HOME WITH IHG OFFER
ご利用規約
「Home with IHG Offer」（以下「本懸賞特典」）は、 Six Continents Hotels, Inc.（住所：3 Ravinia Drive,
Suite 100, Atlanta, GA USA 30346）（以下「スポンサー」）によりスポンサーされ、Prize Logic, LLC（住所：
25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI USA 48033）（以下「アドミニストレーター」）により管理され
ます。
1. 本懸賞特典の実施時期：本懸賞特典は、2018年11月28日米国東部標準時午後12時00分に開始し、
2018年12月30日米国東部標準時午後11時59分59秒または特典アイテム（下記に定義します）が品切
れとなるまでの、いずれか早い時点で終了します（以下「懸賞特典実施期間」）。特典アイテムは、2018年
12月31日の米国東部標準時午後11時59分59秒までに請求されなければなりません。アドミニストレータ
ーのコンピューターが本懸賞特典の公式な時計となります。タイムゾーン変換情報については、世界時計を
参照してください。
2. 応募資格：本懸賞特典は、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、インド、日本、メキシコ、スペイン、英
国、および米国の五十（50）州とコロンビア特別区の十八（18）歳歳以上の合法的居住者のみを対象とし
て、提供されます。応募者は、IHG Rewards Clubのメンバーでなければならず、有効なTwitterまたは
Instagramのアカウントを所有していなければならず、本人のアカウントにログインして懸賞特典に応募しな
け れ ば な り ま せ ん 。 IHG Rewards Club の メ ン バ ー で な い 人 は 、
https://www.ihg.com/rewardsclub/content/jp/ja/home から無料で入会することができます。スポンサ
ー、アドミニストレーター、およびそれぞれの親会社、子会社、関係会社、およびオファーの実施および実行
に関与する会社（以下「懸賞特典関連会社」）の従業員、役員、取締役、代表者、および代理人、なら
びにそれぞれの近親者（たとえば、その居住地に関わらず、配偶者、親、子、兄弟姉妹、およびそれぞれの
配偶者ならびに義理の関係社）の各々、および親戚か否かに関わらずそれぞれと同一世帯に居住する人
の各々は、応募資格を有しません。法律により禁止または制限されている場合の応募は無効とされます。
適用されるすべての連邦、州、省、領域、および地方の法規制が適用されます。
3. 本懸賞特典の詳細：本懸賞特典に応募するには、応募者は、本人のTwitter®またはInstagram®のアカウ
ントにログ イ ン し、 本人 の 自宅または IHG hotel で の写真 を含 む、 ハッ シュ タ グ “#HomeWithIHG” 、
“#RewardsOffer”、“#ad”、およびハンドル “@ihgrewardsclub” （以下「提出物」）を伴うTweetまたは
Instagramのポストをポスティングします。注記：応募者が応募資格を満たすには、@ihgrewardsclubをフォ
ローし、応募するにはTwitterまたはInstagramの非プライベートアカウントを有し、かかる非プライベートアカウ
ントを懸賞特典実施期間の終了後少なくとも三十（30）日間にわたり維持しなければなりません。Twitter
またはInstagramがそれぞれのサービスを運営する方法のため、スポンサーは、「保護対象」アカウントを有す
るユーザー（すなわち、応募者本人が承認済みの人々のみが本人のポストを閲覧することができるように本
人のアカウントを設定している応募者）からの提出物を受け取ることはできません。TwitterまたはInstagram
のアカウントは、それぞれhttps://twitter.comまたは http://instagram.comから、無料で開設することがで
きます。Twitter または Instagram にアカウントを作成していただくには、応募者には Twitter または
Instagram のサービス条件およびプライバシー方針に同意していただく必要があります。これらの条件および
方 針 は 、 そ れ ぞ れ https://twitter.com/tos 、 https://twitter.com/privacy 、
