパッケージ又はデジタル DAIMANI チケットの引渡しのために、権限を有する代理人
が引渡場所に立ち会うよう手配し、引渡予定住所に変更があった場合にはイベントパートナーに通知する責任を
負います。

5.7.6. Save in respect of last-minute sales or as the Event Partner may determine (acting reasonably), 
if the Customer has not received the Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable), Digital DAIMANI 
Ticket (if applicable) and all other applicable Hospitality Package components at least three (3) 
weeks prior to the Event or the Session, the Customer will immediately notify the Event Partner in 
writing.
直前販売の場合及びイベントパートナーが合理的に判断する場合を除き、お客様が本イベント又はセッションの
3週間前までにチケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット
（該当する場合）及びその他全ての該当するホスピタリティ・パッケージを受領しない場合、お客様は直ちにイ
ベントパートナーに書面にて通知するものとします。

5.7.7. Any Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable), Digital DAIMANI Ticket (if applicable) or 
parking pass which has become damaged in any way after delivery to, or collection by, the Customer 
and is, as a consequence, unreadable, may not be accepted for admission to, or use at, the Venue 
and/or the Hospitality Facility. It is the sole responsibility of the Customer to immediately notify the 
Event Partner in writing, in the event that any Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable), Digital 
DAIMANI Ticket (if applicable) or parking pass is delivered or collected in a damaged condition. In the
absence of any such written notification, the relevant Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable), 
Digital DAIMANI Ticket (if applicable) or parking pass will be deemed to be undamaged at delivery or 
collection.
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場合）
又はパーキング・パスが、お客様への配送後又はお客様による受領後に何らかの形で破損し、その結果、読み取
りができなくなった場合、会場又はホスピタリティ施設での入場又は利用を認めない場合があります。チケッ
ト、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場合）又は駐
車券が破損した状態で配送又は受取られた場合、お客様は直ちにイベントパートナーに書面にて通知する責任を
負います。当該書面による通知がない場合、当該チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場
合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場合）又は駐車パスは、配送又は受取時に破損していないものと
みなされます。

5.7.8. Neither the Event Partner, nor DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI 
Affiliate and/or the Hospitality Sales Agent shall be responsible or liable in any way to the Customer 
and its Guests for any lost, stolen, damaged, destroyed, forgotten or mutilated Ticket, Hospitality 
Access Pass (if applicable), Digital DAIMANI Ticket (if applicable) or parking passes or other 
Hospitality Package component once received or collected by the Customer. Duplicate Tickets, 
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Hospitality Access Passes (if applicable) or Digital DAIMANI Tickets (if applicable) may only be issued
at the discretion of the Event Partner, the Organiser or the Venue Operator. If duplicates are issued, 
a reasonable administration charge may be levied.
イベントパートナー及び DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主及びホスピタリティセール
スエージェントは、お客様及びそのゲストに対し、お客様によって受領又は受領されたチケット、ホスピタリ
ティアクセスパス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場合）又は駐車券その他のホスピ
タリティパッケージ構成品の紛失、盗難、破損、破壊、忘れ、毀損等についていかなる責任及び義務をも負わな
いものとします。チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）又はデジタル DAIMANI チケッ
ト（該当する場合）の複製は、イベント・パートナー、主催者又は会場運営者の裁量によってのみ発行されるこ
とができるものとします。重複して発行された場合、合理的な管理手数料を請求することがあります。

5.7.9. The Event Partner reserves the right to determine whether to issue replacement Hospitality 
Access Passes (if applicable), Digital DAIMANI Tickets, Tickets or parking passes and to determine 
the conditions which may apply to any such replacements.
イベントパートナーは、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット、チ
ケットまたはパーキングパスの交換を発行するかどうか、またそのような交換に適用される条件を決定する権利
を有します。

5.8. Event Terms
イベント規約

5.8.1. Any use of a Ticket comprised in a Hospitality Package shall be governed by the Event Terms. 
Depending on the date of purchase of a Hospitality Package, the Customer irrevocably and 
unconditionally undertakes and agrees to fully comply with the Event Terms which may be amended 
by an Organiser or Venue Operator from time to time, also at a date following the Customer’s 
entering into the Sales Agreement. To the broadest extent permitted by the applicable laws this shall 
give rise to no claims against the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales
Agent, the Organiser and/or Venue Operator or their respective subsidiaries, representatives, 
officers and employees. The Customer shall comply with any updated version of the Event Terms 
and undertakes to periodically check for updates to the Event Terms. Each Customer and any of its 
Guests who uses a Ticket to enter a Venue will be deemed to have fully and irrevocably agreed to 
accept, and comply with, the prevailing version of the Event Terms.
ホスピタリティパッケージに含まれる航空券の使用は、イベント規約に準拠するものとします。お客様は、ホス
ピタリティパッケージの購入日により、主催者または会場運営者が随時変更するイベント規約を、お客様が売買
契約を締結した後の日付においても、取消不能かつ無条件に完全に遵守することを約束し同意するものとしま
す。適用法令により認められる限りにおいて、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、ホスピタ
リティセールスエージェント、主催者及び会場運営者並びにそれらの子会社、代表者、役員及び従業員に対する
いかなる請求権も生じないものとします。お客様は、イベント規約の更新を遵守するものとし、イベント規約の
更新を定期的に確認するものとします。各顧客及びチケットを使用して会場に入場するそのゲストは、イベント
規約の現行版を受け入れ、遵守することに完全かつ取消不能の形で同意したものとみなされます。

5.8.2.Regardless of the Customer’s fault, each Customer remains primarily liable to the Event 
Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Organiser and Venue Operator for any non-compliance 
by any of its Guest with the applicable version of the Event Terms. The Customer shall also remain 
directly liable to the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Organiser and/or the Venue 
Operator for any non-compliance by it or any of its Guest(s) with the Event Terms. The Customer is 
responsible for notifying each individual Guest in writing of the requirements of the Event Terms and
these Sales Terms and to ensure full compliance with the same by any of its Guests.
お客様は、お客様の過失の有無にかかわらず、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、主催者及
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び会場運営者に対し、ゲストのイベント規約不遵守について第一義的に責任を負うものとします。お客様は、イ
ベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、主催者及び会場運営者に対して、自己又は自己のゲストが
本規約を遵守しなかった場合の直接の責任を負うものとします。お客様は、個々のゲストに対し、イベント規約
及び本販売規約の要件を文書で通知し、ゲストの遵守を徹底する責任を負うものとします。

5.8.3. All of the terms and conditions of the Event Terms with respect to the Venue to which a Ticket 
Holder gains access through the use of a Ticket shall also apply to the Hospitality Facility, in so far as
is relevant, to which the Customer and any of its Guests gain access through the use of a Hospitality 
Access Pass (if applicable) on Event days.
チケット所有者がチケットの使用を通じてアクセスする会場に関するイベント規約のすべての条件は、関連する
限りにおいて、イベント日に顧客およびそのゲストがホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）の使用
を通じてアクセスするホスピタリティ施設にも適用されるものとします。

5.8.4. Any measures taken or imposed by an Event Authority with respect to an Event or Session, any
Ticket, the Venue and/or the Hospitality Facility shall apply to the Customer and/or any of its Guests.
By way of illustration only, if any Ticket is cancelled or a Customer or Guest is expelled from, or 
refused entrance to, a Venue and/or Hospitality Facility as a result of a violation of the Event Terms, 
these Sales Terms or as result of any action authorised pursuant to any law or by-law, the Customer 
and/or the Guest may (without prejudice to any other rights or remedies the Event Partner, DAIMANI,
the DAIMANI Affiliate, the Organiser and/or Venue Operator may have) lose all rights pursuant to its 
Hospitality Package(s) (including the Ticket component), with no right of refund.
イベントまたはセッション、チケット、会場および/またはホスピタリティ施設に関してイベント当局が講じた
措置または課した措置は、お客様および/またはそのゲストに適用されるものとします。ただし、イベント規
約、本販売規約に違反した結果、または法律や条例に基づき許可された措置の結果、航空券が取り消された場
合、またはお客様もしくはゲストが会場やホスピタリティ施設からの退去、または入場を拒否された場合は、こ
の限りではありません。お客様又はゲストは、（イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、主催者
又は会場運営者が有する他の権利又は救済手段を害することなく）そのホスピタリティパッケージ（チケット部
分を含む）に基づく全ての権利を喪失し、払戻しの権利がない場合があります。

5.9.Data
データ

5.9.1. The Customer shall comply with the directives of the Event Partner, DAIMANI and/or the Event
Authorities with regard to the provision and use of individual or personal data for any of its Guests.
In particular, the Customer shall provide the Event Partner immediately following any request by an
Event Authority and/or any party authorised by such parties or by the applicable laws, with full
details relating to its identity and the identity of any of its Guests, including but not limited  to the
Guest’s  name,  passport/identity  card  numbers,  nationality  and  date  of  birth  and  such  other
information and/or data as an Event Authority may require from time to time. The Customer agrees,
if requested by the Event Partner, DAIMANI, a DAIMANI Affiliate or an Event Authority, to provide any
of its Guests with the Ticket specifically allocated, by Ticket number or by block, Seat or row number,
to such Guest.
お客様は、ゲストの個人情報の提供及び利用に関し、イベントパートナー、DAIMANI及び／又はイベント当局
の指示に従うものとします。特に、お客様は、イベント当局及び／又は当該当局から権限を与えられた者及び適
用される法律により要求された場合、直ちにイベントパートナーに対し、ゲストの氏名、パスポート／ID カード
番号、国籍、生年月日及びイベント当局が随時要求するその他の情報及び／又はデータを含む自己及びゲストの
身元に関す る 全 て の詳細を 提 供 し な け ればならな いもの と し ま す。お 客 様 は 、 イ ベ ン ト パ ー ト
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社又はイベント当局から要求された場合、そのゲストにチケット番号又はブ
ロック、シート若しくは列番号により特別に割り当てられたチケットを提供することに同意するものとします。
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5.9.2. If the Customer fails to provide the details set out in Section 5.9.1, the Event Partner reserves 
the right (without prejudice to any other rights or remedies the Event Partner may have) to withhold 
delivery of the Hospitality Packages until such data is provided, to cancel the relevant Hospitality 
Package(s) and/or to refuse entrance to the Venue and/or Hospitality Facility to any Customer or 
any of its Guests for which data has not been provided, with no right to any refund. Any Ticket and 
other component of a Hospitality Package(s) thus cancelled may be made available for re-sale by the
Event Partner.
お客様が第 5.9.1 条に定める詳細を提供しない場合、イベントパートナーは、（イベントパートナーが有する他
の権利又は救済手段を害することなく）当該データが提供されるまでホスピタリティパッケージの配送を保留
し、該当するホスピタリティパッケージをキャンセルし、及び／又はデータが提供されていないお客様又はその
ゲストに対して会場やホスピタリティ施設への入場を拒否し、いかなる払戻しの権利も持たない権利を有するも
のとします。このようにキャンセルされたチケット及びその他のホスピタリティパッケージの構成品は、イベン
トパートナーによって再販売される可能性があります。

5.9.3. Event Authorities may carry out access controls and inspections at a Venue. In the event that 
the Customer or any of its Guests attempts to use a Hospitality Package at the Venue and/or 
Hospitality Facility and the personal details of such Customer or Guest do not match the data 
provided in respect of such Hospitality Package, the Event Authorities expressly reserve the right to 
cancel the relevant Hospitality Package(s) and/or to refuse entrance to the Venue and/or Hospitality 
Facility to the Customer or Guest, with no right to any refund or compensation. Any such Ticket and 
other component of a Hospitality Package(s) may be made available for re-sale by the Event Partner.
イベント当局は会場へのアクセスコントロールと検査を実施することができます。顧客又はそのゲストが会場及
び／又はホスピタリティ施設でホスピタリティパッケージを使用しようとし、その顧客又はゲストの個人情報が
そのホスピタリティパッケージに関して提供されたデータと一致しない場合、イベント当局は、顧客又はゲスト
に対して、返金又は補償する権利なく、関連ホスピタリティパッケージをキャンセルする権利、並びに会場又は
ホスピタリティ施設への入場拒否権を明示的に有するものとします。そのようなチケット及びその他のホスピタ
リティパッケージの構成品は、イベントパートナーによって再販売される場合があります。

5.9.4. The personal data provided to the Event Partner, DAIMANI or the DAIMANI Affiliate and/or any 
third party authorised by an Event Authority will, subject to the applicable laws, be used, processed, 
stored, and transferred to third parties (including but not limited to cross-border transfer) 
designated by the Event Authorities (located both within and outside of Switzerland and the 
country/state where the Venue is located) for purposes relating to:
イベントパートナー、DAIMANI または DAIMANI関連会社及びイベント当局が認めた第三者に対して提供され
た個人情報は、適用される法令に従い、以下の目的のためにイベント当局（スイス国内外及び会場所在国）が指
定した第三者（国境を越えた移転を含む）に利用、処理、保管及び送付されることに同意します。

Hospitality Package sales and Ticket allocation procedures; any relevant safety and security 
measures; and
ホスピタリティパッケージの販売及びチケットの割り当て手続き、関連する安全及びセキュリティ対策、及び
rights protection measures in connection with the Event.
本イベントに関連した権利保護措置。

You agree to DAIMANI’s or the DAIMANI Affiliate’s use of such personal data, in accordance with our 
Privacy Policy set out at https://www.daimani.com/privacy. It is the responsibility of the Customer to 
obtain the consent of any of its Guests to use his personal data for the purposes described above.
お客様は、DAIMANI または DAIMANI関連会社が、https://www.daimani.com/privacy に定める当社のプライ
バシーポリシーに従って、当該個人データを利用することに同意するものとします。お客様は、ゲストの個人情
報を上記の目的で利用することについて、ゲストの同意を得る責任を負います。
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5.9.5.Customers may update, correct or amend their personal data or the personal data of their 
Guests by contacting the Event Partner in writing. If an Order is rejected by the Event Partner or the 
Sales Agreement is cancelled or terminated (for whatever reason), the Customer may request 
deletion of its personal data provided in connection with the Order by contacting the Event Partner 
in writing.
お客様は、イベントパートナーに書面にて連絡することにより、自己またはゲストの個人データを更新、訂正ま
たは修正することができます。お客様は、イベントパートナーが注文を拒絶した場合又は売買契約が解除された
場合（理由の如何を問わない）、イベントパートナーに書面により連絡することにより、当該注文に関連して提
供された個人データの削除を請求することができるものとします。

5.10. Prohibition on the Resale and Transfer of Hospitality Packages
ホスピタリティパッケージの転売・譲渡の禁止

5.10.1. The Customer is prohibited from:
お客様は、以下のことを禁止します。

directly or indirectly conducting, allowing, permitting, authorising and/or
直接的または間接的に、以下の行為を行うこと、許可すること、認可すること、および/または
approving: any re-sale, or the offering for resale (whether online or offline), and/or
再販売、または再販売のための提供（オンラインまたはオフラインを問わない）、および/または
the exchange, other transfer or assignment of rights (other than the provision to a Guest) (whether 
online or offline);
交換、その他の権利の移転または譲渡（ゲストへの提供を除く）（オンラインまたはオフラインを問わない）。

of any Hospitality Package, Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable), Digital DAIMANI Ticket (if 
applicable) parking pass or other Hospitality Service, whether for any value of kind or otherwise, 
including in connection with any separate transaction with any third party under which any value of 
any kind is transferred to the Customer in connection (whether direct or indirect) with the provision 
by the Customer of any Hospitality Package;
お客様によるパッケージ、チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI
チケット（該当する場合）、駐車券又はその他のホスピタリティ・サービスの提供について、現物の価値か否か
を問わず、お客様によるパッケージの提供に関連して（直接か間接かを問わず）何らかの価値がお客様に移転す
る第三者との個別の取引に関するものを含みます。

directly or indirectly conducting, allowing, permitting or approving:
直接的または間接的に以下の行為を行うこと、許可すること、許可すること、または承認すること。

any re-sale, or the offering for resale (whether online or offline), and/or
再販売、または再販売のための提供（オンラインまたはオフラインを問わない）、および/または
the exchange or other transfer or assignment of rights (other than the provision to a Guest) 
(whether online or offline);
交換またはその他の権利の移転または譲渡（ゲストへの提供を除く）（オンラインまたはオフラインを問わな
い）。

of any Ticket, whether for any value of any kind or otherwise, including in connection with any 
separate transaction with any third party under which any value of any kind is transferred to the 
Customer in connection (whether direct or indirect) with the provision by the Customer of any 
Hospitality Package; and
いかなる種類の価値か否かを問わず、航空券を提供すること。これには、お客様によるホスピタリティパッケー
ジの提供に関連して（直接的または間接的に）いかなる種類の価値でもお客様に譲渡される第三者との個別の取
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引に関連して行うことも含まれます。

acting, purporting to act, or advertising its ability to act, as an agent, facilitator or representative of a
third party for the purchase, or purported purchase, of Hospitality Packages (or any component of a 
Hospitality Package), Tickets and/or Digital DAIMANI Ticket (if applicable) by the third party.
第三者によるホスピタリティパッケージ（又はホスピタリティパッケージの構成要素）、チケット及び／又はデ
ジタル DAIMANI チケット（該当する場合）の購入又は購入と称する行為のために、第三者の代理人、進行役又
は代表者として行動し、行動すると称し、又は行動できることを宣伝すること。

