
Active 権利放棄および同意書 
Active への権利放棄および同意書 (以下「権利放棄および同意書」) 

あなたの将来の法的権利に影響を及ぼすため、以下の権利放棄および同意書をよくお読みくださ

い。このイベントへの登録を進めることにより、あなたがこの権利放棄および同意書をよく読んで、

以下に定める条項に同意したものとみなされます。 

この権利放棄および同意書の要点を以下に示しますが、全文をよくお読みください。 

• あなたが登録するアクティビティ (以下「イベント」) は体力的難易度が高く、苦痛、
病気、負傷だけでなく死亡につながる危険があります。ご自身の健康や生命を危険

にさらすことなくイベントを行う身体的能力があることを確信している必要がありま

す。参加者に対して健康診断や体力チェックは実施されません。 
• イベントを可能な限り安全に行うよう注意を払っていますが、参加者および見学者に

対する危険性を排除することはできません。したがって、参加または見学はご自身

の責任において行ってください。 
• 18 歳未満の方に代わって登録した場合、またはイベントを見学させるために 18 
歳未満の方を同伴した場合は、18 歳未満の方に代わってあなたがこの権利放棄
および同意書の内容に同意するものとします。 

イベントへの登録、参加、または見学が許可されることを約因として、あなたの代わりに、個人的

代理人、譲受人、相続人、執行者、継承者、近親者、およびあなたの被扶養者 (適用法の下で該
当する場合) が、以下について理解するものとします。 

1. 登録するための権限と代理人を務めるための権限。あなたは Active Network, LLC (以下
「Active」) に対して、あなた自身または該当する場合はあなたが代わりに登録する当事者 (以下
「登録当事者」) に代わって、登録料が請求されるクレジット カードやデビット カードを利用する
全面的な権限と、この権利放棄および同意書を含む、イベントの登録を行うための全面的な法的

権限および能力があることを表明して保証するものとします。この権利放棄および同意書で使用

される (a)「Active」とは、Active Network, LLC、そのパートナー、ライセンサー、および Active 
を単独で管理または共に管理し、これに管理され、またはこれと共通の管理下にあるすべての子

会社、関連会社、または会社、ならびにその職員、従業員、契約業者、下請け業者、代理店、そ

れらの各代理人、継承者、譲受人を意味し、(b)「あなた」とはあなた個人と、この権利放棄および
同意書に同意することにより特定の権利を放棄する、あなたが代わりに登録する他のすべての登

録当事者を意味します。 



18 歳未満のお子様または判断能力のない成人に代わって登録する場合は、あなたがその当事
者の親または保護者であり、当事者に代わってこの権利放棄および同意書に記入するための法

的権限および能力があることを表明して保証し、イベントの登録を進めることによって、この権利

放棄および同意書の条項が登録当事者全員に等しく適用されることに同意するものとします。法

律で許容される範囲で、責任が生じる場合、いかなる責任、請求、訴訟原因、損害、損失、または

支出 (訴訟費用や妥当な弁護士費用を含む) (これらを総称して「責任」) については、あなたに
代わって、または他の登録当事者 (未成年を含むがそれに限定されない) に代わってこの権利
放棄および同意書に同意する人が Active に補償し、Active を擁護すると共に、その責任を免
除することに同意するものとします。これは、管轄権を持つ裁判所によって登録当事者はこの権

利放棄および同意書の契約条項に拘束されないと判断されているためです。また、この権利放棄

および同意書にかかわらず、登録当事者が Active に対して請求を行った場合、あなたは 
Active による要求があれば直ちに、その請求の結果として生じる可能性があるすべての責任に
ついて、Active を擁護し、Active に補償すると共に、その責任を免除することに同意するものと
します。 

2. 危険の引き受け。あなたは、イベントへの登録および参加の承認を約因として、イベントの準
備中、イベント中、イベントの敷地内にいる間、またはイベントへの往復の移動中に発生する可能