http://instagram.com/about/legal/terms/ 、 http://instagram.com/about/legal/privacy/ で 閲 覧 可
能です。この懸賞特典は、TwitterまたはInstagramによるスポンサー、支持、管理を受けることも、それらに
関連することも決してありません。
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提出物の要件：提出物はすべて、以下の制約を遵守しなければなりません。
 提出物の提出に利用するソーシャルメディアプラットフォームによって定められているあらゆるサービス条
件およびプライバシー方針を遵守すること。
 応募者本人以外の個人特定可能な人を、当人の許可なしに含めないこと。
 第三者の権利（プライバシー権、パブリシティー権、知的財産権を含むもののそれらに限定されません）
の違反または侵害となる素材、または著作権侵害を成立するような素材を含めないこと。
 応募者のオリジナル作品であること。
 スポンサー、アドミニストレーター、もしくは他のあらゆる人または当事者を誹謗するものでないこと。
 第三者が所有する商標、ロゴ、もしくはトレードドレスを目立つように表示しないこと、またはいかなる種
類のブランドもしくは製品の広告または販促を行うものでないこと。
 本懸賞特典のテーマ以外のいかなる主義主張も促進しないこと。
 個人を特定可能な情報（応募者のクレジットカードなど）を含めないこと。
 不適切、不謹慎、みだら、ポルノ的、猥褻、憎悪的、不法行為的、名誉棄損的、侮辱的、もしくは
中傷的な素材（スポンサーによりスポンサーの単独裁量にて判断されます）を、掲載しないこと。
 ある団体もしくは個人に対する偏見、人種差別、憎悪、もしくは危害を促進する素材、または人種、
性別、民族性、宗教、国籍、心身障害、性的志向、政治的志向、市民権、祖先、婚姻状況、もし
くは年齢に基づく差別を促進する素材（スポンサーによりスポンサーの単独の裁量にて判断されます）を、
掲載、促進、参照、もしくは使用しないこと。
 いかなるウイルス、スパイウェア、マルウェア、もしくはコンピューターの機能に何らかの形で障害を与えるよ
うに設計された他のいかなる悪意のあるコンポーネントも含まないこと。
 提出物が制作される司法管轄区域の法律または規制において非合法となる素材、かかる法律また
は規制に違反もしくは相反する素材を掲載しないこと。
注記：提出物が、この提出物要件または本利用規約の他の規定のいずれかを遵守することを怠っている
場合には、スポンサーおよびアドミニストレーターは、応募者を失格させる権利を留保します。
応募者または提出物の写真撮影した人は、提出物に関してすべての著作者人格権を放棄します。写真
が応募者によって撮影されたものでない場合には、応募者は、提出物をポスティングすることにより、本人が
本利用規約において意図される必要な権利、権原、利権、およびスポンサーへの権利付与の権利放棄
をすべて確保済みであることを、事実表明し、保証したものとします。応募者は、提出物をポストするにあた
り、本人の提出物は無償で制約なしに行われるもので、スポンサーを何らかの義務の下に置くものでないこ
と、またスポンサーは提出物に含まれるアイディアを守秘義務を負わず、誰にも自由に開示することができる
こと、またはそれ以外にアイディアを本懸賞特典に関連して応募者への追加報酬なしに自由に使用するこ
とができることに、合意します。応募者は、スポンサーが本人の提出物を受けとった場合にも、スポンサーに
以前から知られている、もしくはスポンサーの従業員により開発された、もしくは応募者以外のソースから取
得された類似または関連するアイディアを利用するいかなる権利も放棄するものではないことを、認識しま
す。応募者は、スポンサーはスポンサーのソーシャルメディアチャネルを含むあらゆる懸賞特典関連ウェブサイ
トに提出物をポスティングすることができることに、合意します。提出物をポスティングし本利用規約を受諾
することにより、応募者は、ここに、本利用規約によって拘束されることに合意します。適用のある法令の強
行法規により許可される範囲において、提出物のポスティングは、提出物の全部または一部を全世界ベー
スで使用、再製、変更、公表、もしくはそれから派生物を制作、および表示するため、および提出物および
／またはIHG Rewards Clubに関連する販促またはマーケティングの目的において提出物を既知のまたは後
に開発されるあらゆる形体、媒体、もしくは技術にて他の作品に組み込むためのロイヤルティ無料の、非独
占的なライセンスをスポンサーに許諾すること、ならびにスポンサーが本文書に説明される利用に関連して