5.10.2. The Customer shall ensure that any Hospitality Packages are only used by the Customer itself 
or by its Guests to which the Customer provides the Hospitality Packages.
お客様は、ホスピタリティパッケージが、お客様自身又はお客様がホスピタリティパッケージを提供するゲスト
によってのみ使用されることを保証するものとします。

5.10.3. The Customer shall ensure that none of its Guests resell, exchange or otherwise transfer, 
whether in whole or in part and whether for value or otherwise, any Hospitality Package, Ticket, 
Hospitality Access Pass (if applicable), Digital DAIMANI Ticket (if applicable), parking pass or other 
Hospitality Service, and that any of its Guests are informed in writing by the Customer of this 
prohibition.
お客様は、ゲストの皆様が、その全部又は一部を問わず、また有償無償を問わず、いかなるホスピタリティパッ
ケージ、チケット、ホスピタリティアクセスパス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場
合）、駐車パス又はその他のホスピタリティサービスも転売、交換又はその他の方法で譲渡しないこと、及びゲ
ストの皆様にこの禁止事項をお客様から書面にて通知して頂くようお願いします。

5.10.4. Any Customer or Guest who is entitled to use any component of a Hospitality Package must 
be the same person as the Customer or Guest who uses each of the corresponding components of 
the relevant Hospitality Package.
ホスピタリティパッケージの構成品を利用する権利を持つお客様またはゲストは、関連するホスピタリティパッ
ケージの対応する各構成品を利用するお客様またはゲストと同一人物である必要があります。

5.10.5. At no stage will a Guest become a party to, or third-party beneficiary under, the Sales 
Agreement or receive any rights under or in connection with the Sales Agreement, or be entitled to 
any recourse against any of the Event Authorities under, or in connection with, the Sales Agreement.
いかなる段階においても、ゲストは、販売契約の当事者または第三受益者となり、販売契約に基づきまたはこれ
に関連して何らかの権利を取得し、または販売契約に基づきまたはこれに関連してイベント当局に対して何らか
の請求権を有するものではありません。

5.11.Use of Hospitality Packages
ホスピタリティパッケージの利用

5.11.1. The purchase of a Hospitality Package does not grant the right to, or permit the Customer 
and/or any of its Guests to exercise, any marketing, advertising or promotional rights with respect to
an Event, a Session, Event Series or any ancillary event, any athlete, team, artist or further official 
participating in the Event, the Organiser or any other affiliated body or event.
ホスピタリティ・パッケージの購入は、イベント、セッション、イベントシリーズまたは付帯イベント、イベン
トに参加するアスリート、チーム、アーティストまたはその他の関係者、主催者またはその他の関連団体または
イベントに関するマーケティング、広告またはプロモーションの権利を顧客および/またはそのゲストに付与し
たり、行使を許可したりするものではありません。

5.11.2. The Customer expressly acknowledges and agrees the importance of protecting the integrity 
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of the Events from ambush marketing activities and that the Organiser and/or the Event Partner may
will suffer a material damage in case of any ambush marketing activities or any violation of the Sales 
Terms and/or the Event Terms. The Customer shall not, and shall ensure that any of its Guests shall 
not, hold itself out as a sponsor of, or otherwise associate itself or its name, services or products in 
any manner whatsoever with, an Event, a Session, Event Series or any ancillary event, any athlete, 
artist, team or further official participating in the Event, the Organiser, the Event Partner or any other
affiliated body or event.
お客様は、虚偽のマーケティング活動からイベントの整合性を保護することの重要性、および虚偽のマーケティ
ング活動または販売規約および/またはイベント規約の違反があった場合、主催者および/またはイベントパート
ナーが重大な損害を受けることを明示的に認め、同意するものとします。顧客は、イベント、セッション、イベ
ントシリーズまたは付帯イベント、イベントに参加するアスリート、アーティスト、チームまたはその他の関係
者、主催者、イベントパートナーまたはその他の関連団体またはイベントのスポンサーを自称せず、またそのゲ
ストのいずれもが、いかなる方法でも自社または自社の名前、サービスまたは製品を関連付けないものとし、そ
のように徹底するものとします。

5.11.3. The Customer shall not, and shall ensure that any of its Guests shall not, before, during and 
after an Event:
お客様はイベント前、イベント中、イベント後、ゲストが以下のことを行わないようにするものとします。

use a Hospitality Package or any component thereof for any marketing, advertising or promotional 
purposes including, but not limited to, use as a prize in competitions, games, lotteries, sweepstakes, 
or any other similar activity;
ホスピタリティパッケージまたはその構成要素をマーケティング、広告、宣伝目的で使用すること。これにはコ
ンペ、ゲーム、抽選、懸賞、またはその他の類似活動の賞品として使用することを含みますが、これに限定され
ません。

conduct any promotional, advertising or marketing activity in connection with an Event, a Session, 
Event Series or any ancillary event, any athlete, artist, team or further official participating in the 
Event, the Organiser, the Event Partner or any other affiliated body or event; or
イベント、セッション、イベント・シリーズまたは付帯イベント、イベントに参加するアスリート、アーティス
ト、チームまたはその他の関係者、主催者、イベント・パートナーまたはその他の関連団体またはイベントに関
連して、いかなるプロモーション、広告またはマーケティング活動を行うこと、または

conduct any activity which the Event Partner and/or the Organiser reasonably believe may lead to an
association between the Customer, any of its Guests and/or the Customer’s or its Guests’ name, 
services or products and an Event, a Session, Event Series or ancillary event, any athlete, artist, team
or further official participating in the Event, the Organiser, the Event Partner or any other affiliated 
body or event.
イベントパートナー及び／又は主催者が、顧客、そのゲスト及び／又は顧客若しくはゲストの名称、サービス若
しくは製品と、イベント、セッション、イベントシリーズ若しくは付帯イベント、イベントに参加するアスリー
ト、アーティスト、チーム若しくはその他の関係者、主催者、イベントパートナー又はその他の関連団体若しく
はイベントとの関連性につながるかもしれないと合理的に判断する活動を実施すること。

5.11.4. The Customer shall not, and shall ensure that any of its Guests shall not:
顧客は、そのゲストのいずれもが以下のことを行わないものとし、また行わないよう保証するものとします。

develop, use or register any name, logo, trademark, symbol, service mark or other mark which may 
be inferred by the public as identifying with an Event, a Session, Event Series or ancillary event, any 
athlete, artist, team or further official participating in the Event, the Organiser, the Event Partner or 
any other affiliated body or event;
イベント、セッション、イベントシリーズ又は付帯イベント、イベントに参加するアスリート、アーティスト、
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チーム又はその他の関係者、主催者、イベントパートナー又はその他の関連団体若しくはイベントを識別するも
のとして公衆が推論し得る名称、ロゴ、商標、記号、サービスマーク又はその他のマークを開発、使用又は登録
すること。

bring or cause to have brought any promotional, advertising or commercial items of any kind into a 
Venue or Hospitality Facility, including any banner, sign (including handheld lollipop signs) or leaflet 
for the purposes of display or distribution. By way of illustration only, the Customer and any of its 
Guests shall refrain from wearing, in a Venue or Hospitality Facility, any clothing or materials which 
prominently features the name and/or logo and/or any other trademark of the Customer and/or its 
Guest(s) and which is intended to be worn as part of a group wearing the same or similar clothing in 
a way which the Event Partner and/or the Organiser may reasonably regard as the conduct of a 
promotional, advertising or commercial activity; and
展示または配布を目的としたバナー、看板（携帯型ロリポップ・サインを含む）またはリーフレットを含む、あ
らゆる種類のプロモーション、広告または商業用物品を会場またはホスピタリティ施設に持ち込む、または持ち
込ませること。例示に過ぎませんが、顧客及びそのゲストは、会場又はホスピタリティ施設において、顧客及び
／又はそのゲストの名称及び／又はロゴ及び／又はその他の商標を顕著に特徴とし、イベントパートナー及び／
又は主催者が宣伝、広告又は商業活動の実施と合理的にみなすことができる方法で、同一又は類似の衣服を着用
するグループの一員として着用することを意図した衣服又は素材を着用しないものとし、また、次の各号に該当
するものは、会場内で着用しないものとします。

promote, sell, display or distribute any promotional, advertising or commercial items or services at a 
Venue or Hospitality Facility, such as any drinks, food, souvenirs and clothing and flyers. All such 
items are subject to removal or confiscation by an Event Authority or, at the entrance of and within 
the Hospitality Facility, the Event Partner, and any person engaging in such activities is subject to 
ejection from the Venue and/or Hospitality Facility.
会場またはホスピタリティ施設において、飲料、食品、土産品、衣類、チラシなどの販促、広告、商業的アイテ
ムまたはサービスの宣伝、販売、展示、配布を行うこと。これらの物品は、イベント当局、またはホスピタリ
ティ施設の入口及び施設内において、イベントパートナーにより撤去または没収されるものとし、かかる活動に
従事する者は、会場及び/またはホスピタリティ施設から退去させられるものとします。

5.11.5. By using any component of a Hospitality Package to access the Hospitality Facility or the 
Venue and attend an Event, each Customer grants, and confirms that any of its Guests grants, the 
Event Partner, the Organiser and any third party authorised by any of these parties the unrestricted 
right and licence to use worldwide and in perpetuity the Customer’s and Guests’ image, likeness, 
actions, name, voice and statements in connection with any live or recorded broadcast or other 
transmission or reproduction of the Event, in whole or in part, or of a Session or Event Series by 
means of any media existing now or in the future, for any purpose and without compensation, 
consideration or notification. The Customer waives, and confirms that any of its Guests waives, in 
advance all rights and actions seeking to oppose such use.
ホスピタリティ施設または会場にアクセスし、イベントに参加するためにホスピタリティパッケージの構成要素
を使用することにより、各顧客は、そのゲストのいずれかが、イベントパートナー、主催者およびこれらの当事
者のいずれかに権限を与えられた第三者に対し、顧客およびゲストの画像を全世界で永続的に使用する無制限の
権利およびライセンスを付与し、またそれを確認するものとします。本イベントの全部又は一部、或いはセッ
ション又はイベント・シリーズを、現在又は将来のあらゆる媒体を用いて、いかなる目的でも、また報酬、対価
又は通知なしに、生放送又は録画放送、その他の送信又は複製に関連して、顧客及びゲストの肖像、行動、名
前、声及び発言を、世界的かつ永続的に使用する無制限の権利とライセンスを付与します。お客様は、このよう
な使用に反対しようとするすべての権利と行動を事前に放棄し、そのゲストのいずれかが放棄することを確認す
るものとします。

5.11.6. Nothing in these Sales Terms and/or the Event Terms grants a Ticket Holder or holder of a 
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Hospitality Access Pass the right to capture or produce any photographs, sounds, videos, other 
audio, visual or audio-visual material, accounts or descriptions of the Event, a Session, Event Series 
or any other content relating to the Event while attending the Hospitality Facility or the Venue other 
than for personal, non-commercial purposes. Any Event content captured or produced in 
contravention of this Section is strictly prohibited.
本販売規約および/またはイベント規約のいかなる条項も、チケットホルダーまたはホスピタリティ・アクセ
ス・パス保持者に対して、個人的かつ非商業的な目的以外で、ホスピタリティ施設または会場に滞在中にイベン
ト、セッション、イベントシリーズまたはイベントに関するその他のコンテンツの写真、音声、ビデオ、その他
のオーディオ、ビジュアルまたは視聴覚資料、アカウントまたは説明を撮影または作成する権利を付与するもの
ではありません。本条に反して撮影または作成されたイベントコンテンツは、固く禁じられています。

5.11.7. Any violation by the Customer and/or any of its Guests of the terms of this Section 5.11. 
represents a material breach of the Sales Agreement and these Sales Terms by the Customer. In 
such case:
お客様および/またはそのゲストが本第 5.11 条の条件に違反した場合、お客様による販売契約および本販売規約
の重大な違反となります。この場合

the Event Partner is entitled to terminate with immediate effect the Sales Agreement pursuant to 
Section 5.15.2;
イベントパートナーは、第 5.15.2 条に基づき、販売契約を直ちに解除する権利を有します。
the Organiser or Venue Operator is entitled to exercise its rights pursuant to Section 5.15.3; and the 
Customer shall be directly liable to the Event Partner and the Organiser for any direct and indirect 
damages suffered by the relevant party, including but not limited to consequential damages, 
incidental damage, loss of profits, loss of revenues, indirect damages of whatsoever nature or 
punitive damages.
主催者または会場運営者は、第 5.15.3 条に従って権利を行使する権利を有し、顧客は、イベントパートナー及
び主催者に対し、関連当事者が被った直接的及び間接的損害（派生的損害、付随的損害、利益の損失、収益の損
失、あらゆる性質の間接損害、懲罰的損害を含むがこれに限らない）について直接の責任を負うものとします。

5.12. Travel Bundles
パッケージツアー

5.12.1. Where a Customer’s booking is for a Travel Bundle that is organised by a Tour Operator 
appointed by the Event Partner, DAIMANI or a DAIMANI Affiliate, such Tour Operator will act as the 
organiser and seller of the component elements of the Travel Bundle and the Customer will 
additionally be bound by specific terms and conditions governing the sale of the Travel Bundle.
お客様がイベントパートナー、DAIMANI又は DAIMANI関連会社が指定するツアーオペレーターが主催する
パッケージツアーの予約をされる場合、当該ツアーオペレーターはパッケージツアーの主催者及び販売者とな
り、お客様はパッケージツアーの販売に関する特定の条件に拘束されることになります。

5.12.2. The Customer agrees and acknowledges that the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI 
Affiliate, the Hospitality Sales Agent and/or the Organiser will not act as seller, and will not be the 
contractual party for the provision, of any Tour Operator Services comprised in the Travel Bundle. 
Accordingly, the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI 
Affiliate, the Hospitality Sales Agent and the Organiser do not assume any whatsoever liability, and 
nothing under these Sales Terms shall be understood, interpreted and/or construed in a manner as 
the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, the 
Hospitality Sales Agent and/or the Organiser assuming any whatsoever liability, in connection with 
the provision of any Tour Operator Services comprised in the Travel Bundle.
お客様は、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、ホスピタリティセールスエージェント及び／
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又は主催者が、旅行セットに含まれるツアーオペレーターサービスの販売者として行動せず、また提供のための
契約当事者ではないことに同意し、認識するものとします。
従って、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティ
セールスエージェント及び主催者は、いかなる責任も負わないものとし、この販売規約のいかなる規定も、イベ
ントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエー
ジェント及び主催者が、パッケージツアーに含まれるツアーオペレーターサービスの提供に関して、いかなる責
任を負うものと理解、解釈、および/または解釈されてはならないことを、予めご了承下さい。

5.13.Acceptance of Risk, Limitations on Liability, Customer and Guest Responsibilities
リスクの受け入れ、責任の限定、お客様とゲストの責任

5.13.1. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE CUSTOMER AND ANY OF 
ITS GUEST (IN ITS OWN NAME AND ON BEHALF OF ANY MINORS USING A HOSPITALITY PACKAGE
BOUGHT BY IT) ACCEPTS ALL RISKS AND DANGERS WHICH IT MAY FACE OR ENDURE WHILE 
ATTENDING AN EVENT, A SESSION OR PARTICIPATING IN ANY HOSPITALITY ACTIVITY AND 
WAIVES ANY CLAIMS AGAINST THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATES, ANY 
SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENT, THE ORGANISER AND 
ANY EVENT AUTHORITY RELATING TO SUCH RISKS AND DANGERS. THE CUSTOMER AND ANY OF
ITS GUESTS (IN ITS OWN NAME AND ON BEHALF OF ANY MINORS USING A HOSPITALITY 
PACKAGE BOUGHT BY IT) ACCEPTS THAT THERE ARE RISKS TO ITS PERSONAL SAFETY OR 
PROPERTY LOSS ON THE WAY TO, OR FROM AND OUTSIDE OF OR WITHIN THE VENUE AND 
HOSPITALITY FACILITY. NOTHING IN THIS SECTION IS INTENDED TO REQUIRE A CUSTOMER OR 
GUEST TO ACCEPT RISKS OR DANGERS FROM, OR WAIVE RIGHTS TO DAMAGES, LOSSES, COSTS,
EXPENSES, CLAIMS OR FEES ARISING FROM, THE GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT 
OF THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI 
AFFILIATE THE HOSPITALITY SALES AGENT OR ANY EVENT AUTHORITY.
適用される法律が許容する最大限の範囲において、顧客及びそのゲスト（自己の名において、及び自己が購入し
たホスピタリティパッケージを利用する未成年者の代理）は、イベント、セッションへの参加又はホスピタリ
ティ活動への参加中に直面又は耐え得る全てのリスク及び危険を受け入れ、当該リスク及び危険に関するイベン
トパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェ
ント、主催者及びイベント権限者に対するいかなる請求も免除するものとします。顧客及びそのゲスト（自己の
名において、及び顧客によって購入されたホスピタリティパッケージを利用する未成年者の代理として）は、会
場及びホスピタリティ施設への行き帰り及び会場内外において、個人の安全又は財産の損失に対する危険がある
ことを承諾する。本条は、イベントパートナー、DAIMANI、ダイマニ関連会社、ダイマニ関連会社の株主、ホ
スピタリティセールスエージェント、イベント当局の重過失または故意の違法行為から生じるリスクや危険を顧
客またはゲストが受忍し、損害、損失、費用、請求または手数料に対する権利を放棄しなければならないことを
意味するものではありません。