性があるあらゆる苦痛、病気、負傷、事故についてすべての危険を引き受け、その責任を負うも

のとします。参加するイベントが危険を伴うものであり、医学的に参加能力があり適切な訓練を受

けている場合以外は参加すべきではないことを理解しているものとします。イベントに参加する前

に、かかりつけ医の診察を受ける必要があります。あなたには、このイベントに関連するアクティビ

ティに参加するにあたってあなたが医学的および身体的に常に適した状態であることを確認する

責任があります。イベントの開催場所は、イベント中は一般の人々に開放され、危険が予想される

公道や公共施設になる場合があることを認識し、同意するものとします。また、イベントに参加す

ることにより、軽微な苦痛から永久的な身体障害や死亡を含む致命的な負傷まで、完全には排除

できない固有の危険を伴う可能性があることを認識し、同意するものとします。イベントへの参加

に関連するすべての危険を認識し、想定するものとします。これらの危険とは、転倒、障害物、他

の参加者との接触、他の参加者の行為または不作為、天候の影響、交通量、および道路の状態

に起因する永久的な負傷や死亡の危険を含みますが、これらに限定されません。 

3. 表明。あなたは、身体状態が良好で、安全にイベントに参加できること、またイベントへの参加
により危険になるような病状がないことを表明、保証するものとします。あなたは、怪我を負った場

合に、治療を受けるための医療および搬送手段に同意し、また、この権利放棄および同意書が、

緊急事態や怪我の場合に提供される医療および搬送手段に関連して生じるすべての責任に及ぶ

ことを理解するものとします。あなたは、医療を受けられない可能性があることを理解するものとし

ます。ただし、医療を受けられる場合は、イベントに参加した結果として生じるあらゆる医療費の責

任を負担すること (そのような医療費が医療サービス組織、診療所、または病院によって無料で



提供されていない場合) を理解するものとします。これらの医療費には、救急車による搬送、入
院、医師、薬剤およびサービスなどが含まれますが、これに限定されません。あなたは、公開され

ているすべての規則および警告を守り従い、Active またはイベント主催者によって提供されたす
べての説明や指示に従い、イベントに安全に参加するための能力に対するあらゆるイベント関係

者の決定に従うことに同意するものとします。あなたは、イベント中は常に適切な行動を取り、イベ

ント参加中はすべての準拠法に従うことが求められていることを理解し、同意するものとします。こ

れには一般に、他者、機器、施設、資産を尊重することが含まれます。あなたは、あなたの行動が

イベントの安全性を脅かすものであるか、あるいはイベントに悪影響を及ぼすものであると 
Active またはイベント主催者が判断した場合、イベント関係者が払い戻しなしであなたの参加を
取り消す可能性があることに同意するものとします。あなたは、イベント中はあなた個人の所持品

の責任を負うこと、さらに 法律で許される 大範囲内で、Active およびイベント主催者がイベント
時に紛失、損傷、盗難に遭ったあらゆる所持品または資産に対して責任を負わないことを理解し

同意するものとします。あなたは、イベント主催者が、気象 (高温、竜巻、地震、火災、暴風雨、稲
妻、洪水を含むがこれに限定されない)、事故、戦争またはテロ行為、軍事紛争、暴動、またはイ
ベント参加者や観客の安全および保障に影響を与える何らかの理由、あるいはイベント開催の実

行可能性により、イベントを中止する権利を留保することを理解し、同意するものとします。そのよ

うな中止の場合、または何らかの理由によってそれ以外の中止が発生した場合は、イベント主催

者による承認および支払いがない限り、払い戻しはありません。 

4. 免責および権利放棄。あなたは、イベントへの登録や参加に関連して生じたいかなる責任、請
求、対応、損害に対して、Active およびイベントに関連するその他すべての人物に対して免責し、
権利放棄し、訴訟を起こさないことに合意し、永久に訴追しないものとします。これには、上記関係

者の過失 (過失救助の試みを含む) により生じたすべての責任、請求、対応、損害、上記関係者
の対応または非対応、その他を含みますが、これに限定されません。 

Active は、利益、評判、使用、データ、およびその他の無形資産の損失に関する損害を含めるが
これに限定されない、いかなる直接的、間接的、付随的、特別、結果的、または懲罰的な損害に