応募者の氏名および似顔絵を使用することができることへの、応募者の同意を成立します。応募者は、提
2

出物に関して、本来は応募者の著作者人格権の侵害を成立し得るような作為（または不作為）を、スポ
ンサーが行えることに同意します。応募者は、要請のある場合には、応募者により付与される提出物を使
用する非独占的権利を、スポンサーまたはその指名者が行使するうえで必要とされることのある書面に署
名します。当該ライセンスには、第三者の知的財産を除去するために、スポンサーが提出物を変更する権
利または提出物全体を除去する権利が明示的に含まれます（ただしそのような義務を負うものではありませ
ん）。
特典アイテムの請求および特典アイテムの詳細：有効なポスティングがあってから約十五（15）分経った後、
応募者は、ihgrewardsclub.com/claimmypoints （以下「ウェブサイト」）を訪れ、ウェブサイトの指示に従い
本人の提出物のポスティングに使用したソーシャルメディアアカウントにサインインし、本人の氏名（イニシャル
は不可）、電子メールアドレス、IHG Rewards Club の番号、居住国、および本人が年齢十八（18）才以
上であり、スポンサーのプライバシー方針（下記の第 6 条を参照してください）に合意し、本利用規約によっ
て拘束されるとの確認を提供しなければなりません。要求される全情報の提出され、およびスポンサーおよ
び／またはアドミニストレーターによる検証の後、応募者の IHG Rewards Club アカウントには、五千（5,000）
ポイントの IHG Rewards Club ポイント（以下「特典アイテム」）が追加されます。注記：システムが応募者の
提出物を処理するには約十五（15）分を要します。したがって応募者は、ウェブサイトを訪れて特典アイテ
ムを請求する前に、少なくとも十五（15）分間、待機すべきです。応募者は、2018 年 12 月 31 日米国東
部標準時午後 11 時 59 分 59 秒までに、かつアイテムが残っている間に、リンクをクリックして特典アイテム
を請求しなければなりません。IHG Rewards Club アカウントに特典アイテムポイントを受領する期間として
は、最高二（2）週間の余裕を見込んでください。特典アイテムのおおよその小売価格は 22 米ドルです。こ
の特典アイテムに伴う価値は、IHG Rewards Club プログラム内の複数の換金機会の平均に基づくおおよ
その価値です。IHG® Rewards Club のポイントは、現金または他のクレジットの形態で換金可能とはされ
ず、IHG Rewards Club プログラムの条件に従い換金のために提示されるまでは、価値を有しません。ポイン
トは、固定の、または確認可能な現金価値を有しません。マイレージを貯めている人は全員、「 IHG
Rewards 会員利用規約」に従いポイント数に相当するマイル数を受け取ります。特典アイテムはアイテムが
残っている間に限り、入手可能とされます。本懸賞特典において入手可能とされる特典アイテム数は、一
万（10,000）個までです。なお、応募者 1 名当たり特典アイテム一（1）個に限定されます。
いかなる場合においても、本利用規約に明記される数を超える特典アイテムが付与されることは一切あり
ません。特典アイテムの代替または交換は、不可抗力事由の生じた場合に同等以上の価値の特典アイテ
ムで代用する権利を有するスポンサーによる場合を除き、一切許可されません。懸賞特典関連会社は、
いかなる理由による特典アイテムの提供における遅延に対しても、責任を負わないものとします。受賞候補
者が不適格であること、もしくは本利用規約を遵守していないことが判明した場合、特典アイテムの受け取
りを辞退した場合、または受賞者通知が着信不能として戻った場合には、その特典アイテムは没収される
可能性があります。特典アイテムが何らかの理由で没収された場合には、その特典アイテムは、スポンサー
の単独かつ絶対的な裁量にて、替わりの受賞候補者に付与される可能性があります。誠意ある試みの後、
スポンサーが特典アイテムを提供または受渡しすることができなかった場合には、その特典アイテムは付与さ
れない可能性があります。特典アイテムは譲渡不能です。受賞者によって受諾されない特典アイテムの部
分はいかなるものも没収されます。各受賞者は 、特典アイテムに関して適用されるあらゆる連邦、州、省、
領域、および地方の税金をすべて納税する単独責任を負うものとします。本文書において明示的に説明
されていない他の費用および経費はすべて、受賞者が単独負担するものとします。本本懸賞特典は、標
準 的 「 IHG Rewards Club 会 員 利 用 規 約 」 の 対 象 と さ れ 、 当 該 規 約 は 、