AN INHERENT RISK OF EXPOSURE TO COVID-19, ANY MUTATION THEREOF OR SIMILAR 
PANDEMIC, EPIDEMIC OR DEASEASE EXISTS IN ANY PUBLIC PLACE WHERE PEOPLE ARE 
PRESENT, INCLUDING THE VENUE AND THE HOSPITALITY FACILITY. COVID-19, ANY MUTATION 
THEREOF OR SIMILAR PANDEMICS, EPIDEMICS OR DEASEASES ARE EXTREMELY CONTAGIOUS 
DISEASES THAT CAN LEAD TO SEVERE ILLNESS, TEMPORARY AND PERMANENT DISABILITY, AND 
DEATH. PRE-EXISTING RISK FACTORS SUCH AS UNDERLYING MEDICAL CONDITIONS AND 
ADVANCED AGE MAY MAKE CERTAIN INDIVIDUALS PARTICULARLY VULNERABLE. BY ACCESSING 
THE VENUE AND/OR THE HOSPITALITY FACILITY, THE CUSTOMER CONFIRMS THAT IT AND ANY 
OF ITS GUESTS VOLUNTARILY ASSUME ALL RISKS RELATED TO EXPOSURE TO COVID-19, ANY 
MUTATION THEREOF OR SIMILAR PANDEMIC, EPIDEMIC OR DISEASE. THE CUSTOMER AND ANY 
OF ITS GUESTS SHALL FOLLOW ANY AND ALL RULES AND/OR PROTOCOLS THAT THE EVENT 
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AUTHORITIES MAY IMPLEMENT THROUGHOUT THE EVENT IN ORDER TO ATTEMPT TO REDUCE 
THE SPREAD OF OR THE RISK OF CONTRACTING COVID-19 ANY MUTATION THEREOF OR SIMILAR
PANDEMIC, EPIDEMIC OR DISEASE AND THAT THE INABILITY OR UNWILLINGNESS TO COMPLY 
WITH SUCH RULES AND/OR PROTOCOLS SHALL NOT ENTITLE THE CUSTOMER OR ANY OF ITS 
GUESTS TO A REFUND OR ANY OTHER FORM OF COMPENSATION.
会場及び接客施設を含む、人がいる公共の場には、COVID-19、その変異体、又は類似のパンデミック、疫病、
若しくは疾病にさらされる固有のリスクが存在します。COVID-19、その変異体、又は類似のパンデミック、伝
染病、若しくは疾病は、深刻な病気、一時的若しくは永久的な障害、又は死に至る可能性がある極めて伝染性の
高い病気です。基礎疾患や高齢者などの既存の危険因子は、特定の個人を特に脆弱にする可能性があります。顧
客は、会場及び／又はホスピタリティ施設にアクセスすることにより、顧客及びそのゲストは、COVID-19及び
その変異体又は類似のパンデミック、疫病又は疾病への曝露に関するあらゆるリスクを自発的に引き受けること
を確認するものとします。顧客及びそのゲストは、COVID-19又はその変異体若しくは類似のパンデミック、伝
染病若しくは疾病の蔓延又はこれらに感染するリスクを低減することを試みるために、イベント当局がイベント
を通じて実施するあらゆる規則及び／又は議定書に従うものとし、当該規則及び／又は議定書を遵守できない又
はしたくないとしても、顧客又はそのゲストは返金又は他のいかなる形態の補償を受ける権利を有しないものと
します。

5.13.2. SUBJECT TO SECTION 5.13.4, THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY
SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENTS AND EACH OF THE 
EVENT AUTHORITIES HAVE INDEPENDENT ROLES AND RESPONSIBILITIES IN CONNECTION WITH 
THE EVENT.
NEITHER THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A 
DAIMANI AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENTS NOR ANY EVENT AUTHORITY SHOULD BE 
HELD RESPONSIBLE FOR THE ACTIVITIES OR OMISSIONS OF ANOTHER EVENT AUTHORITY, THE 
EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI 
AFFILIATE AND/OR THE HOSPITALITY SALES AGENTS (AS APPLICABLE). THE EVENT PARTNER, 
DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, THE 
HOSPITALITY SALES AGENT AND EACH EVENT AUTHORITY ARE RESPONSIBLE SOLELY FOR THEIR
OWN ACTS AND OMISSIONS.
5.13.4 項の規定に従い、イベント・パートナー、DIMANI、DIMANI関連会社、DIMANI関連会社の株主、ホス
ピタリティセールスエージェント及び各イベント権限者は、イベントに関連して独立した役割と責任を有しま
す。
イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールス
エージェント、イベント当局のいずれも、他のイベント当局、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連
会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェントの活動または不作為に対して（場合に
より）責任を負わないものとします。イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会
社の株主、ホスピタリティセールスエージェント及び各イベント権限者は、自己の行為及び不作為についてのみ
責任を負います。

5.13.3. SUBJECT TO SECTION 5.13.4 AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, 
NEITHER THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A 
DAIMANI AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENTS NOR ANY EVENT AUTHORITY SHALL BE 
LIABLE TO THE CUSTOMER AND/OR ANY OF ITS GUESTS FOR ANY INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL LOSS (INCLUDING LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF ANTICIPATED
SAVINGS, LOSS OF GOODWILL OR LOSS OF REPUTATION) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE PERFORMANCE OR ANY BREACH OF THE SALES AGREEMENT OR THESE SALES TERM. 
THE MAXIMUM LIABILITY OF THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY 
SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENT AND ANY OF THE 
EVENT AUTHORITIES TO THE CUSTOMER AND/OR GUEST IN CONTRACT OR OTHERWISE UNDER, 
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OR IN CONNECTION WITH, THE SALES AGREEMENT AND THESE SALES TERMS SHALL NOT 
EXCEED THE TOTAL PRICE PAID BY THE CUSTOMER TO THE EVENT PARTNER IN RESPECT OF 
THE SALES AGREEMENT.
第 5.13.4 条に従い、適用法令により許される範囲内において、販売契約又は本販売条件の履行又は違反に起因
し又は関連する間接的又は派生的な損失（収益の損失、利益の損失、予期された貯蓄の損失、信用の損失又は評
判の損失を含む）に関し、イベント・パートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社及びホスピタリティセールス
エージェントは顧客又はゲストに対し一切の責任を負わないものとします。販売契約及び本販売規約に基づく、
又はそれに関連する契約上の、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株
主、ホスピタリティセールスエージェント及びイベント当局の顧客及び／又はゲストに対する責任の上限は、販
売契約に関して顧客がイベントパートナーに支払った代金の総額を超えないものとします。

5.13.4. NOTHING IN THE SALES AGREEMENT OR THESE SALES TERMS WILL AFFECT THE 
STATUTORY RIGHTS (INCLUDING CONSUMER RIGHTS IF AND WHEN APPLICABLE) OF ANY 
CUSTOMER OR ANY OF ITS GUESTS OR EXCLUDE OR RESTRICT ANY LIABILITY FOR DEATH OR 
PERSONAL INJURY ARISING FROM THE NEGLIGENCE OR IMPROPER CONDUCT BY THE EVENT 
PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, THE 
HOSPITALITY SALES AGENT OR AN EVENT AUTHORITY OR ANY OTHER LIABILITY WHICH CANNOT
BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.
販売契約書及び本販売規約は、顧客又はそのゲストの法的権利（消費者の権利が適用される場合はその権利を含
む）に影響を与えず、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホス
ピタリティセールスエージェント又はイベント当局の過失又は不正行為から生じる死亡又は身体傷害に対する責
任、その他適用法に基づいて排除又は制限できない責任を排除又は制限しないものとします。

5.13.5. THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS ARE RESPONSIBLE FOR THE USE OF ITS TICKET 
HOSPITALITY ACCESS PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE) 
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE CUSTOMER AND ANY OF ITS 
GUESTS SHALL INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS THE EVENT PARTNER, DAIMANI, THE DAIMANI 
AFFILIATE, THE HOSPITALITY SALES AGENTS AND THE EVENT AUTHORITIES FROM AND AGAINST 
ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES AND LIABILITIES SUFFERED AND/OR INCURRED IN 
CONNECTION WITH, ARISING OUT OF OR RESULTING FROM:
お客様及びそのゲストは、チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）及び／又はデジタル
DAIMANI チケット（該当する場合）の使用について責任を負い、適用法で認められる最大限の範囲で、お客様
及びそのゲストは、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、ホスピタリティセールスエージェン
ト及びイベント当局に対し、関連、起因又は結果として被る全ての請求、損害及び責任から補償及び免責するも
のとします。

ITS MISUSE OF A TICKET, A HOSPITALITY ACCESS PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL 
DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE); OR
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタル DAIMANI チケット（該当する場合）
の不正使用。

THE MISUSE OF A TICKET, A HOSPITALITY ACCESS PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL 
DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE) BY A MINOR IF THE TICKET, HOSPITALITY ACCESS PASS (IF 
APPLICABLE) AND/OR DIGITAL DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE) WAS PROVIDED BY THE 
CUSTOMER; OR
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）及び／又はデジタル DAIMANI チケット（該当す
る場合）が顧客によって提供された場合、未成年者がチケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場
合）及び／又はデジタル DAIMANI チケットを不正使用した場合、又は

THE MISUSE OF A TICKET, A HOSPITALITY ACCESS PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL 
DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE) BY ANY OTHER THIRD PARTY WHICH HAS OBTAINED, DIRECTLY
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OR
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）及び／又はデジタル DAIMANI チケット（該当す
る場合）を直接又は間接的に取得した第三者が、チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス及び／又はデジタ
ル DAIMANI チケットを悪用すること。
INDIRECTLY, A TICKET, A HOSPITALITY ACCESS PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL DAIMANI 
TICKET (IF APPLICABLE) THROUGH THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS;
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）及びデジタル DAIMANI チケット（該当する場
合）を、お客様及びそのゲストを通じて直接的又は間接的に取得した他の第三者による不正使用。

A VIOLATION OF THE EVENT TERMS, THE SALES AGREEMENT, THESE SALES TERMS, THE EVENT 
TERMS AND/OR ANY OTHER RELEVANT LAWS OR BY-LAWS; AND/OR
イベント規約、販売契約、本販売規約、イベント規約及びその他の関連する法律又は条例に違反すること。

ANY OTHER HARMFUL CONDUCT IN CONNECTION WITH THE TICKET, A HOSPITALITY ACCESS 
PASS (IF APPLICABLE) AND/OR DIGITAL DAIMANI TICKET (IF APPLICABLE).
チケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）及びデジタル DAIMANI チケット（該当する場
合）に関連するその他の有害な行為。

THIS MEANS THAT IF A CUSTOMER OR ANY OF ITS GUESTS VIOLATES ANY TICKET, HOSPITALITY
ACCESS PASS (IF  APPLICABLE)  AND/OR DIGITAL  DAIMANI  TICKET  (IF  APPLICABLE)  RELATED
RULES, THE  CUSTOMER  MUST  TAKE  FULL  FINANCIAL  RESPONSIBILITY  AND  PAY  FOR  ANY
DAMAGE, INCLUDING  LEGAL  COSTS,  THAT  THE  EVENT  PARTNER,  DAIMANI,  THE  DAIMANI
AFFILIATE,  ANY SHAREHOLDER  OF  A  DAIMANI  AFFILIATE,  THE  HOSPITALITY  SALES  AGENTS
AND/OR THE EVENT AUTHORITIES MAY  INCUR IN MANAGING OR RESOLVING THE PROBLEMS
CAUSED BY THE VIOLATION.
これにより、お客様またはそのゲストがチケット、ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）、デジタ
ル DAIMANI チ ケ ッ ト （該当 す る 場 合 ）関連の 規則に違反し た 場 合 、 お 客 様 は 、 イ ベ ン ト パ ー ト
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェント、イ
ベント当局が違反によって生じた問題の管理または解決のために負う法的費用を含むあらゆる損害に対して全責
任および費用を負わなければならないことを意味します。

5.13.6. THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS ARE RESPONSIBLE FOR THEIR PERSONAL 
ARRANGEMENTS CONNECTED TO THE HOSPITALITY PACKAGES (INCLUDING TRAVEL, ANY FORM 
OF TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION) AND SUCH ARRANGEMENTS ARE ENTERED INTO 
BY THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS AT THEIR OWN RISK AND THE EVENT PARTNER, 
DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE, HOSPITALITY 
SALES AGENT AND/OR THE EVENT AUTHORITIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY COSTS OR 
LOSSES RELATING TO SUCH ARRANGEMENTS SUFFERED BY THE CUSTOMER AND/OR ANY OF 
ITS GUESTS.
お客様及びお客様のゲストは、おもてなしパッケージに関する個人的な手配（旅行、あらゆる交通手段、宿泊施
設を含む）に責任を持ち、その手配はお客様及びお客様のゲストが自らの責任で行うものとし、イベントパート
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェント及び
イベント当局はお客様及びお客様のゲストが被る当該手配に関するいかなる費用や損失にも責任を負わないもの
とします。

5.14.Unforeseen Circumstances
不測の事態

5.14.1. If an Event or a Session in respect of which the Hospitality Packages has been purchased is 
rescheduled or relocated owing to a Force Majeure Event, the Event Partner shall use reasonable 
efforts to arrange for corresponding Hospitality Services to be provided at the rescheduled or 
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relocated Event or Session but will have no obligation to do so. The Event Partner reserves the right 
to make alterations to the times, dates and locations in connection with the delivery of Hospitality 
Services as a result of any such unforeseen circumstances. Subject to Section 5.14.2, in the event of
a rescheduling or a relocation of an Event or Session, neither party shall be relieved from its 
obligations under the Sales Agreement, it being understood that the respective obligation (together 
with any payments) shall be transferred and applied instead to the rescheduled/relocated Event.
不可抗力により、ホスピタリティパッケージが購入されたイベント又はセッションが変更又は移転された場合、
イベントパートナーは、変更又は移転されたイベント又はセッションにおいて対応するホスピタリティサービス
を提供するよう合理的に努力するものとしますが、その義務を負うものではありません。イベントパートナー
は、かかる不測の事態の結果として、ホスピタリティサービスの提供に関連する日時及び場所を変更する権利を
留保するものとします。第 5 条第 14 項第 2号に従い、イベント又はセッションの延期又は移転があった場合、
いずれの当事者も販売契約に基づく義務から解放されないものとし、それぞれの義務（支払金も含む）は、延期
又は移転されたイベントに代わりに移転及び適用されることが理解されるものとします。

5.14.2. Regardless of the availability of the Hospitality Services, the rescheduling or relocation of an 
Event or Session owing to a Force Majeure Event or another circumstance outside the control of the 
Event Partner does not affect the validity of any Ticket, Hospitality Access Pass (if applicable) or 
Digital DAIMANI Ticket (if applicable) for such Event, Session or remaining part of an Event Series 
other than as specified in the Ticket Terms. The use of Tickets is exclusively governed by the Event 
Terms with respect to the rescheduling or relocation of the Event or Session.
ホスピタリティサービスの有無にかかわらず、不可抗力またはイベントパートナーの管理外の状況によるイベン
トまたはセッションの変更または移転は、チケット規約に定める場合を除き、当該イベント、セッションまたは
イベントシリーズの残りの部分に関するチケット、ホスピタリティ・アクセスパス（該当する場合）またはデジ
タル DAIMANI チケット（該当する場合）の有効性には影響しないものとします。チケットの使用は、イベント
またはセッションのスケジュール変更または移動に関して、イベント規約にのみ準拠します。