ついて (Active がかかる損害の可能性について報告を受けていたとしても) 責任を負いません。
上記を制限することなく、Active は、(A) Active のサイト、製品、サービスの使用、または使用で
きないこと、(B) Active のサイトを通じて購入または入手した商品、データ、情報やサービス、また
は Active のサイトからの受信メッセージや Active のサイトを通じたトランザクションによる代用
品またはサービスの調達費用、(C) Active が手配したプロモーションまたはプログラムへの参
加、(D) 人身傷害、(E) 不正アクセスまたは送信やデータの改ざん、(F) Active のサイトにおけ
る第三者の声明または行為、(G) Active のサイト、Active の製品またはサービスに関連したそ
の他の事柄、または (H) イベントへの参加に関して、責任を負いません。あなたは、理由または
原因の如何を問わず、Active のあなたに対する責任限度が、Active があなたから支払われた
金額の合計を超えないことに同意するものとします。 



この権利放棄および同意書のいかなる部分も、ACTIVE またはイベント主催者の次の責任を制
限または除外するものではありません。その責任とは、(A) 重大な過失に起因する死亡または人
身傷害、(B) 不正行為または悪意不実表示、または (C) 責任を除外すること、または除外しよう
とすることが違法もしくは非合法となるその他すべての事柄に関するものです。消費者としてのあ

なたの法的権利は、この権利放棄および同意書の影響を受けません。 

5. 補償。あなたは、(A) 過失 (過失救助の試みを含む) に起因する責任を含むがこれに限定さ
れないあなたのイベントへの参加、ACTIVE の対応または対応しないこと、(B) あなたによる 
ACTIVE の利用、(C) あなたによる、この権利放棄および同意書の条項
や HTTP://WWW.ACTIVENETWORK.COM/INFORMATION/TERMS-OF-USE.HTM にある
サービス条項の違反に関連した責任について、ACTIVE およびイベントに関連したその他すべて
の人物を補償、擁護し、損害を与えないことに同意するものとします。 

6. 保証責任の否認。あなたは ACTIVE のサービスを自己責任で利用することに明示的に同意
するものとします。このサービスは、「現状のまま」、「利用可能な限り」で提供されています。

ACTIVE では、ACTIVE サイトのサービスが中断されず、セキュリティ保護され、瑕疵がないこと
について、一切の保証をいたしません。ACTIVE は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目
的に対する適合性、または権利侵害がないことの保証を含むがこれに限定されない、あらゆる種

類の保証を否認します。ACTIVE は、ACTIVE サイトの情報、または ACTIVE サイトに関連し
て提供されたすべての情報の正確性または完全性を保証しません。ACTIVE は、そのような情
報の誤りや欠落、またはそのような情報を使用した結果に対して責任を負いません。 

7. 肖像の使用。あなたは、イベントに関連してあなたの声を録音し写真撮影する権利を取消不能
の形で Active およびイベント主催者に付与するものとします。あなたは、ここで使用される「写
真」という語が、静止画像とビデオ録画の両方に及ぶことを理解し、同意するものとします。さらに

あなたは、Active およびイベント主催者に、イベントに関連して入手した写真、音声、および肖像
を、インターネット上でのストリーミング オーディオ/ビデオ、放送、ケーブル、衛星通信、さらに現
時点では知られていない媒体も含むがこれに限定されない媒体で、編集済みバージョンも含めた

あらゆる形式で使用する許可を付与するものとします。これには、あなたに報酬を支払わずに商

用目的で合法的に世界中で使用することも含まれますが、これに限定されません。さらに、あなた

はそのような録画や写真の検査を行うすべての権利を放棄するものとします。あなたは、Active 
やイベント主催者が収録したそのような録画や写真が、必要に応じて Active やイベント主催者
の独占所有物になることを理解するものとします。 

8. 契約の分離。さらに、あなたはこの権利放棄および同意書が、準拠法で許される範囲で広義
かつ包括的であることを意図していることに明示的に同意し、この権利放棄および同意書のいか

なる規定も何らかの理由で管轄裁判所によって法的強制力がないとされた場合は、(a) この権利



放棄および同意書の残りの部分 (それ自体に法的強制力がないわけではない、かかる法的強制
力のない規定が含まれた規定の全部分を含むがこれに限定されない) の妥当性、合法性、法的
強制力がそのために影響を受けたり損なわれることがないこと、また (b) 可能な 大の範囲内