https://www.ihg.com/content/jp/ja/customer-care/member-tc.html。本懸賞特典の詐欺的利用が
検知された場合には、IHG は、メンバーの資格を剥奪する権利を有します。
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4. 責任制限：本利用規約に包含される何事も、いかなる制定法上の消費者保証も制限、除外、変更せ
ず、または制限、除外、変更すると称されず、また、本利用規約から場外されるの黙示的な条件または保
証がいかなる制定法に違反する、もしくは本利用規約のいかなる部分も無効にすることはありません（以下
「排除不可能な保証」）。直前の文の制限を条件として、かつ下記に定められる英国居住者に関する制
限に従い、かつドイツ国居住者を除き、応募者は、本懸賞特典に応募することにより、懸賞特典関連会
社、Twitter、Instagram、およびそれぞれの関係会社、子会社、代表者、コンサルタント、請負業者、弁
護士、広告／PR／販促／フルフィルメント／マーケティングの諸代理店、ウェブサイトプロバイダーの各々、
およびそれぞれの役員、取締役、株主、従業員、代表者、被指名者、および代理人の各々（以下「被免
責当事者」）は、(i) 損失した、遅延した、不完全な、窃盗された、方向が誤った、料金未納の、もしくは受
け渡し不可能な電子メール／テキストの通知または郵便、(ii) コンピューター、電話、衛星、ケーブル、ネッ
トワーク、電気、もしくはインターネットのハードウェアまたはソフトウェアの故障、不全、接続、もしくは利用可
能性、(iii) 文字化けした、破損した、もしくは乱雑な送受信、サービスプロバイダー／ネットワークのアクセス
可能性、利用可能性、もしくは通信トラフィックの輻輳、(iv) 技術的、機械的、印刷上、タイポグラフィー上、
もしくはその他のエラー、(v) 登録情報の不正確なキャプチャー、もしくはキャプチャーの不実施、または当該
情報の喪失、(vi) 運営または送受信における瑕疵、遺漏、中断、削除、欠陥、もしくは遅延、通信ライン
の不全、技術的エラー、窃盗もしくは破壊、または本懸賞特典への不正アクセス、(vii) 本懸賞特典への
応募および／または特典アイテムの受諾に関連する、またはその結果としての対人または対物に関わらず
応募者またはあらゆる人のコンピューターに対する障害または損害、および (viii) 遅延した、偽造された、損
失した、見当違いの、方向が誤った、改竄された、不完全な、削除された、損壊した、文字化けした、もし
くはそれ以外に本利用規約を準拠しないコミュニケーションに対して、責任を負わないことに、合意します。
さらに、懸賞特典関連会社は、受賞者通知またはその他の懸賞特典関連電子メールをスパムフォルダー
もしくはジャンクメールフォルダーに迂回させ得るような受信者のプライバシーもしくはスパムフィルターの設定
が理由となり受信されない電子メールを含むもののそれらに限定されず、あらゆる送信されないメッセージま
たは電子メールに対しても、責任を負いません。
ドイツまたは適用法による禁止対象国に居住する応募者を除き、各応募者は、本懸賞特典に応募する
ことにより、(i) 本利用規約により拘束されること、(ii) 本利用規約に関する曖昧性を主張するあらゆる権利
を放棄すること、(iii) 適用法により許可される範囲において、本懸賞特典に関連して被免責当事者のい
ずれかを相手取りあらゆる訴え、訴訟、もしくは訴訟手続きを提起する権利をすべて放棄することに同意す
るとともに、また (iv) 次の事項に関連して生ずることのある、一切の請求、訴訟、判決、訴訟原因、手続、
要求、罰金、刑罰、賠償責任、費用および経費の負担から（これらに限られないが、合理的な弁護士費
用の負担を含め）、被免責当事者の各々を永久におよび取り消し不能なかたちで免責しおよび損害を被
らせないことに同意します：(a) 懸賞特典（懸賞特典関連活動またはその要素を含むもののそれらに限定さ
れません）、(b) 第三者のプライバシー権、人権、肖像権、もしくは所有権の違反、(c) 特典アイテム（また
はその構成品）の受諾、応募、受取り、それに関連する旅行、参加、受渡し、占有、欠陥、その使用、不
使用、誤用、使用不可能性、損失、損壊、破壊、その使用に関連する過失もしくは故意の不正行為、
(d) 特典アイテム（またはその構成品）の変更、(e) 人的過誤、(f) いずれかの被免責当事者側の誤った、
過失的な、もしくは不正の作為または不作為、(g) 損失した、遅延した、窃盗された、方向が誤った、損壊