5.14.3. If an Event in its entirety or part thereof (i.e. including a Session) is cancelled or is held behind 
closed doors due to a Force Majeure Event or another circumstance outside the control of the Event
Partner (including but not limited to a safety and security concern or a decision made by an Event 
Authority), the terms and conditions of Sections 5.6.3 (ii) and (iii) shall apply respectively. Any such 
refund shall constitute the sole and exclusive remedy to which the Customer is entitled.
不可抗力事由又はイベントパートナーの管理外の事情（安全・保安上の懸念又はイベント当局の決定を含みます
が、これに限られません）により、イベントの全部又は一部（セッションを含みます）が中止又は非公開となっ
た場合、第 5 条第 6 項第 3号（ii）及び（iii）の規定がそれぞれ適用されるものとします。このような払い戻し
は、お客様が受けることのできる唯一かつ排他的な救済を構成するものとします。

5.15. Termination
解除

5.15.1. In the event that the Price or the payment of any further amounts which are due and payable 
by the Customer is not received by the Event Partner in full for any reason or if the Customer gives 
the Event Partner notice in writing of its intention to cancel the Hospitality Package then, the Event 
Partner may upon giving notice to the Customer, in addition to all other rights and remedies available
to it at law:
お客様が支払うべき代金又はその他の金銭の支払が理由の如何を問わずイベントパートナーに到達しない場合、
又はお客様がイベントパートナーに対して書面によりホスピタリティパッケージを解約する旨を通知した場合、
イベントパートナーは、法律上認められる他の全ての権利及び救済措置に加えて、お客様に通知することによ
り、以下のことができるものとします。

terminate the entire Sales Agreement, or alternatively, revoke its acceptance as regards the entire 
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Sales Agreement;
販売契約全体を解除すること、又は販売契約全体に関する承諾を取り消すこと。

terminate the Sales Agreement in respect of a certain number of specified Hospitality Packages only 
or, alternatively, revoke its acceptance as regards the Sales Agreement in respect of a certain 
number of specified Hospitality Packages only;
一定の数の特定のホスピタリティパッケージのみに関して販売契約を終了する、またはその代わりに一定の数の
特定のホスピタリティパッケージのみに関して販売契約に関する承諾を取消すこと。

immediately and without further notice make available for sale to third parties each Hospitality 
Package which is the subject of any termination or revocation;
終了または取り消しの対象となった各ホスピタリティパッケージを直ちに、かつ予告なしに第三者に販売できる
ようにすること。

retain, as a non-refundable deposit, any amounts paid by the Customer at the date of such 
termination or revocation;
当該解除または取り消しの日にお客様が支払った金額を返金不可の保証金として保持すること。

charge the Customer interest on all amounts outstanding at five percent (5%) above 12-months 
“LIBOR” rate, respectively the corresponding Interbank Offered Rate (IBOR) replacing LIBOR, as it 
may vary from time to time from the date payment became due until actual payment is made;
支払期日が到来してから実際に支払いが行われるまでの間、12ヶ月物「LIBOR」レート、または LIBOR に代わ
る対応銀行間取引金利（IBOR）に 5 パーセント（5%）を上乗せした利率で、すべての未払金に対してお客様に
利息を請求すること。

terminate or suspend any of the Event Partner’s obligations under the Sales Agreement; and/or
販売契約に基づくイベント・パートナーの義務の解除または停止、および／または

claim for all further losses and costs suffered by the Event Partner as a result of non-payment 
and/or late payment.
不払い及び／又は支払遅延の結果、イベントパートナーが被った更なる損失及び費用を請求すること。

In any such case, the Customer shall be liable to the Event Partner for the Price in full and, save 
where otherwise agreed in writing by the Event Partner, shall not be entitled to a full or partial refund
of the Price. The Event Partner retains the right to claim damages which are in excess of the 
amounts specified above.
この場合、お客様は、イベントパートナーに対し、代金の全額を支払う義務を負うものとし、イベントパート
ナーの書面による別段の合意がある場合を除き、代金の全部又は一部の返還を受けることはできないものとしま
す。イベントパートナーは、上記の金額を超える損害賠償請求権を留保します。

5.15.2. In the event of a violation or breach of any term of the Event Terms, the Sales Agreement, 
these Sales Terms or any other relevant laws or by-laws, the Event Partner shall, in addition to all 
other rights and remedies that the Event Partner may have, retain the right to:
イベントパートナーは、イベント規約、販売契約、本販売規約又はその他の関連法令に違反した場合、イベント
パートナーが有する他の全ての権利及び救済措置に加えて、以下の権利を保持するものとします。

terminate the Sales Agreement in whole or in part immediately without further notice;
販売規約の全部または一部を予告なく直ちに解除すること。

render null and void any applicable Hospitality Access Pass (is applicable) or Digital DAIMANI Ticket 
(if applicable);
ホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）又はデジタル DAIMANI チケット（該当する場合）を無効と
すること。
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terminate the agreement regarding the sale of Ticket(s) forming part of the Hospitality Package and 
render null and void the Ticket(s) comprised in the Hospitality Package;
ホスピタリティパッケージに含まれるチケットの販売に関する契約を解除し、ホスピタリティパッケージに含ま
れるチケットを無効とすること。

refuse entry into the Venue and/or Hospitality Facility to the offending Customer and/or Guest, or 
eject the Customer and/or Guest from the Venue and/or Hospitality Facility;
違反したお客様及び／又はゲストの会場及び／又はホスピタリティ施設への入場拒否、又は会場及び／又はホス
ピタリティ施設からのお客様及び／又はゲストの退場。

enforce the Sales Agreement and/or claim damages; and/or
販売契約を執行し、損害賠償を請求すること、及び／又は

notify governmental authorities of a violation of the provisions of the Event Terms, these Sales 
Terms and/or the relevant laws or by-laws that correspond to violations of applicable criminal or 
other laws.
イベント規約、販売規約及び適用される刑事法又はその他の法律の違反に該当する関連する法律又は条例の条項
の違反について政府当局に通知すること。

5.15.3. In the event of a violation or breach of any term of the Event Terms or any other relevant laws
or by-laws, the Organiser, the Venue Operator or the Event Partner acting on the Organiser’s or 
Venue Operator’s behalf, shall, in addition to all other rights and remedies that the Organiser may 
have, retain the right to:
イベント規約の条項またはその他の関連法規の違反があった場合、主催者、会場運営者、または主催者もしくは
会場運営者の代理を務めるイベントパートナーは、主催者が有する他のすべての権利および救済措置に加え、以
下の権利を保持するものとします。

terminate, in whole or in part, the agreement regarding the sale of Ticket(s) forming part of the 
Hospitality Package;
ホスピタリティ・パッケージの一部を構成するチケットの販売に関する契約の全部または一部を解除すること。

cancel, or render null and void, any Ticket forming part of the Hospitality Package; and/or
ホスピタリティ・パッケージの一部を形成する航空券を取り消す、または無効とすること、および/または

refuse entry into the Venue and/or the Hospitality Facility to the offending Customer and/or Guest, 
or eject the Customer and/or Guest from the Venue and/or Hospitality Facility.
違反したお客様及びゲストの会場及び／又はホスピタリティ施設への入場拒否、又は会場及び／又はホスピタリ
ティ施設からの退場。

The Event Partner, DAIMANI and/or the DAIMANI Affiliate are entitled to terminate, in whole or in 
part, the Sales Agreement if the Organiser or Venue Operator has exercised any of its rights under 
this Section.
主催者又は会場運営者が本条に基づく権利を行使した場合、イベントパートナー、DAIMANI及び／又は
DAIMANI関連会社は、販売契約の全部又は一部を解除する権利を有するものとします。

5.15.4. In addition to laws applicable in other countries, the national, state or municipal government in 
the country where a Venue is located may enact laws or regulations that make it a criminal offence to
transfer and/or use Tickets or Hospitality Access Passes (if applicable) in violation of the Event 
Terms, the Sales Agreement, these Sales Terms or any other relevant laws or by-laws. The Customer 
and any of its Guests are advised to obtain information about applicable laws relating to Tickets and 
Hospitality Access Passes (if applicable).
他の国で適用される法律に加えて、会場が所在する国の国、州または市政府は、イベント規約、販売契約、本販
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売条件またはその他の関連する法律または条例に違反してチケットまたはホスピタリティ・アクセス・パスの譲
渡および/または使用を犯罪とする法律または規則を制定することができるものとします。お客様およびそのゲ
ストは、チケットおよびホスピタリティ・アクセス・パス（該当する場合）に関連する適用法に関する情報を入
手することをお勧めします。

5.15.5. Further to other termination rights granted under the Event Terms and the corresponding 
right to cancel Hospitality Packages reflected in these Sales Terms, the Event Partner, DAIMANI 
and/or the DAIMANI Affiliate shall have the right to cancel any Hospitality Package in the event of:
イベントパートナー、DAIMANI及び／又は DAIMANI関連会社は、イベント規約に基づくその他の解約権及び
本販売規約に反映されたホスピタリティパッケージをキャンセルする権利の他に、以下の場合にホスピタリティ
パッケージをキャンセルする権利を有するものとします。

an insolvency, bankruptcy filing or liquidation of the Customer; the appointment of an administrator 
in respect of the Customer; the Customer entering into an arrangement with its creditors; or
お客様の支払不能、破産申請又は清算、お客様に関する管理人の選任、お客様が債権者と和解した場合、又は

any other event which may give rise to the reasonable belief that the Customer will not be able to 
complete the full payment of the Price of the Hospitality Package;
お客様がホスピタリティパッケージの価格の全額を支払い完了できないと合理的に判断できるその他の事象。

provided that any such events occur prior to receipt by the Event Partner of the full Price of the 
Hospitality Package.
但し、イベントパートナーがホスピタリティパッケージの代金全額を受領する前にかかる事象が発生した場合
は、この限りではありません。

5.15.6. In the event of termination of the Sales Agreement or cancellation of any Ticket comprised in 
the Hospitality Package, any payment made by the Customer, whether in full or in part, will be 
retained by the Event Partner as partial compensation for the administration, cancellation fees and 
production costs and/or instead of damages or other compensation. The Event Partner nevertheless 
retains the right to sue for a higher level of applicable damages.
販売契約が解除された場合又はホスピタリティパッケージに含まれるチケットがキャンセルされた場合、お客様
が支払った代金は、その全額又は一部を問わず、事務手数料、キャンセル料及び制作費の一部の補償として、又
は損害賠償又はその他の補償に代えて、イベントパートナーが留保するものとします。ただし、イベントパート
ナーは、より高額の損害賠償を請求する権利を留保します。

5.15.7. The termination of the Sales Agreement for any reason whatsoever shall not affect any 
provision of the Sales Agreement which is intended to survive its termination, nor prejudice or affect 
the rights of either party against the other in respect of any breach of the Sales Agreement, or in 
respect of any monies payable by the Customer to the Seller in respect of any period prior to 
termination.
理由の如何を問わず、販売契約の解除は、その解除後も存続することを意図した販売契約のいかなる規定にも影
響を与えず、販売契約の違反に関して、または解除前の期間に関してお客様が販売者に支払うべき金銭に関し
て、一方の当事者の他方に対する権利を害し、または影響を与えるものではないものとします。

5.16.Miscellaneous
その他

5.16.1. If there is any inconsistency between the provisions of these Sales Terms and the Event 
Terms with respect to any matter pertaining to the use of a Ticket at a Venue, the Event Terms shall 
apply and will prevail over the terms of these Sales Terms.
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会場でのチケットの使用に関連する事項に関して、本販売規約とイベント規約の間に矛盾がある場合、イベント
規約が適用され、本販売規約の条項に優先するものとします。

5.16.2. The Customer agrees to indemnify and hold harmless the Event Partner, DAIMANI, the 
DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agents and any of the
Event Authorities, as well as their respective officers, directors, employees, representative or agents 
against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, fines and expenses 
(including reasonable legal expenses) resulting from, arising directly out of, or directly attributable to:
お客様は、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティ
セールスエージェント及びイベント当局、並びにそれらの役員、取締役、従業員、代表者又は代理人に対し、以
下に起因する又は直接生じる全ての責任、義務、損失、損害、罰則、請求、罰金及び経費（合理的な法的費用を
含む）に対して補償し損害を与えないことに同意しているものとします。

any  claim by  any  of  its  Guests  against  the  Event  Partner,  DAIMANI,  the  DAIMANI  Affiliate,  any
shareholder of a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agent or an Event Authority in connection
with any purported breach by the Event Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of
a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales Agents and/or any of the Event Authorities of the Sales
Agreement; and
イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールス
エー ジ ェ ン ト又は イ ベ ン ト 当局に よ る 販 売 契 約 の違反と称す る行為に関連し て 、 イ ベ ン ト パ ー ト
ナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、ホスピタリティセールスエージェント又は
イベント当局に対してお客様が請求したこと。

any activity conducted by the Customer or any of its Guests which causes damage to the Event 
Partner, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, the Hospitality Sales 
Agents and/or any of the Event Authorities or to the enjoyment of Hospitality Packages by any other
Customer or Guest.
お客様又はゲストの行為が、イベントパートナー、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株
主、ホスピタリティセールスエージェント及び／又はイベント当局に損害を与え、又は他のお客様若しくはゲス
トにホスピタリティパッケージを利用させるものであった場合。

5.16.3. Without limiting the ability of the Organiser and the Venue Operator to modify the Event 
Terms, the Sales Agreement shall not be amended or modified, and no provision hereof shall be 
deemed to have been waived by either party, except by a written instrument signed by both the 
Event Partner and the Customer.
主催者及び会場運営者がイベント規約を修正する能力を制限することなく、イベントパートナー及びお客様の両
方が署名した文書による場合を除き、販売契約は修正または変更されないものとし、本契約のいかなる条項もい
ずれかの当事者によって放棄されたものとみなされるものとします。

6. SALE OF EVENT SERVICES
イベントサービス販売

6.1. Purpose and Applicability of Section 6
第 6 条の目的および適用範囲

6.1.1. The Service Terms in this Section 6 apply to, and govern:
本条に定めるサービス規約は、以下の各号のいずれかに該当する場合に適用されるものとします。

in case of a Referral Transaction, the Application Process for the sale of Event Services by 
Registered Users and Guest Users; and
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紹介取引の場合、登録ユーザー及びゲストユーザーによるイベントサービスの販売申込手続。

in case of a Resale Transaction, the sale to Registered Users and Guest Users
再販売取引の場合、登録ユーザー及びゲストユーザーに対する販売及びマーケット経由の出品依頼。

and their invitation to place via the Marketplace their offer to purchase the Event Services of their 
liking. Event Services may comprise Tour Operator Services and/or Ancillary Services.
及び、登録ユーザー及びゲストユーザーに対して、マーケットプレイスを通じて、希望するイベントサービスの
購入の申込みを行うことを呼びかけること。イベントサービスは、ツアーオペレーターサービス及び付帯サービ
スから構成される場合があります。

6.1.2. By completing the Application Process and clicking the Acceptance of Terms and Conditions 
Box, each Customer confirms that it has read, understood and accepts these Service Terms and 
agrees to be irrevocably and unconditionally bound by these Service Terms. These Service Terms 
shall, in any case, prevail over any other terms that the Customer may seek to impose or incorporate,
or which are implied by custom, practice or course of dealing. Any such other terms shall be deemed
rejected by the Seller or by DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate.
お客様は、申込手続きを完了し、「利用規約への同意」ボタンをクリックすることにより、本サービス規約を読
み、理解し、承諾したことを確認し、本サービス規約に取消不能かつ無条件に拘束されることに同意するものと
します。本サービス規約は、いかなる場合においても、お客様が課そうとする、または取り入れようとする、あ
るいは慣習、慣行、取引の過程により暗示される他のいかなる規約にも優先するものとします。そのような他の
条件は、販売者または DAIMANI及び/または DAIMANI関連会社によって拒否されたとみなされるものとしま
す。

6.1.3. By operating the Marketplace, in case of a Referral Transaction DAIMANI and a DAIMANI 
Affiliate provide Sellers the opportunity to the advertise, market, sell and promote their Event 
Services and invite Registered Users and Guest Users to place their offer to purchase such Event 
Services. In such case, neither DAIMANI nor any DAIMANI Affiliate act as Seller of any Event Services,
as Tour Operator or as Ancillary Service Provider. In case of a Resale Transaction DAIMANI or a 
DAIMANI Affiliate act as Seller of any Event Services, as Tour Operator or as Ancillary Service 
Provider and advertise, market, sell and promote their Event Services and invite Registered Users 
and Guest Users to place their offer to purchase such Event Services.
マーケットプレイスの運営により、紹介取引の場合、DAIMANI および DAIMANI関連会社は、販売者に対し、
イベントサービスの広告、マーケティング、販売、プロモーションを行い、登録ユーザーおよびゲストユーザー
に対して当該イベントサービスの購入の申込みを行う機会を提供するものとします。この場合、DAIMANI及び
DAIMANI関連会社は、イベントサービスの販売者、ツアーオペレーター及び付帯サービス提供者ではありませ
ん。再販取引の場合、DAIMANI または DAIMANI関連会社がイベントサービスの販売者、ツアーオペレーター
または付帯サービス提供者となり、イベントサービスの広告、マーケティング、販売、宣伝を行い、登録ユー
ザーおよびゲストユーザーに対して当該イベントサービスの購入の申込みを呼びかけるものとします。