で、法的強制力のない規定の意図および経済的影響を概算する規定により法的強制力のない規

定を変更して差し替え、この権利放棄および同意書もそれに合わせて改訂するものとします。 

9. 受諾。この権利放棄および同意書の受諾を示すことによって、あなたはこの権利放棄および同
意書を読み、条項を完全に理解したとみなされます。あなたは、あなたおよびすべての登録当事

者が、訴訟する権利も含めて実質的な権利を放棄していることを理解するものとします。あなた

は、この権利放棄および同意書に自由かつ自主的に同意しており、受諾することにより、法律で

認められる 大の範囲ですべての責任を完全かつ無条件に放棄する意図があることを認めま

す。参加者が未成年または判断能力のない成人である場合は、あなたは自分が参加者の親また

は保護者であることを証明し、参加者に代わって、この権利放棄および責任を放棄することに同

意するものとします。 

10. 準拠法、管轄の合意、その他の管轄固有の規定 

オーストラリアで開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意書が
ニュー サウス ウェールズ州の法律に準拠し、この権利放棄および同意書に関連するすべての
事柄について、ニュー サウス ウェールズの裁判所が持つ専属管轄権に無条件かつ取消不能の
形で従うことに同意するものとします。 

香港で開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意書に関連する
すべての事柄に香港の法律が適用されることに同意するものとします。あなたは、取消不能の形

で、この権利放棄および同意書に関連した Active とのあらゆる紛争の専属管轄権を持つのが
香港の裁判所であることに同意するものとします。 

あなたは取消不能の形で、Active とイベント主催者に、個人データを展示、編集、配布、公開、使
用 する権利を付与します (個人データ (プライバシー) 条例 (香港法の第 486 章) で定義)。 

この権利放棄および同意書は、英語と中国語で書かれています。2 つのバージョンの間に相違
がある場合は、英語版が優先されます。 

アイルランドで開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意書に関
連するすべての事柄にアイルランドの法律が適用されることに同意するものとします。あなたは、

取消不能の形で、この権利放棄および同意書に関連した Active とのあらゆる紛争の専属管轄
権を持つのがアイルランドの裁判所であることに同意するものとします。 



あなたは、当面の間、法で許される 大の範囲で Occupiers Liability Act, 1995 (占有者責任
法) において、そうしなければ存続する可能性があるあらゆる責任に対して、Active、イベント主
催者、およびその他すべての占拠者 (「Occupier (占拠者)」には、Occupiers Liability Act, 1995 
(占有者責任法) の 1 項で「Occupier (占拠者)」という語に与えられた意味があります) の責任
を放棄することに同意するものとします。 

ニュー ジーランドで開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意
書がニュー ジーランドの法律に準拠し、この権利放棄および同意書に関連するすべての事柄に
ついて、ニュー ジーランドの裁判所の専属管轄権に無条件かつ取消不能の形で従うことに同意
するものとします。 

シンガポールで開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意書に
関連するすべての事柄にシンガポールの法律が適用されることに同意するものとします。あなた

は、取消不能の形で、この権利放棄および同意書に関連した Active とのあらゆる紛争の専属
管轄権を持つのがシンガポール共和国の裁判所であることに同意するものとします。 

英国で開催されるイベントに適用される規定: あなたは、この権利放棄および同意書に関連する
すべての事柄にイングランドおよびウェールズの法律が適用されることに同意するものとします。

あなたは、取消不能の形で、この権利放棄および同意書に関連した Active とのあらゆる紛争の
専属管轄権を持つのがイングランドおよびウェールズの裁判所であることに同意するものとしま

す。 

米国で開催されるイベントに適用される規定: あなたは、米国テキサス州の法律が、抵触法の原
則に関係なく、この権利放棄および同意書に関連するすべての事柄に適用されることに同意する

ものとします。あなたは、取消不能の形で、この権利放棄および同意書に関連した Active とのあ
らゆる紛争の専属管轄権を持つのがテキサス州ダラスの裁判所であることに同意するほか、さら

に Active が関与するそのような紛争と関連して、テキサス州ダラスの裁判所の対人管轄権の行
使に明示的に同意するものとします。 

 