された、破壊された特典アイテム（またはその要素）、または (h) 応募者による過失または故意の不正行為。
いかなる理由によっても、火災、洪水、伝染病、地震、爆発、労働争議もしくはストライキ、天災もしくは
公敵、衛星もしくは設備の不全、暴動もしくは内乱、戦争（宣戦布告の有無を問わない）、テロリストの脅
威またはテロ活動、連邦政府、州政府、もしくは地方政府の法律、命令、もしくは規制、裁判所もしくは
司法管轄区域の命令、コンピューターウイルス、不正介入、技術的不全による汚染、またはスポンサーの
妥当な制御の範囲外のその他の原因（以下各々、「不可抗力」の事由またはその発生）を含むもののそれ
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らに限定されないスポンサーの制御を超えた事由によって、本懸賞特典の計画どおりの運営が不可能であ
る場合、または本懸賞特典のインテグリティおよび／または実行可能性が重大に損なわれた場合には、ス
ポンサーは、その単独かつ絶対的な裁量にて、本懸賞特典を省略、中止、終了、変更、もしくは停止する
権利、および／またはスポンサーが公正かつ妥当とみなす方法での受賞者の選定、更なる義務なくしての
終了、変更、もしくは停止を含め、本懸賞特典を進行させる権利を有します。不可抗力事由の結果とし
てスポンサーがその裁量にて本懸賞特典を変更することを選択した場合には、通知が換金ポータルに掲載
されます。
上述を制限することなく、かつオーストラリアの応募者に適用される排除不可能な保証に関連する保証を
除き、本懸賞特典に関するあらゆる物事は、特典アイテムを含め、商品性、特定目的適合性、もしくは
非侵害性の黙示的保証を含むもののそれらに限定されず、明示的または黙示的を問わずいかなる類の保
証もなしに、「現状のまま」で提供されます。インドからの応募者に関して：免責は、被免責当事者の故意
の過失もしくは重大過失または詐欺的表明により引き起こされた人身傷害、死亡、損害、もしくは損失に
は適用されません。
ドイツに居住する応募者のみに適用：スポンサーは、基本的契約義務の有責違反に対する責任を負いま
す。基本的契約義務とは、本利用規約の正当な締結を許可するために履行される必要があり、応募者
によって通常依拠されることのできる契約上の義務を意味します。スポンサーの責任は、それ以外には重大
過失および故意の不正行為に制限されます。アドミニストレーター、スポンサーおよびアドミニストレーターの
それぞれの子会社、関係会社、供給業者、流通業者、広告／販促代理店、および賞品供給業者、お
よびそれぞれの親会社の各々ならびに当該会社の役員、取締役、従業員、および代理人の各々などの
単純代理人側の基本的契約義務の若干の過失的違反または若干の過失的不正行為によってスポンサ
ー側の責任が生じた場合には、スポンサーの責任は、典型的に予測可能な損害賠償に制限されます。上
記の責任制限は、制定法上の強行法規による責任、とりわけ死亡、人身傷害、もしくは疾病に関連する
スポンサーの責任には影響しません。
英国に居住する応募者のみに適用：本第 4 条（責任制限）にもかかわらず、本利用規約における何事も、
スポンサーまたは懸賞特典関連会社の過失によって引き起こされた詐欺、死亡、もしくは人身傷害に対す
るスポンサーおよび懸賞特典関連会社のいかなる責任も制限または除外するものと解釈されないものとし
ます。本利用規約の条件はいずれも、英国の 1999 年契約（第三者の権利）法またはその他の下にその
当事者でないいかなる人によっても（ただし当該当事者が懸賞特典関連会社でない限り）、強制実現可
能とされないものとします。
5. 紛争：適用法の強行規定により許可される範囲において、本懸賞特典 は、ミシガン州の法律に準拠し、
同州法に従い解釈されます。欧州連合域内に居住する応募者に関しては、上記の 法の選択は、その結
果として、かかる法の選択の不在において適用されることになる法律の下に権利放棄され得ない制定法
上の強行法規の下での保護を応募者から剥奪してはなりません。欧州連合域内に居住しない応募者に
関しては、紛争の管轄裁判所および裁判地は、ミシガン州オークランド郡であるものとします。争議または
請求が直接の協議または調停を通じて別途解決されない場合には、JAMS によりその仲裁規則および手
続きまたはその後のバージョン（以下「JAMS 規則」）に従い実施される拘束力ある終局的な仲裁によって
解決されるものとします。仲裁人の選定に関しては、仲裁人がミシガン州において弁護士免許を有する経
験豊富な人物であるものとすることを除き、JAMS 規則に従うものとします。本項に従い提起される訴訟手
続きはすべて、ミシガン州オークランド郡において実施されます。請求に関する救済方法は、実際の損害賠