6.1.4. Each Customer acknowledges and agrees that:
各お客様は、以下の事項を認識し、同意するものとします。

DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate reserve the right to amend these Service Terms and the 
manner in which the Customer is invited to submit on the Marketplace an Order for the purchase of 
Event Services;
DAIMANI及び/又は DAIMANI関連会社は、本サービス規約及びお客様がマーケットプレイス上でイベントサー
ビス購入のための注文を行う際の方法を変更する権利を留保します。

a Seller (i.e. if different from DAIMANI or a DAIMANI Affiliate) in connection with any Referral 
Transaction may issue its own Seller Regulations and
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紹介取引に関連する販売者（DAIMANI または DAIMANI関連会社と異なる場合）は、独自の販売者規約を発行
することができます。

the Seller, including DAIMANI and the DAIMANI Affiliate may issue Event-specific Seller Regulations.
DAIMANI及び DAIMANI関連会社を含む販売者は、イベント固有の販売者規約を発行することができます。

In such case, DAIMANI will publish such updated version of these Service Terms, the own Seller 
Regulations of the Seller or the Event-specific Seller Regulations on the relevant Event Page. The 
Seller Regulations issued by the respective Seller, including DAIMANI or a DAIMANI Affiliate shall 
become integral part of the Service Agreement.
この場合、DAIMANI は、当該更新された本サービス規約、販売者自身の販売者規約またはイベント固有の販売
者規約を当該イベントページ上に掲載します。DAIMANI または DAIMANI関連会社を含む各販売者が発行する
販売者規約は、本サービス規約と一体のものとなります。

In the event of any discrepancy between these Service Terms and either the updated terms for 
invitation to submit an Order for the purchase of Event Services, the Seller Regulations issued by the
Seller or Event-specific Seller Regulations, the updated terms for invitation to submit an Order for 
the purchase of Event Services, the Seller Regulations issued by the Seller or the Event-specific 
Seller Regulations (as applicable) shall prevail and will be applied to resolve all questions of 
interpretation and application with respect to any matters regarding the sale of the Event Services.
本サービス規約とイベントサービス購入注文書提出案内規約、販売者発行の販売者規約またはイベント別販売者
規約との間に矛盾がある場合、イベントサービスの販売に関する事項の解釈および適用に関するすべての問題の
解決には、イベントサービス購入注文書提出案内規約、販売者発行の販売者規約またはイベント別販売者規約
（いずれか該当）が優先して適用されるものとします。

6.2.Application Process
申込手続き

6.2.1. The Application Process for the purchase of Event Services is described on the relevant Event 
Page. The Application Process involves a number of steps varying whether You are a Registered 
User or a Guest User as follows:
イベントサービス購入のための申込手続きは、当該イベントページに記載されています。申込手続きは、登録
ユーザー、ゲストユーザーの別を問わず、以下の手順で行われます。

In the event You are a Registered User:
お客様が登録ユーザーである場合

selecting the Event Services of your choice by clicking the “Add to basket” button on the relevant 
Event Page;
イベントページの「買い物かごに入れる」ボタンをクリックし、ご希望のイベントサービスを選択します。

clicking the “Proceed with Checkout” button in the “Shopping Basket” section;
「ショッピングバスケット」内の「レジに進む」ボタンをクリックします。

signing in as Registered User; and
登録ユーザーとしてサインインし、

clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box(es); and
「利用規約に同意する」をクリックします。

completing and submitting an Order to the WebApp by clicking the “Place Order” button.
「注文する」ボタンをクリックし、WebApp に注文を送信します。

62



In the event You are a Guest User and wish to proceed with a Guest Checkout:
お客様がゲストユーザーであり、ゲストチェックアウトを希望する場合、

selecting the Event Services of your choice by clicking the “Add to basket” button on the relevant 
Event Page;
イベントページの「買い物かごに入れる」ボタンをクリックし、ご希望のイベントサービスを選択します。

clicking the “Proceed with Checkout” button in the “Shopping Basket” section;
「ショッピングバスケット」内の「レジに進む」ボタンをクリックします。

providing Your personal data;
お客様の個人情報を入力します。

providing Your delivery address and delivery contact; providing Your payment details on the 
WebApp;
お客様の配送先住所および配送先連絡先の入力、ウェブアプリケーションでのお客様の支払情報の入力
clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box(es); and
「利用規約に同意する」をクリックします。

completing and submitting an Order to the WebApp by clicking the “Place Order” button.
「注文する」ボタンをクリックし、WebApp に注文を送信します。

6.2.2.Upon clicking the Acceptance of Terms and Conditions Box, DAIMANI will send You an Order 
Confirmation. Neither the completion of the Application Process, nor Your receipt of the Order 
Confirmation guarantees the availability, or the acceptance by the Seller of the purchase, of the 
Event Services which a Customer has ordered.
規約への同意をクリックすると、DAIMANIからお客様に「注文確認書」が送付されます。申込手続きの完了お
よび注文確認書の受領は、お客様が注文したイベントサービスの提供および販売者による購入の承諾を保証する
ものではありません。
Completion of the Application Process constitutes an irrevocable and binding offer by the Customer 
to the Seller to purchase Event Services for which the Customer has applied. Such offer may be 
accepted or rejected by the Seller at its sole discretion. Any template Order form, any other order 
form provided by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate on behalf of a Seller to the Customer, or any other 
information stated on the Marketplace will not, under any circumstances, constitute an offer or 
public offer by the Seller or by DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate if not acting as Seller.
申し込み手続きを完了した場合、お客様が申し込んだイベントサービスの購入について、お客様から販売者に対
する取消不能かつ拘束力のある申し出があったものとします。当該申込みは、販売者の独自の裁量により受諾ま
たは拒絶される場合があります。テンプレート注文書、DAIMANI または DAIMANI関連会社が販売者に代わっ
てお客様に提供するその他の注文書、またはマーケットプレイスに記載されたその他の情報は、いかなる場合に
おいても、販売者による申し出または公募、または販売者として行動しない場合の DAIMANI および/または
DAIMANI関連会社による申し出を構成するものではありません。

6.2.3. If the Seller elects to accept the Customer's offer, it will confirm its acceptance by issuing to 
the Customer a Confirmation of Purchase. In case of a Referral Transaction, the Confirmation of 
Purchase may be issued by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate on behalf of the Seller. The receipt of the
Confirmation of Purchase by the Customer constitutes the conclusion of the Service Agreement.
販売者は、お客様の申込みを承諾する場合、お客様に対し、購入確認書を発行することにより承諾を確認しま
す。紹介取引の場合、購入確認書は、販売者に代わって DAIMANI又は DAIMANI関連会社が発行することがあ
ります。お客様が「購入確認書」を受領することにより、本サービス契約が成立するものとします。

6.3.Order
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注文

6.3.1. The Order form to be used by the Customer is made available on the relevant Event Page by 
the Seller, by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate, both if acting as Seller. The Customer is solely 
responsible for the accurate content of its Order, including the correctly completing and providing all
information required by the Seller under the Application Process including the full completion and 
timely submission of the Order. The Seller reserves the right to reject any applications which are 
incomplete or incorrect.
お客様が使用する注文書は、販売者、DAIMANI または DAIMANI関連会社（販売者となる場合）により、当該
イベントページにおいて提供されるものとします。お客様は、申込手続において販売者が必要とするすべての情
報を正確に記入し、適時に提出することを含め、その注文内容の正確さについて単独で責任を負います。販売者
は、不完全または不正確な申込みを拒否する権利を留保します。

6.3.2. The Seller, DAIMANI, a DAIMANI Affiliate or any shareholder of a DAIMANI Affiliate shall not be 
liable for any sort of incorrect entry of information, technical malfunctions of the internet, failure of 
computer hardware or software, lost or incomplete applications or failure to communicate with any 
Customer by e-mail due to the non-acceptance or delivery failure of the Confirmation of Purchase by
the Customer’s e-mail. Any acceptance by the Seller is based on the assumption that all information 
provided by the Customer as part of its Order is fully accurate and correct. In the event that, at any 
time subsequent to the Seller’s acceptance of the Customer’s Order, the Seller detects in the 
content provided by the Customer any inaccuracy or deviation from the Seller’s standard for the 
Order such acceptance shall not be deemed nor construed as the Seller’s acceptance of such 
inaccuracy or deviation from the standard Order form and the Seller may, fully or partially, terminate
the Service Agreement.
販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社又は DAIMANI関連会社の株主は、情報の誤入力、インターネットの技
術的不具合、コンピューターのハードウェア又はソフトウェアの故障、アプリケーションの喪失又は不完全性、
お客様の電子メールによる購入確認書の不受理又は配達不能による電子メールによる連絡不能のいずれについて
も責任を負わないものとします。販売者によるいかなる受諾も、その注文の一部としてお客様から提供されたす
べての情報が完全に正確かつ正しいという前提に基づきます。販売者がお客様の注文を受諾した後の任意の時点
において、販売者がお客様から提供された内容に不正確な点又は販売者の注文に関する標準からの逸脱を発見し
た場合、当該受諾は、販売者が当該不正確な点又は標準注文書からの逸脱を受け入れたとはみなされず解釈され
ず、販売者は、全部又は一部、サービス契約の解除を行うことができるものとします。

6.3.3. If an Order is submitted by an individual on behalf of a company or other legal entity, the 
individual who completes and submits the Order and clicks the Acceptance of Terms and Conditions 
Box agrees, represents and warrants to the Seller that he or she has the legal capacity and authority 
to bind the company or legal entity indicated in the Order. The individual agrees, represents and 
warrants to the Seller that he or she is of legal age to enter into binding agreements. The Seller 
Agreement will be entered into by the company or other legal entity and the Seller.
注文が会社またはその他の法人を代表して個人によって提出される場合、注文を記入し提出し、利用規約の承諾
ボックスをクリックする個人は、注文に示された会社または法人を拘束する法的能力および権限を有することを
販売者に同意し、表明し、保証するものとします。個人は、拘束力のある契約を締結できる法定年齢に達してい
ることを、販売者に同意し、表明し、保証する。販売者契約は、会社またはその他の法人と販売者によって締結
されます。

6.4. Service Agreement
サービス規約

6.4.1.DAIMANI or a DAIMANI Affiliate as identified on the relevant Event Page may:
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DAIMANI または関連するイベントページで特定される DAIMANI関連会社は以下のことができます。

in respect to a Resale Transaction, act as the Seller and enter in the Service Agreement in their own 
name and own behalf; or
再販取引について、売主として自己の名義で本サービス契約を締結すること。

in respect to a Referral Transaction, refer the Order submitted by the Customer to the Seller.
紹介取引に関して、お客様が提出した注文を売主に紹介すること。

The relevant Event Page describes the role of DAIMANI or a DAIMANI Affiliate in respect of the sale 
of the Event Services and identifies the name and the city/country legal address of the relevant 
Seller. Whenever DAIMANI or a DAIMANI Affiliate is not named on the Event Page as Seller in respect
of the sale of the Event Services selected by You (Referral Transaction), DAIMANI or a DAIMANI 
Affiliate (as applicable) refer the sale of Event Services to the third-party Seller identified on the 
relevant Event Page. In such case, further information on the Seller is provided in the Seller 
Regulations made available on the relevant Event Page.
イベントページには、イベントサービスの販売に関する DAIMANI または DAIMANI関連会社の役割が記載さ
れ、当該販売者の名称および都市・国の法的住所が記載されています。お客様が選択したイベントサービスの販
売（紹介取引）に関し、イベントページ上に販売者として DAIMANI または DAIMANI関連会社の名前がない場
合、DAIMANI または DAIMANI関連会社（場合により）は、イベントサービスの販売を当該イベントページ上
に特定される第三者販売者に照会します。この場合、販売者の詳細については、当該イベントページで公開され
る販売者規定に記載されます。

6.4.2. Each Service Agreement shall consist of, and incorporate the terms of the following documents
which all form an integral part of the Service Agreement:
各「サービス利用規約」は、以下の文書で構成され、その条項が組み込まれるものとし、これらはすべて「サー
ビス利用規約」の不可分の一部を構成するものとします。

the Order;
注文書

the Confirmation of Purchase; these Service Terms;
注文書、購入確認書、本サービス規約

the Seller Regulations issued by the Seller, if different from DAIMANI or a DAIMANI Affiliate; and
販売者が発行する販売者規程（DAIMANI または DAIMANI関連会社と異なる場合）

specific terms and conditions governing the sale of a Travel Bundle (if applicable) or the sale of 
Event Services.
パッケージツアーの販売またはイベントサービスの販売に適用される特定の条件

Each Service Agreement will be governed by these Service Terms, respectively the Seller Regulations
published on the relevant Event Page and in force at the date on which the Customer completes the 
Application Process and clicks the Acceptance of Terms and Conditions Box. The Seller may also at 
any time and without notice change the scope, pricing and availability of future Event Service 
product offerings.
各サービス契約は、本サービス規約、各イベントページで公開され、お客様が申込手続きを完了し、規約承諾欄
をクリックした時点で有効な売主規約によって規定されます。また、販売者は、いつでも予告なく、将来のイベ
ントサービス商品の範囲、価格および利用可能性を変更することができるものとします。

6.4.3. Any other samples, drawings, descriptive matters or advertising issued by the Seller, DAIMANI 
or a DAIMANI Affiliate, whether or not available on the Marketplace, and any illustrations or 
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descriptions of the Event Services contained in catalogues or brochures of the Seller, DAIMANI or a 
DAIMANI Affiliate are issued, displayed or published for the sole purpose of giving an approximate 
idea of the Event Services and shall not, under any circumstance, constitute an offer, public offer, 
representation or warranty by the Seller, DAIMANI and/or a DAIMANI Affiliate. They shall not form 
part of the Services Agreement or have any contractual force.
マーケットプレイスで入手可能か否かを問わず、販売者、DAIMANI または DAIMANI関連会社が発行するその
他のサンプル、図面、説明事項または広告、および販売者、DAIMANI または DAIMANI関連会社のカタログま
たはパンフレットに含まれるイベントサービスのイラストまたは説明は、イベントサービスの概略を理解させる
目的のみで発行、表示または掲載されるもので、いかなる場合も販売者、DAIMANI または DAIMANI関連会社
の提案、公募、代理または保証を構成するものではありません。また、本サービス契約の一部を構成するもので
はなく、いかなる契約上の効力も有しません。

6.4.4. The Service Agreement represents the sole and complete statement of the respective rights 
and obligations of the Seller and the Customer with regard to the sale by the Seller and purchase by 
the Customer of the Event Services. The Service Agreement supersedes and extinguishes any and all
other oral and/or written correspondence, representations, understandings, negotiations, 
arrangements, proposals, sales materials and agreements relating to the purchase of the Event 
Services which are the subject of the Confirmation of Purchase.
本サービス規約は、販売者によるイベントサービスの販売及びお客様によるイベントサービスの購入に関する販
売者及びお客様のそれぞれの権利及び義務に関する唯一かつ完全な記述です。本サービス規約は、購入確認の対
象となるイベント・サービスの購入に関する口頭及び/又は書面によるその他の通信、表明、理解、交渉、手
配、提案、販売資料及び契約の全てに優先し消滅するものとします。

6.4.5. All sales of Event Services under a Service Agreement are final and binding on the Customer.
サービス規約に基づくイベントサービスの販売は、すべて最終的なものであり、お客様を拘束するものとしま
す。

6.4.6.Within seven (7) days of the date of the Seller issuing its Confirmation of Purchase to the 
Customer, the Seller may terminate and cancel the Service Agreement, for any reason, on written 
notice to the Customer and refund to the Customer all sums paid by the Customer under the Service
Agreement before termination and cancellation.
販売者がお客様に対して購入確認書を発行した日から7日以内に、販売者は、理由の如何を問わず、お客様に対
する書面による通知により、本サービス契約を解約し、解約前に本サービス契約に基づいてお客様が支払った金
額をすべてお客様に返還することができるものとします。

6.5. Event Services
イベントサービス

6.5.1. The scope of the Event Services made available to the Customer by the Seller will be outlined 
and described on the relevant Event Page. Unless otherwise accepted by the Seller, the Customer 
may not, following the conclusion of the Service Agreement, request substitutions for, or alterations 
to, any Event Services.
販売者がお客様に提供するイベントサービスの範囲は、該当するイベントページに概要が記載されます。お客様
は、販売者が別途認める場合を除き、本サービス契約締結後、イベントサービスの代替又は変更を要求すること
はできないものとします。

6.5.2. Except for Tour Operator Services offered as part of a Travel Bundle, the Seller, DAIMANI 
and/or the DAIMANI Affiliate cannot guarantee, and nothing under these Service Terms shall be 
interpreted or construed as the Seller, DAIMANI and/or the DAIMANI Affiliate guaranteeing the 
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availability of Tickets or Hospitality Packages for an Event and/or a Session of the Customer’s 
choice. Should a Customer purchase Event Services, but fails to purchase a Ticket and/or a 
Hospitality Package for the Event of its choice, this does not change the value of the Event Services 
which the Customer is entitled to receive and does not entitle the Customer to terminate the Service 
Agreement or to any refund, further compensation or reduction of the Price.
パッケージツアーの一部として提供されるツアーオペレーターサービスを除き、販売者、DAIMANI及び／又は
DAIMANI関連会社は、お客様が選択するイベント及び／又はセッションのチケット又はホスピタリティパッ
ケージの入手可能性を保証するものではなく、本サービス規約のいかなる内容も、販売者、DAIMANI及び／又
は DAIMANI関連会社が保証すると解されるものではありません。お客様がイベントサービスを購入したにもか
かわらず、希望するイベントのチケット及び／又はホスピタリティパッケージを購入できなかった場合でも、お
客様が受領する権利を有するイベントサービスの価値に変更はなく、お客様はサービス契約の解除、代金の返
金、追加補償又は減額を受ける権利を有しないものとします。

6.5.3. These Service Terms do not govern the use of any other personalised identification documents 
or certificates that may be required in connection with an Event or for benefitting from the Event 
Services, for instance due to the COVID-19 pandemic or similar reasons. Neither the Seller, nor 
DAIMANI, the DAIMANI Affiliate and/or any shareholder of a DAIMANI Affiliate assume any liability or 
responsibility in respect of the application, issuance and use of any such personalised identification 
documents or certificates. With this respect, the Seller, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate and/or any 
shareholder of a DAIMANI Affiliate shall incur no whatsoever liability for:
本サービス規約は、COVID-19の流行または類似の理由により、イベントに関連して、またはイベントサービス
の恩恵を受けるために必要となるその他の個人識別文書または証明書の使用について規定するものではありませ
ん。販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の株主は、かかる個人識別書類又は証明書
の申請、発行及び使用に関して、いかなる責任も負いません。この点に関し、販売者、DAIMANI、DAIMANI関
連会社及び／又は DAIMANI関連会社の株主は、いかなる責任も負わないものとします。

a failure to perform or improper performance of the Seller’s obligations (except for the cases of 
wilful misconduct) under the Service Agreement; and/or
本サービス規約に基づく販売者の義務の不履行又は不適切な履行（故意の違法行為を除く）及び/又は

any damage incurred by the Customer and/or any of its Guests in case where such failure to 
perform or improper performance of obligations took place.
当該債務不履行又は不適切な債務履行により、お客様又はゲストが被った損害。

6.5.4.Customers or any of their Guests who require special assistance due to a disability or limited 
mobility (including wheelchair seating or wheelchair access to benefit from Event Services) must 
promptly notify the Seller as soon as reasonably practical, during or following the Application 
Process. The Seller will use reasonable efforts to provide such special assistance and the best level 
of service possible (subject to availability).
お客様またはそのゲストのうち、障害または移動の制限（イベントサービスの恩恵を受けるための車椅子席また
は車椅子アクセスを含む）により特別な支援を必要とする者は、申込み手続きの間またはその後、合理的に現実
的な範囲で速やかに販売者に通知するものとします。販売者は、かかる特別な支援と可能な限り最高のレベルの
サービスを提供するために合理的な努力を払うものとします（空室状況により異なります）。

6.5.5. The Customer voluntarily enters in the Service Agreement acknowledging that the Price shown 
on the Marketplace is a final and all-inclusive price. There are no hidden or delayed charges. The 
Price includes the Event Services listed on the Event Page. Anything not specifically listed on the 
relevant Event Page as being included in the Price and the Event Services is extra, and You may need
to pay third parties, such as the Seller directly in the case You would want to buy such additional 
services. Therefore, we advise You to read the full details of the Event Service description carefully.
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お客様は、マーケットプレイスに表示された価格が最終的かつ包括的な価格であることを認識し、自発的に本
サービス規約に入るものとします。隠れた料金や遅延料金はありません。価格には、イベントページに記載され
たイベントサービスが含まれます。価格およびイベントサービスに含まれるものとして当該イベントページに明
示的に記載されていないものは別料金であり、お客様は、当該追加サービスの購入を希望する場合、販売者等の
第三者に直接支払う必要がある場合があります。したがって、当社は、お客様に対し、イベントサービスの説明
の全内容を注意深く読むことをお勧めします。

6.6.Cancellation, Adjustment and Refund
キャンセル、調整、払い戻し

6.6.1.Once the purchase of the Event Services is completed and You have received the Confirmation 
of Purchase, the Seller is solely responsible for revision, adjustment, or cancellation of Your 
purchase. The decision and conditions for, and handling of, the refund, reimbursement or exchange 
of purchased Event Services is made by the Seller and, in case of a Referral Transaction, not by 
DAIMANI or the DAIMANI Affiliate. Please note that You may be charged for Your cancellation in 
accordance with the Seller Regulations. We recommend that You read the Seller Regulations 
carefully prior to placing Your Order.
イベントサービスの購入が完了し、お客様が「購入確認書」を受領した後、お客様の購入内容の訂正、調整また
はキャンセルについては、販売者が単独で責任を負うものとします。購入されたイベントサービスの返金、払い
戻しまたは交換の決定および条件は、販売者が決定し、紹介取引の場合は、DAIMANI または DAIMANI関連会
社が対応するものではありません。なお、お客様によるキャンセルの場合、販売者規約に基づき、手数料が発生
する場合があります。ご注文の前に、販売者規約をよくお読みになることをお勧めします。

6.6.2. It is Your responsibility to ascertain whether an Event that You wish to attend has been 
cancelled and the date and time of any rearranged or postponed Event. If the Event is cancelled or 
rescheduled, it lies exclusively in Your responsibility to inform You in due time. However, in case of a 
Travel Bundle we will do whatever we can to notify Customers of the cancellation or rescheduling 
once we have received the relevant information and authorization from the Event Partner.
お客様が参加を希望するイベントがキャンセルされたかどうか、また、イベントの日時が変更されたかどうかを
確認することは、お客様の責任となります。イベントが中止または延期された場合、お客様の責任において、適
切な時期にお客様に通知するものとします。ただし、パッケージツアーの場合、当社はイベントパートナーから
関連情報及び承諾を得た後、お客様に中止又は変更の通知をするためにできる限りの努力をします。

6.6.3. No refunds of any amounts paid by the Customer to the Seller will be made to the Customer 
under any circumstances, except with respect to the cancellation of any Event Services in the 
circumstances described in Section 6.4.6. No interest shall be payable in relation to any such refunds
payable to the Customer under the Service Agreement. Refunds payable shall be made no later than 
thirty (30) days after the date on which the Event Service has been cancelled.
お客様が販売者に支払った金額は、第 6.4.6 条に記載された状況におけるイベントサービスのキャンセルに関す
るものを除き、いかなる状況においてもお客様には返金されません。サービス規約に基づきお客様に支払われる
かかる払戻しに関して、利息は発生しないものとします。払い戻しは、イベントサービスがキャンセルされた日
から 30日以内に行われるものとします。

6.7.Delivery of Event Services
イベントサービスの提供

6.7.1. The Seller will be responsible for the provision and delivery of the Event Services pursuant to 
the Service Agreement. The Customer will be notified by telephone, e-mail or in writing of the 
arrangements for (using the details provided by the Customer at the time of Confirmation of 
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Purchase) collection of vouchers or tickets if this becomes necessary. Where there is not enough 
time to deliver vouchers or tickets, the Customer will be told at the point of purchase the 
arrangements for their collection.
販売者は、本サービス規約に基づくイベントサービスの提供及び引渡しについて責任を負うものとします。お客
様は、引換券又はチケットの受領が必要となった場合、電話、電子メール又は書面により、（お客様が購入確認
時に提供した詳細情報を用いて）その手配について通知されるものとします。引換証又はチケットの引渡しに十
分な時間がない場合、お客様は、購入時に、引換証又はチケットの引取りの手配について通知されます。

In case of a Referral Transaction, neither DAIMANI, nor the DAIMANI Affiliate, nor any shareholder of 
a DAIMANI Affiliate will be responsible or liable in any way to a Customer or any third party as a 
result of any non- or mal-performance or late delivery of any Event Services for any reason 
whatsoever.
紹介取引の場合、DAIMANI、DAIMANI関係会社及び DAIMANI関係会社の株主は、理由の如何を問わず、イベ
ントサービスの不履行、誤履行又は遅配により、お客様又は第三者に対して何らの責任を負うものではありませ
ん。

6.7.2. Neither the Seller, nor DAIMANI, nor the DAIMANI Affiliate and/or any shareholder of a 
DAIMANI Affiliate will be responsible or liable in any way to a Customer or any third party as a result 
of any late delivery of a voucher or ticket necessary to enjoy the Event Services which arises as a 
result of a failure of and/or interruption to any delivery services or failure, act or omission of any 
third party supplier or local authority or government department.
販売者、DAIMANI及び DAIMANI関係会社並びに DAIMANI関係会社の株主は、配送サービスの障害及び／又は
中断、第三者供給者又は地方自治体若しくは政府機関の障害、作為又は不作為の結果として生じるイベントサー
ビスの利用に必要なバウチャー又はチケットの遅配に関して、お客様又は第三者に対していかなる種類の責任又
は義務を負わないものとします。

6.7.3.Unless agreed in writing by the Seller, any vouchers or tickets necessary to enjoy the Event 
Services will not be delivered to post office boxes. The Customer is required to provide a street 
address as well as the name and contact details of an individual which has been expressly authorised
to take delivery of the vouchers or tickets. It is the Customer's responsibility to arrange for an 
authorised representative to be present at the delivery address to take delivery of every voucher or 
ticket and to notify the Seller of any change in the proposed delivery address.
販売者が書面で同意した場合を除き、本イベントサービスを受けるために必要なクーポン券またはチケットは、
私書箱に配達されません。お客様は、住所、引換券又はチケットの引渡しを受ける権限を明示的に付与された個
人の氏名及び連絡先の詳細を提供することが必要です。お客様は、すべてのクーポン券またはチケットの引渡し
を受けるために、権限を有する代理人を引渡住所において手配し、引渡予定住所に変更があった場合には販売者
に通知する責任を負います。

6.7.4. Neither the Seller, nor DAIMANI, nor the DAIMANI Affiliate, nor any shareholder of a DAIMANI 
Affiliate shall be responsible or liable in any way to the Customer and its Guests for any lost, stolen, 
damaged, destroyed, forgotten or mutilated vouchers or tickets or other component of the Event 
Service once received or collected by the Customer. Duplicate vouchers or tickets may only be 
issued at the discretion of the Seller. If duplicates are issued, a reasonable administration charge 
may be levied.
販売者、DAIMANI及び DAIMANI関連会社並びに DAIMANI関連会社の株主は、お客様が一旦受領又は受領した
クーポン券又はチケットその他の本イベントサービスの構成要素の紛失、盗難、破損、破壊、忘れ又は毀損につ
いてお客様及びそのゲストに対し何ら責任を負わないものとします。販売者の判断により、引換券またはチケッ
トの複製を発行することができます。重複して発行された場合、相応の事務手数料が発生する場合があります。
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6.8.Data
データ

6.8.1. The Customer shall comply with the directives of the Seller, DAIMANI and/or the DAIMANI 
Affiliate with regard to the provision and use of individual or personal data for itself and any of its 
Guests.
お客様は、お客様自身及びお客様のゲストの個人情報の提供及び利用に関し、販売者、DAIMANI及び／又は
DAIMANI関連会社の指示に従わなければならないものとします。

6.8.2. The personal data provided to the Seller, DAIMANI or the DAIMANI Affiliate and/or any 
authorised third party will, subject to applicable law, be used, processed, stored, and transferred to 
third parties (including but not limited to cross-border transfer) designated by the Seller (located 
both within and outside of Switzerland and the country/state where the Venue is located) for 
purposes relating to:
販売者、DAIMANI または DAIMANI関連会社及び/または認定された第三者に提供された個人情報は、適用法に
従って、販売者が指定する第三者（スイス及び会場が所在する国/州の内外の両方）に、以下の目的に使用、処
理、保存及び転送（国境を越えた移転を含みますがこれに限られません）されます。

Event Service sales procedures; and
イベントサービスの販売手続き、および

any relevant safety and security measures.
安全・セキュリティ対策

You agree to DAIMANI’s or the DAIMANI Affiliate’s use of such personal data, in accordance with our 
Privacy Policy set out at https://www.daimani.com/privacy. It is the responsibility of the Customer to 
obtain the consent of any of its Guests to use his personal data for the purposes described above.
お客様は、DAIMANI または DAIMANI関連会社が、https://www.daimani.com/privacy に記載されたプライバ
シーポリシーに従って当該個人データを使用することに同意するものとします。ゲストの個人情報を上記の目的
のために利用することについて、ゲストの同意を得ることは、お客様の責任となります。

6.8.3.Customers may update, correct or amend their personal data or the personal data of any of 
their Guests by contacting the Seller in writing. If an Order is rejected by the Seller or the Service 
Agreement is cancelled or terminated (for whatever reason), the Customer may request deletion of 
its personal data provided in connection with the Order by contacting the Seller in writing.
お客様は、販売者に書面で連絡することにより、自己の個人データ又はゲストの個人データを更新、訂正又は修
正することができます。販売者が注文を拒否した場合、またはサービス契約が（理由の如何を問わず）取り消し
または終了した場合、お客様は販売者に書面で連絡することにより、注文に関連して提供された個人データの削
除を要求することができます。

6.9.Acceptance of Risk and Limitations on Liability
リスクの受容と責任の制限

6.9.1. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE CUSTOMER AND ANY OF 
ITS GUEST (IN ITS OWN NAME AND ON BEHALF OF ANY MINORS USING A HOSPITALITY PACKAGE
BOUGHT BY IT) ACCEPTS ALL RISKS AND DANGERS WHICH IT MAY FACE OR ENDURE WHILE 
USING THE EVENT SERVICES AND WAIVES ANY CLAIMS AGAINST THE SELLER, DAIMANI, THE 
DAIMANI AFFILIATE AND ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE RELATING TO SUCH RISKS
AND DANGERS. THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS (IN ITS OWN NAME AND ON BEHALF 
OF ANY MINORS USING A HOSPITALITY PACKAGE BOUGHT BY IT) ACCEPTS THAT THERE ARE 
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RISKS TO THEIR PERSONAL SAFETY OR PROPERTY LOSS IN CONNECTION WITH THE USE OF THE 
EVENT SERVICES. NOTHING IN THIS SECTION IS INTENDED TO REQUIRE A CUSTOMER OR GUEST 
TO ACCEPT RISKS OR DANGERS FROM, OR WAIVE RIGHTS TO DAMAGES, LOSSES, COSTS, 
EXPENSES, CLAIMS OR FEES ARISING FROM, THE GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL MISCONDUCT 
OF THE SELLER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE OR ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI 
AFFILIATE.
適用される法律が許容する最大限の範囲において、お客様及びそのゲスト（自己の名において、及び自己が購入
したホスピタリティパッケージを使用する未成年者の代理）は、イベントサービスの使用中に直面し又は耐え得
る全てのリスク及び危険を受け入れ、当該リスク及び危険に関連して販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社及
び DAIMANI関連会社の株主に対する一切の請求権を放棄するものとします。顧客及びそのゲスト（自己の名に
おいて、及び顧客が購入したホスピタリティパッケージを利用する未成年者の代理）は、イベントサービスの利
用に関連して、自己の身の安全又は財産の損失に対するリスクがあることを承諾するものとします。本項は、販
売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社又は DAIMANI関連会社の株主の重過失又は故意の違法行為から生じるリ
スク又は危険の受容、損害、損失、費用、請求又は手数料に対する権利の放棄を顧客又はゲストに要求すること
を意図するものではありません。