償額に限定されるものとし、いかなる場合においても、いかなる当事者も、懲罰的損害賠償、派生的損
害賠償、もしくは付随的損害賠償を回復する権利、損害賠償を倍額化させる、もしくはそれ以外に弁護
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士報酬もしくはその他の請求提起関連費用を含め損害賠償を増額させる権利、当該合意を撤回する権
利、または差止命令による救済もしくはその他の衡平法上の救済方法を追求する権利を、有しないものと
します。応募者は、応募者および／または懸賞特典関連会社および／または他のあらゆる当事者の権利
および義務はクラスアクションの形態に頼ることなく個別に解決されるものとすることに、合意します。仲裁の
要求は、訴因が発生してから一（1）年以内に届け出られなければならず、さもなくば訴因は永続的に禁止
されるものとします。
英国に居住する応募者に関して：上記の本第 5 条（紛争）にもかかわらず、本懸賞特典および本利用規
約はイングランドの法律に準拠し、全応募者はイングランドおよびウェールズの裁判所の専属管轄権に服
することに合意します。法令により許るされる範囲において、本懸賞特典または本利用規約に関連する申
立てまたは紛争は、訴因の発生時点から一（1）年以内に提起されなければなりません。
6. プライバシー方針：スポンサーのプライバシー方針は、https://www.ihg.com/content/us/en/customercare/privacy_statement で閲覧可能です。スポンサーは、本懸賞特典を実施するために個人情報を収
集し、また当該目的において米国以外の海外に所在する第三者（賞品供給業者を含むもののそれらに
限定されません）に、また他のあらゆる規制当局により要求されるあらゆる目的において、当該情報を開示
する可能性があります。応募は、当該情報の提供を条件とします。スポンサーはさらに、別段助言されない
限り、当該情報を販促、マーケティング、パブリシティーの目的においても利用することができます。スポンサ
ーのプライバシー方針には、スポンサーの応募者の個人情報のアクセス、訂正もしくは更新を行う方法、潜
在的なプライバシー違反に関する苦情を行う方法、およびスポンサーの当該苦情の取り扱い方法に関する
情報が記載されています。
データ保護通知














データコントローラー：Six Continents Hotels, Inc.（「スポンサー」）。住所：3 Ravinia Drive, Suite
100, Atlanta, GA 30346, phone 1-770-604-8347 。 電 子 メ ー ル ： privacyoffice@ihg.com
（「IHG」）。IHG のデータ保護オフィサーには電子メール（privacyoffice@ihg.com）で連絡することが
できます。
個人データの処理に関する法的根拠：応募者の個人データが本 IHG Offer の実施目的において
処理される場合、当該処理は、欧州一般データ保護規則 679/2016（「GDPR」）第 6 条(1)項(b)
の範疇において「契約の履行のために必要」とされます。
応募者の個人データの受理者の分類：IHG の関係会社。
応募者の個人データが保管される期間：応募者の個人データは、該当する目的において必要と
される限りにのみ、保管されます。
応募者の権利：応募者は、本人の個人データにアクセスする権利、本人の個人データを修正する
権利、本人の個人データを削除する権利、本人の個人データの処理を制約する権利、データの
ポータビリティに対する権利、および監督当局に苦情を提出する権利を有する可能性があります。
IHG が応募者の個人データをどのように処理するかに関する更なる情報については、当社のプライ
バ シ ー 表 明 書 （ Privacy Statement ） （ https://www.ihg.com/content/us/en/customercare/privacy_statement）を閲覧してください。
フランスの居住者に関して：応募者はさらに、管轄監督当局、すなわち情報処理および自由に関
す る 国 家 委 員 会 （ Commission Nationale de Informatique et des Libertés 、 「 CNIL 」 ）
（www.cnil.fr）に訴状を提出する権利を有します。
カナダの居住者に関して：個人情報は、米国内のサーバーに保管される可能性があり、したがって
米国の法律およびその他の当局および司法管轄区域の対象とされる可能性があります。