AN INHERENT RISK OF EXPOSURE TO COVID-19, ANY MUTATION THEREOF OR SIMILAR 
PANDEMIC, EPIDEMIC OR DEASEASE EXISTS IN ANY PUBLIC PLACE WHERE PEOPLE ARE 
PRESENT, INCLUDING THE FACILITIES USED TO PROVIDE THE EVENT SERVICES. COVID-19, ANY 
MUTATION THEREOF OR SIMILAR PANDEMICS, EPIDEMICS OR DEASEASES ARE EXTREMELY 
CONTAGIOUS DISEASES THAT CAN LEAD TO SEVERE ILLNESS, TEMPORARY AND PERMANENT 
DISABILITY, AND DEATH. PRE-EXISTING RISK FACTORS SUCH AS UNDERLYING MEDICAL 
CONDITIONS AND ADVANCED AGE MAY MAKE CERTAIN INDIVIDUALS PARTICULARLY 
VULNERABLE. BY ACCESSING THE FACILITIES USED TO PROVIDE THE EVENT SERVICES, THE 
CUSTOMER CONFIRMS THAT IT AND ANY OF ITS GUESTS VOLUNTARILY ASSUME ALL RISKS 
RELATED TO EXPOSURE TO COVID-19, ANY MUTATION THEREOF OR SIMILAR PANDEMIC, 
EPIDEMIC OR DISEASE. THE CUSTOMER AND ANY OF ITS GUESTS SHALL FOLLOW ANY AND ALL 
RULES AND/OR PROTOCOLS THAT THE SELLER OR ANY SERVICE PROVIDER COOPERATING WITH
THE SELLER MAY IMPLEMENT THROUGHOUT THE PROVISION OF EVENT SERVICES IN ORDER TO 
ATTEMPT TO REDUCE THE SPREAD OF OR THE RISK OF CONTRACTING COVID-19 ANY MUTATION
THEREOF OR SIMILAR PANDEMIC, EPIDEMIC OR DISEASE AND THAT THE INABILITY OR 
UNWILLINGNESS TO COMPLY WITH SUCH RULES AND/OR PROTOCOLS SHALL NOT ENTITLE THE 
CUSTOMER OR ANY OF ITS GUESTS TO A REFUND OR ANY OTHER FORM OF COMPENSATION.
イベント・サービスを提供するために使用される施設を含め、人が存在する公共の場には、COVID-19、その変
異体、又は類似のパンデミック、伝染病、若しくは疾病にさらされる固有のリスクが存在します。COVID-19、
その変異体、又は類似のパンデミック、伝染病、若しくは疾病は、深刻な病気、一時的若しくは永久的な障害、
又は死に至る可能性がある極めて伝染性の高い病気です。基礎疾患や高齢者などの既存の危険因子は、特定の個
人を特に脆弱にする可能性があります。お客様は、イベント・サービスを提供するために使用される施設にアク
セスすることにより、お客様及びそのゲストは、COVID-19、その変異体又は類似のパンデミック、疫病又は疾
病にさらされることに関するすべてのリスクを自発的に負うことを確認するものとします。お客様およびそのゲ
ストは、COVID-19またはその変異または類似のパンデミック、伝染病もしくは疾病の蔓延またはそれにかかる
リスクを低減するために、イベント・サービスの提供を通じて販売者および販売者と協力するサービス提供者が
実施するあらゆる規則またはプロトコルに従うものとし、かかる規則またはプロトコルに従えないまたは従う意
思がない場合でもお客様またはそのゲストに返金またはその他のいかなる補償も与えるものでないものとしま
す。

6.9.2. SUBJECT TO SECTION 6.9.6, THE SELLER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE AND EACH OF 
THE SUPPLIERS OF THE SELLER HAVE INDEPENDENT ROLES AND RESPONSIBILITIES IN 
CONNECTION WITH THE PROVISION OF THE EVENT SERVICES. NEITHER THE SELLER, DAIMANI, 
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THE DAIMANI AFFILIATE, NOR ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE NOR ANY SUPPLIER 
SHOULD BE HELD RESPONSIBLE FOR THE ACTIVITIES OR OMISSIONS OF ANOTHER SUPPLIER, 
THE SELLER, DAIMANI AND/OR THE DAIMANI AFFILIATE (AS APPLICABLE). THE SELLER, DAIMANI, 
THE DAIMANI AFFILIATE, ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE AND SUPPLIER ARE 
RESPONSIBLE SOLELY FOR THEIR OWN ACTS AND OMISSIONS.
第 6.9.6 条に従い、販売者、DIMANI、DIMANI 関連会社及び販売者の各サプライヤーは、イベントサービスの
提供に 関連して独立した役割と責任を有しています。販売者、DIMANI、DIMANI 関連会社、DIMANI 関連会社
の株主及びサプライヤーは、他のサプライヤー、販売者、DIMANI 及び／又は DIMANI 関連会社（場合により）
の活動又は不作為について責任を負うものではあり ません。販売者、DIMANI、DIMANI関連会社、DIMANI関
連会社の株主およびサプライヤーは、自らの行為および不作為に対してのみ責任を負うものとします。

6.9.3. IN CASE OF A RESALE TRANSACTION, DAIMANI OR THE DAIMANI AFFILIATE PROVIDE 
TRAVEL MANAGEMENT SERVICES AND DOES NOT GUARANTEE OR INSURE THE SERVICES TO BE 
PROVIDED BY ANY SUPPLIER, THE FINANCIAL POSITION OF SUCH SUPPLIERS OR THE 
REIMBURSEMENT TO YOU FROM ANY LOSS EXPERIENCED AS A RESULT OF THE FINANCIAL 
CONDITION OF SUCH SUPPLIER. IN THE EVENT THAT A SUPPLIER DEFAULTS PRIOR TO 
PROVIDING THE SERVICE TO YOU FOR WHICH PAYMENT HAS BEEN MADE, THE SOLE RECOURSE 
FOR REFUND SHALL BE WITH THE DEFAULTING SUPPLIER, FROM INSURANCE COVERING SUCH 
DEFAULTS IF ANY OR FROM OTHER RESPONSIBLE THIRD PARTY UNLESS SUCH WAS CAUSED BY 
DAIMANI OR THE DAIMANI AFFILIATE. IN THOSE SITUATIONS IN WHICH A SUPPLIER DEFAULTS 
PRIOR TO PROVIDING SERVICES YOU MAY PURSUE ANY RECOURSE AGAINST THE SUPPLIER FOR 
REFUND, WHICH MAY BE PERMITTED BY LAW OR STATUTE. DAIMANI AND THE DAIMANI 
AFFILIATE WARRANTS THAT IT PROVIDES THE HIGHEST STANDARDS OF SERVICE IN THE TRADE 
AND WILL USE APPROPRIATE CARE IN SELECTING SUPPLIERS SO AS TO PROTECT YOU FROM 
SUCH DEFAULT.
再販取引の場合、DIMANI および DIMANI関連会社は旅行管理サービスを提供し、サプライヤーによって提供さ
れるサービス、当該サプライヤーの財務状況及び当該サプライヤーの財務状況の結果として発生する損失からの
お客様への払い戻しを保証または保証するものではありません。支払いが行われたサービスを提供する前にサプ
ライヤーが不履行に陥った場合、払い戻しのための唯一の手段は、そのような不履行をカバーする保険がある場
合、またはその他の責任のある第三者から、不履行のサプライヤーとするものとし、DAIMANI または DAIMANI
関連会社によって引き起こされたものである場合を除きます。サービスを提供する前にサプライヤーが不履行に
陥った場合、法律または法令により許可される可能性のある、サプライヤーに対する払い戻しのためのあらゆる
手段を追求することができます。DIMANI および DIMANI関連会社は、業界最高水準のサービスを提供すること
を保証し、そのような不履行からお客様を保護するためにサプライヤーを選択する際に適切な注意を払うものと
します。

6.9.4. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, NEITHER DAIMANI NOR THE DAIMANI AFFILIATE,
NOR ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ACTIONS
RELATING TO TRAVEL SERVICES BEYOND THE CONTROL OF DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE,
ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE OR THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES. DAIMANI, THE
DAIMANI AFFILIATE, OR ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE ARE NOT RESPONSIBLE OR
LIABLE  FOR ANY  ACT,  ERROR,  OMISSION,  INJURY,  LOSS,  ACCIDENT,  DAMAGE,  DELAY,  NON-
PERFORMANCE, IRREGULARITY, OR ANY CONSEQUENCE THEREOF, WHICH MAY BE OCCASIONED
THROUGH NEGLECT, OR DEFAULT OR ANY  OTHER ACT OR INACTION OF ANY  SUPPLIER OF
EVENT SERVICES. DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE AND/OR ANY SHAREHOLDER OF A DAIMANI
AFFILIATE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY FLUCTUATION IN PRICE OR CHANGE IN SCHEDULE OR
EQUIPMENT OR ACCOMMODATIONS FOR ANY TRAVEL SERVICE, WHICH OCCURS SUBSEQUENT
TO PAYMENT FOR SUCH SERVICE. DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE OR ANY SHAREHOLDER OF
A DAIMANI AFFILIATE HAVE NO CONTROL OVER AND ASSUME NO LIABILITY FOR THE ACTIONS
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OF THE SUPPLIERS FROM WHOM IT OBTAINS TRAVEL PRODUCTS.
ここに明示さ れ て い る 場 合 を 除 き 、 DAIMANI 、 DAIMANI 関連会社 、 DAIMANI 関連会社 の株主
は、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主またはそれぞれの従業員が管理できない旅行
サービスに関する行為について、いかなる責任も負わないものとします。DAIMANI、DAIMANI関連会社及び
DAIMANI関連会社の株主は、旅行サービス提供者の作為、不作為、傷害、損失、事故、損害、遅延、不履行、
不規則性及びその結果について、一切の責任を負わないものとします。DAIMANI、DAIMANI関連会社及び
DAIMANI関連会社の株主は、旅行サービスの代金支払い後に発生した旅行サービスの代金変動、日程・設備・
宿泊施設の変更について、一切の責任を負いません。DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の
株主は、旅行商品の仕入れ先の行為について一切関知せず、一切の責任を負いません。

6.9.5. SUBJECT  TO  SECTION  6.9.6  AND  TO  THE  EXTENT  PERMITTED  BY  APPLICABLE  LAWS,
NEITHER THE SELLER, DAIMANI NOR THE DAIMANI AFFILIATE, NOR ANY  SHAREHOLDER OF A
DAIMANI AFFILIATE SHALL BE LIABLE TO THE CUSTOMER AND/OR ANY OF ITS GUESTS FOR ANY
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS (INCLUDING LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS, LOSS OF
ANTICIPATED SAVINGS, LOSS OF GOODWILL OR LOSS OF REPUTATION) ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH,  THE  PERFORMANCE  OR  ANY  BREACH OF  THESE  SERVICE  TERMS.  THE
MAXIMUM LIABILITY OF THE SELLER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE AND ANY SHAREHOLDER
OF A DAIMANI AFFILIATE TO THE CUSTOMER AND/OR ITS GUESTS IN CONTRACT OR OTHERWISE
UNDER, OR IN CONNECTION WITH, THESE SERVICE TERMS SHALL NOT EXCEED THE TOTAL PRICE
PAID BY THE CUSTOMER TO THE SELLER IN RESPECT OF THE SERVICE AGREEMENT.
第 6.9.6 条に従い、適用される法律が許容する範囲において、販売者、 DAIMANI 及び DAIMANI 関連会
社、DAIMANI関連会社の株主は、本サービス条件の履行又は違反に起因し、又は関連する間接又は結果的な損
失（収益の損失、利益の損失、予想された貯蓄の損失、信用の損失又は評判の損失を含みます）について、お客
様及び／又はそのゲストに対し責任を負わないものとします。販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社および
DAIMANI関連会社の株主が、本サービス規約に基づき、または関連して、契約上またはその他の方法でお客様
および/またはそのゲストに対して負う責任の上限は、お客様が本サービス契約に関して販売者に支払った代金
の合計額を超えないものとします。

6.9.6. NOTHING IN THESE SERVICE TERMS WILL AFFECT THE STATUTORY RIGHTS (INCLUDING 
CONSUMER RIGHTS IF AND WHEN APPLICABLE) OF ANY CUSTOMER OR ANY OF ITS GUESTS OR 
EXCLUDE OR RESTRICT ANY LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM THE 
NEGLIGENCE OR IMPROPER CONDUCT BY THE SELLER, DAIMANI, THE DAIMANI AFFILIATE, ANY 
SHAREHOLDER OF A DAIMANI AFFILIATE OR ANY OTHER LIABILITY WHICH CANNOT BE 
EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.
本サービス規約のいかなる内容も、お客様またはそのゲストの法的権利（該当する場合、消費者の権利を含む）
に影響を与えず、販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主による過失または不適切
な行為から生じる死亡または人身事故に対する責任、または適用法の下で除外または制限できないその他の責任
を除外または制限しないものとします。

6.10.Miscellaneous
その他

6.10.1. Irrespective of their respective roles with respect to the advertising, marketing, sale and 
promotion of Event Services on the Marketplace, the Customer agrees and acknowledges that 
DAIMANI, the DAIMANI Affiliates and any shareholder of a DAIMANI Affiliate are not, and nothing 
under these Service Terms shall be interpreted or construed as DAIMANI, the DAIMANI Affiliates and 
any shareholder of a DAIMANI Affiliate being, jointly and severally liable to the Customer and/or its 
Guests for their respective acts and omissions.
お客様は、マーケットプレイスにおけるイベントサービスの広告、マーケティング、販売及び宣伝に関するそれ
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ぞれの役割にかかわらず、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の株主は、それぞれの行為及
び不作為についてお客様及び／又はそのゲストに対して連帯して責任を負うものではなく、本利用規約のいかな
る規定も、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び DAIMANI関連会社の株主が、連帯して責任を負うと解釈または
解釈されないことを同意し、承認するものとします。

7. PAYMENT TERMS
支払条件

7.1. The relevant Event Page provides You with all payment information, including: the Invoicing 
Currency; and
関連するイベントページは、以下を含むすべての支払情報をお客様に提供します：請求書発行通貨、および
whether an Instant Payment and/or a Deferred Payment is requested or accepted by the Event 
Partner or the Seller.
イベント・パートナーまたは販売者が即時支払および/または後払いを要求または承認しているかどうか。

If permitted by the Event Partner or Seller, by completing the Application Process and placing Your 
Order You may select to either make an Instant Payment or a Deferred Payment. In any case, all 
payments of the Price must be received in full in the Invoicing Currency and, in case of a Deferred 
Payment, by the relevant due dates.
イベント・パートナーまたは販売者が認めた場合、お客様は、申込手続を完了し、注文を行うことにより、即時
支払または延払のいずれかを選択することができます。いずれの場合においても、代金の支払いは、請求書発行
通貨による全額を、延納の場合は関連する支払期日までに受領しなければならないものとします。

7.2.We allow You to choose in which currency You want to see the Prices on the Marketplace 
(Selected Payment Currency). The Selected Payment Currency is based on the Invoicing Currency 
and the Applicable Exchange Rate and contains all related DAIMANI fees and charges. When the 
Selected Payment Currency is the same as the Invoicing Currency there is no conversion done by us.
当社は、お客様がマーケットプレイス上の価格をどの通貨で見るか（選択支払通貨）を選択できるようにしま
す。選択支払通貨は、請求書発行通貨と適用為替レートに基づき、DAIMANI に関連するすべての手数料を含ん
でいます。選択支払通貨が請求書発行通貨と同じ場合、当社による変換は行われません。

7.3. If You select an Instant Payment:
お客様が「即時支払い」を選択した場合

we allow You to choose also in which currency You are paying; by completing the Application 
Process, You authorise:
当社は、お客様がどの通貨で支払うかを選択することを許可しており、お客様は申請手続きを完了することによ
り、これを承認します。
in a Resale Transaction DAIMANI or the DAIMANI Affiliates; or
再販取引において、DAIMANI または DAIMANI関連会社、または

in a Referral Transaction, either DAIMANI or the DAIMANI Affiliates on behalf of the Event Partner or 
the Seller (i.e. if not DAIMANI or the DAIMANI Affiliate) or the Event Partner or the Seller directly,
紹介取引において、イベント・パートナー又は売主のために DAIMANI又は DAIMANI関連会社（DAIMANI又は
DAIMANI関連会社でない場合）又はイベント・パートナー又は売主のために直接行うこと

to take payment of the full Price from the Accepted Card without further notice. You are responsible
for ensuring that there are sufficient funds available on the Accepted Card at the time any payment 
is taken by the Event Partner or the Seller;
また、イベントパートナーまたは販売者が支払いを行う際に、受入カードに十分な資金があることを確認する責
任を負うものとします。お客様は、イベントパートナーまたは販売者が支払いを行う際に、利用可能なカードに
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十分な資金があることを確認する責任を負います。

payment in full of the Price of the Hospitality Packages or Event Services (as applicable) may be 
irrevocably debited from the Customer's account and credited to the DAIMANI’s, the DAIMANI 
Affiliate’s, the Event Partner's or Seller’s account prior to issuance to the Customer of the 
Confirmation of Purchase; and
ホスピタリティパッケージ又はイベントサービス（場合により）の代金の全額が、お客様に対する購入確認書の
発行前に、お客様の口座から引き落とされ、DAIMANI、DAIMANI関連会社、イベントパートナー又は売主の口
座に振り込まれることが不可避であり、かつ

Your payment will be securely processed by our third-party payment processor in the Selected 
Payment Currency. When the Selected Payment Currency is different from the currency of Your 
bank or payment service, Your own bank or payment service may charge You additional fees.
お客様のお支払いは、当社の第三者支払処理機関により、選択された支払通貨で安全に処理されます。選択され
た支払通貨がお客様の銀行または支払サービスの通貨と異なる場合、お客様の銀行または支払サービスは、お客
様に追加の手数料を請求することがあります。

7.4. If You select a Deferred Payment, You will be requested to transfer the amount in the Invoicing 
Currency, regardless of the Selected Payment Currency You have chosen on the Marketplace. Please
be aware that the displayed Price on the relevant Event Page in the Selected Payment Currency is in 
no way binding and shows only the approximate costs in the Selected Payment Currency. The 
exchange rate may change before You pay, and Your bank may charge You additional fees for these 
transactions.
後払いを選択した場合、マーケットプレイスで選択した支払通貨にかかわらず、請求書発行通貨での送金が要求
されます。イベントページに表示される選択支払通貨の価格は、いかなる拘束力もなく、選択支払通貨でのおお
よその費用を示しているに過ぎませんので、ご注意ください。為替レートは、お客様が支払う前に変更される場
合があり、お客様の銀行は、これらの取引に対して追加手数料を請求する場合があります。

7.5.While we try to ensure that all Prices displayed on the Marketplace are accurate, errors may 
occur. If we discover an error in the Price of the Hospitality Packages or Event Services You have 
ordered, we will inform You as soon as possible and give You the option of reconfirming Your Order 
at the correct Price (and credit or debit Your account as applicable) or cancelling Your Order. If we 
are unable to contact You, You agree to pay the correct Price. If You choose to cancel after You 
have already paid the incorrect Price of the Hospitality Package or Event Service, You will receive a 
full refund.
当社は、マーケットプレイスに表示されるすべての価格が正確であることを保証するよう努めますが、誤りが生
じる場合があります。お客様が注文したホスピタリティパッケージまたはイベントサービスの価格に誤りがある
ことが判明した場合、当社はできるだけ早くお客様に連絡し、正しい価格でお客様の注文を再確認する（および
該当する場合はお客様のアカウントにクレジットまたは引き落とす）か、お客様の注文をキャンセルするかの選
択肢をお客様に提供します。当社がお客様に連絡できない場合、お客様は正しい価格の支払いに同意するものと
します。お客様がホスピタリティパッケージまたはイベントサービスの誤った価格を支払った後にキャンセルを
選択した場合、お客様は全額払い戻しを受けることができます。

7.6.Any VAT and/or other consumption or applicable local tax, fees or dues (which is payable either 
at the time of the submission of the Order or thereafter) will be reflected in the Confirmation of 
Purchase and/or relevant invoice at the applicable rate and shall be payable by the Customer in 
addition to the Price. For the avoidance of doubt, the Event Partner or Seller may charge VAT and/or
other consumption or applicable local tax, fees or dues retrospectively after the date of an invoice in 
the event of any changes in applicable laws.
付加価値税及びその他の消費税又は適用される地方税、手数料又は公課（注文の提出時又はそれ以降に支払うべ
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きもの）は、適用される税率で購入確認書及び関連請求書に反映され、価格とは別にお客様が支払うものとしま
す。疑義を避けるため、イベントパートナー又は販売者は、適用法令の変更に伴い、請求書の日付後に遡って付
加価値税及びその他の消費税又は適用される地方税、手数料又は公課を請求することができるものとします。

7.7.Any and all bank or wire payment, currency conversion, currency exchange control, credit card 
charge (incurred by the Customer as a result of the payment) or other charges incurred in 
connection with any payment will be the sole responsibility of, and shall be fully borne and payable 
by, the Customer in addition to the Price.
支払に関連して発生する銀行または電信送金、通貨変換、為替管理、クレジットカード手数料（支払の結果、お
客様に発生するもの）その他の費用は、すべてお客様が単独で負担し、価格に加えて全額を支払うものとしま
す。

7.8. The misuse of an Accepted Card or use without authorisation of the legal holder of the Accepted
Card is viewed in the most serious manner by DAIMANI, the Event Partner and the Seller. DAIMANI, 
the Event Partner and the Seller reserve the right to take legal action against those committing or 
attempting to commit online fraud, or similar criminal or civil offence.
DAIMANI、イベントパートナーおよび販売者は、受入カードの不正使用または受入カードの法的保有者の許可
なく使用することを最も重大な態様で捉えます。DAIMANI、イベントパートナー及び販売者は、オンライン詐
欺または類似の犯罪もしくは民事犯罪を犯しまたは犯そうとする者に対して法的措置をとる権利を留保します。

7.9.DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Event Partner and the Seller reserve the right to refuse to 
process payments in respect of Customers with a prior history of questionable charges or where 
they reasonably believe a sale may result in a breach of the Sales Agreement or the Service 
Agreement (as applicable). DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, the Event Partner and/or the Seller may 
carry out such checks as they consider appropriate before processing an Accepted Card payment 
for security purposes. As part of such checks, the Customer grants to the Event Partner, the Seller, 
DAIMANI and the DAIMANI Affiliate the right to disclose personal data to third parties for the 
purposes of carrying out these security checks. The Customer acknowledges and agrees that the 
Event Partner, the Seller, DAIMANI, the DAIMANI Affiliate and/or any shareholder of a DAIMANI 
Affiliate will not be liable for any damages resulting from its decision not to process a payment. The 
Customer explicitly approves the transfer of their personal data in this context.
DAIMANI、DAIMANI関連会社、イベント・パートナー及び販売者は、過去に疑わしい請求の履歴があるお客
様、又は販売契約又はサービス契約（該当する場合）に違反する可能性があると合理的に判断したお客様に関す
る支払処理を拒否する権利を留保します。DAIMANI、DAIMANI関連会社、イベント・パートナー及び／又は販
売者は、セキュリティのために、受入カード決済の処理前に適切と思われる調査を行うことができるものとしま
す。お客様は、当該調査の一環として、イベントパートナー、販売者、DAIMANI及び DAIMANI関連会社に対
し、当該セキュリティ調査を目的として個人データを第三者に開示する権利を許諾するものとします。お客様
は、イベントパートナー、販売者、DAIMANI、DAIMANI関連会社及び／又は DAIMANI関連会社の株主が、支
払処理を行わない旨の決定により生じた損害について、一切責任を負わないことを認識し、これに同意するもの
とします。お客様は、本規約に基づく個人情報の譲渡を明示的に承認するものとします。

8.GIFT CARDS
ギフトカード

8.1. For Your convenience we also issue Gift Cards. If You wish to buy a Gift Card You will be asked 
to select the desired amount as well as the Gift Card Currency. When purchasing a Gift Card, You 
may select to pay in any Selected Payment Currency irrespective of the Gift Card Currency. Gift 
Cards can be purchased using Instant Payment or Deferred Payment. Once we have been able to 
confirm that Your payment has been fully received, we will dispatch the Gift Card by e-mail in PDF 
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format (containing an unique digital code) within a reasonable time frame. Purchasing a Gift Card is 
final once we have sent You the Gift Card by e-mail. Upon receipt of the Gift Card, You are asked to 
check the Gift Card immediately. You must notify us in writing within three (3) working days in case 
of discrepancies between the Gift Card delivered and the Gift Card ordered as well as in case of 
other complaints regarding the Gift Card.
お客様の便宜のために、当社はギフトカードも発行しています。ギフトカードの購入を希望する場合、希望する
金額とギフトカードの通貨を選択するよう要求されます。ギフトカードを購入する場合、お客様は、ギフトカー
ドの通貨に関係なく、選択した支払通貨で支払うことを選択することができます。ギフトカードは、「即時支払
い」または「後払い」で購入することができます。当社は、お客様のお支払いが完了したことを確認した後、合
理的な期間内にギフトカードを PDF形式（固有のデジタルコードを含む）で電子メールにて発送します。ギフト
カードの購入は、弊社がお客様にギフトカードを電子メールで送信した時点で確定となります。ギフトカードを
受け取ったお客様は、直ちにギフトカードを確認するものとします。お届けしたギフトカードとご注文いただい
たギフトカードに相違がある場合、また、ギフトカードに関するその他の苦情がある場合は、3 営業日以内に書
面にてご連絡ください。

8.2.Dispatched Gift Cards can be used to purchase Hospitality Packages and/or Event Services on 
the Marketplace by applying the 16-digit code at the final step of the checkout process. If the Price 
of the Hospitality Package or Event Services is higher than the credit on the Gift Card, You can pay 
the outstanding amount using Instant Payment. If the Price of the Hospitality Package or Event 
Services is lower than the credit on the Gift Card, any remaining credit on the Gift Card will not be 
paid out in cash but can be used for another purchase.
発送されたギフトカードは、チェックアウトの最終段階で 16桁のコードを適用することにより、マーケットプ
レイスでのホスピタリティパッケージ及びイベントサービスの購入に使用することができます。ホスピタリティ
パッケージまたはイベントサービスの価格がギフトカードのクレジットより高い場合、お客様は即時支払いを使
用して未払い分を支払うことができます。ホスピタリティパッケージまたはイベントサービスの価格がギフト
カードのクレジットより低い場合、ギフトカードの残りのクレジットは現金で支払われませんが、別の購入に使
用することができます。

8.3. In order to redeem the Gift Card make sure to apply the correct 16-digit code and select the 
same Selected Payment Currency as the Gift Card Currency. If the Price of the Hospitality Package is
higher than the credit on the Gift Card, the Selected Payment Currency of the outstanding amount 
must remain the same as the Gift Card Currency.
ギフトカードを利用するには、正しい 16桁のコードを適用し、ギフトカードの通貨と同じ選択された支払通貨
を選択してください。ホスピタリティパッケージの価格がギフトカードのクレジットより高い場合、未払い分の
支払通貨はギフトカードの通貨と同じである必要があります。

8.4.A Gift Card expires within eighteen (18) months after its issuance by DAIMANI. A Gift Card is not 
personal and may be transferred.
ギフトカードの有効期限は、DAIMANI が発行してから 18ヶ月間です。ギフトカードは個人用ではなく、譲渡す
ることができます。

8.5.We may issue coupons. Such coupons can be used to purchase Hospitality Packages and/or 
Event Services. Any remaining credit will not be paid out in cash, but can be used at a later date for 
another purchase.
当社は、クーポンを発行することがあります。このクーポンは、ホスピタリティパッケージおよび/またはイベ
ントサービスの購入に使用することができます。クーポンの残額は現金で支払われませんが、後日、別の購入に
使用することができます。

9.MISCELLANEOUS
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その他

9.1. Should any provision(s) of these Terms and Conditions be declared void, ineffective or 
unenforceable by any competent court, the remainder of these Terms and Conditions will remain in 
effect as if such void, ineffective or unenforceable provision(s) had not been contained.
本規約のいずれかの条項が管轄裁判所によって無効、非有効または執行不能とされた場合でも、本規約の残りの
部分は、かかる無効、非有効または執行不能な条項が含まれていなかったかのように有効であるものとします。

9.2. These Terms and Conditions (together with its component parts) have been drafted in English 
language. In the event of any discrepancy between the English and any other language version of 
these Terms and Conditions the English text will prevail and will be used to resolve all questions of 
interpretation and application.
本規約（およびその構成部分）は、英語で作成されています。本規約の英語版とその他の言語版との間に相違が
ある場合は、英語版が優先され、解釈および適用に関するすべての問題を解決するために使用されます。

9.3.Any failure by DAIMANI or a DAIMANI Affiliate to exercise or enforce any right or provision of 
these Terms and Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision.
DAIMANI または DAIMANI関係会社が本規約の権利または規定を行使または実施しなかったとしても、当該権
利または規定を放棄したことにはならないものとします。

9.4. Except as otherwise stated on the relevant Event Page, these Terms and Conditions shall be 
governed by and interpreted in accordance with the substantive laws of Switzerland, any choice of 
law principles and the Vienna Convention on the International Sale of Goods (CISG) being expressly 
excluded
関連するイベントページに別途記載されている場合を除き、本規約はスイスの実体法に準拠して解釈されるもの
とし、法の選択の原則および国際物品売買契約に関するウィーン条約（CISG）は明示的に除外されるものとしま
す。

9.5. For any complaints regarding the WebApp or our services, please contact us here; 
privacy@daimani.com. If any dispute arises with respect to these Terms and Conditions, including any
disputes as to the conclusion, binding effect, amendment and termination of the Terms and 
Conditions and/or a Sales Agreement, the Event Partner, Seller, DAIMANI and/or the DAMAINI 
Affiliate 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. If the disputing parties do not resolve any such dispute within twenty (20) working days from
the date on which negotiations are initiated, the exclusive venue of jurisdiction for all disputes arising
from, or in connection with these Terms and Conditions and the Sales Agreement shall be the 
competent courts of the business seat of the Event Partner, Seller, DAIMANI or the DAMAINI Affiliate
(depending on the disputing parties) whereas the parties shall be entitled to sue the respective other
party at the business seat of such other party. In case of DAIMANI, the exclusive venue of 
jurisdiction for all any disputes arising from, or in connection with these Terms and Conditions 
and/or a Sales Agreement shall be the Court of Commerce (Handelsgericht) in Zurich, Switzerland.
WebApp または当社のサービスに関する苦情は、こちら（privacy@daimani.com）までご連絡ください。本規
約及び/又は販売契約の締結、拘束力、変更及び終了に関する紛争を含む本規約に関する紛争が生じた場合、イ
ベントパートナー、販売者、DAIMANI及び/又は DAMAINI関連会社並びにお客様は、それぞれ誠実に協議又は
交渉し、両者にとって満足できる公正かつ公平な解決に向け、それぞれの合理的努力を行うものとします。紛争
当事者が交渉を開始した日から 20 営業日以内にかかる紛争を解決しない場合、本規約及び売買契約に起因し又
は関連する全ての紛争の専属的合意管轄は、イベントパートナー、販売者、DAIMANI又は DAMAINI関連会社
（紛争当事者に応じて）の営業地の裁判所とし、それぞれの相手方は当該相手方の営業地で訴えられる権利を持
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つものとします。DAIMANI については、本規約及び／又は売買契約に起因し、又は関連する全ての紛争につい
て、スイス・チューリッヒの商業裁判所（Handelsgericht）を専属管轄裁判所とするものとします。

9.6. In any legal dispute, to the fullest extent permitted under the applicable laws, the competent 
court may not consolidate more than one person's claims and may not otherwise preside over any 
form of a representative or class proceeding, and that any dispute resolution proceedings will be 
conducted only on an individual basis and not in a class, consolidated or representative action. ANY 
USER AND CUSTOMER AGREES TO WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL OR TO PARTICIPATE IN A 
CLASS ACTION LAWSUIT OR CLASS-WIDE LEGAL PROCEDURE.
いかなる法的紛争においても、適用される法律の下で許される最大限の範囲において、管轄の裁判所は、複数の
人の請求を統合することはできず、またいかなる形式の代表訴訟または集団訴訟も主宰することはできず、いか
なる紛争解決手続きも個人単位でのみ行われ、集団訴訟、統合訴訟または代表訴訟では行われないことに合意し
ます。ユーザーおよびお客様は、陪審裁判を受ける権利、集団訴訟または集団全体の法的手続きに参加する権利
を放棄することに同意するものとします。

9.7.Any User and Customer agrees to indemnify and hold harmless the Event Partner, Seller, 
DAIMANI, the DAIMANI Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate the Hospitality Sales Agents 
and any of the Event Authorities, as well as their respective officers, directors, employees, 
representative or agents against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, 
fines and expenses (including reasonable legal expenses) resulting from, arising directly out of, or 
directly attributable to any activity conducted by the User and/or Customer or any of its Guests 
which infringes the intellectual property rights of the Event Partner, Seller, DAIMANI, the DAIMANI 
Affiliate, any shareholder of a DAIMANI Affiliate, the Organiser and/or the Venue Operator.
ユーザー及びお客様は、ユーザー及びお客様並びにゲストの行為がイベントパートナー、販売
者、DAIMANI、DAIMANI関連会社、DAIMANI関連会社の株主、主催者及び会場運営者の知的財産権を侵害す
ることに直接起因し、又は関連するあらゆる責任、義務、損失、損害、罰金及び費用（合理的な法的費用を含
む）について、DAIMANI、DAIMANI関連会社の株主、主催者及び会場運営者の責任、義務、損失、罰金及び費
用（合理的な法的費用を含む）を賠償し、何らの損害を与えないことに同意するものとします。

9.8.A notice under or in connection with these Terms and Conditions must be in writing and must be 
delivered personally or sent by overnight mail delivery service or by PDF attached to an e-mail to the 
party due to receive the notice. The DAIMANI’s address and e-mail details are those specified on the 
WebApp.
本規約に基づく、または本規約に関連する通知は、書面でなければならず、通知を受けるべき当事者に直接交付
するか、夜間郵便配達サービスまたは電子メールに添付して PDF で送らなければなりません。DAIMANI の住所
及び電子メールの詳細は、WebApp 上で指定されたものです。
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