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7. 肖像権：適用法の強行法規により許可される範囲において、 各応募者は、懸賞特典に応募することおよ
び／または特典アイテムを受諾することにより、 スポンサーに対し、応募者の提出日から二（2）年の期間に
わたり、本懸賞特典および／または IHG Rewards Club に関連する取引、商業、広告、およびパブリシティ
ーの諸目的において、応募者の氏名、履歴的情報、写真および似顔絵、声の録音、ビデオ動画およびす
べての関連フッテージ、および発言を、随時、テレビ（ライブ TV を含みます）、ラジオ、インターネットを含むも
ののそれらに限定されない全世界の現在知られている、または今後発見されるすべてのメディアにおいて、
通知、審査、もしくは承認なしに、かつ法律により禁止されている場合を除き追加報酬なしに、使用する
権利を、許可することに合意します。応募者は、本懸賞特典に応募することにより、本人の提出物に関す
るあらゆる著作者人格権およびそれに類似する性質の権利をすべて放棄します。
8. 一般条項：本懸賞特典は、すべての連邦、州、省、領域、および地方の法律および規制に服します。特
典アイテムの受け取りは、本文書に定められる全要件の履行を条件とします。本文書に説明されるとおり
以外のいかなる形態の本懸賞特典の応募の試みはいずれも無効とされ、結果的に失格となり、かかる人
が受賞候補者として選択された場合には、当該人の特典アイテムは撤回されます。ある人が複数の電話
番号、電子メールアドレス、ID、IP アドレス、Twitter および／または Instagram のアカウント、プロキシサー
バー利用、もしくはそれらに類似する方法の利用によって複数の特典アイテムを受け取ろうと試みたことが
判明した場合、またはそれが疑われる場合には、かかる人は、本人が受け取る権利を有したはずのいかな
る特典アイテムも提供されず、当該特典アイテムはスポンサーの単独かつ絶対的な裁量にて放棄されるこ
とができます。スポンサーは、その単独かつ絶対的な裁量にて、本懸賞特典の運営を改ざんしている、本
利用規約に違反して行動している、スポーツマン精神に反する方法で、もしくは本懸賞特典の正常な運
営を混乱させる意図をもって行動していると事実認定される個人を、失格とする権利を有します。本懸賞
特典に応募するためのロボットの、自動化された、マクロの、プログラムされた、第三者の、もしくはそれに類
似する方法のいかなる利用も、当該方法による影響を受けたあらゆる応募の試みを無効とし、当該方法
を活用した個人を失格とします。注意および警告：本懸賞特典に意図的に害を与える、または本懸賞特
典の合法的な運営を傷つけるいかなる試みも、刑事法および民事法の違反となります。かかる試みが行
われた場合には、スポンサーは、法律により許可される最大範囲において、かかる試みに関して有責とされ
る当該人に対して損害賠償またはその他の救済方法を追求する権利を有します。受賞者が誰かというこ
とに関して紛争が発生した場合においては、受賞者は本人の IHG® Rewards Club アカウントに関連する
電子メーID ルアカウントの主たるアカウントホルダーです。受賞候補者は、主たるアカウントホルダーであるこ
との証拠を示すよう要求される可能性があります。「主たるアカウントホルダー」とは、電子メールアカウントの
第一所有者として記載される自然人を指します。本利用規約の何らかの規定、またはその単語、語句、
文節、文、もしくはその他の部分がいかなる理由によっても強制実現不能または無効と判示された場合に
おいては、当該規定またはその一部は、本利用規約の残余規定を有効かつ強制実現可能とする方法に
て、変更または削除されるものとします。本利用規約または特典アイテム文書のいずれかの規定の無効性
または強制実現不能性は、他のあらゆる規定の有効性または強制実現可能性に影響しません。スポンサ
ーによる本利用規約のいずれかの条件の強制実現の不実施は、当該規定の権利放棄を成立するもので
はなく、当該規定は完全に効力かつ効果を有したまま留まるものとします。本利用規約に記載される本懸
賞特典の詳細と他の資料に記載される本懸賞特典の詳細の間に相反が生じた場合においては、本利用
規約に定められる本懸賞特典の詳細が優先されるものとします。
© 2018 IHG。3 Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 U.S.A.。全権留保。大半のホテル
は独自に所有され運営されています。
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