
 

 

利用規約 

発効日：2022年 7月 28日 

1. 始めに 

このサイトは、モバイルアプリケーションやその他のオンラインサー

ビスと併せ（以下、「当サイト 」 ） 、 Brunswick Corporation が運営す

るものです。この利用規約（以下、「本規約」）は当サイトの使用に

適用されます。また、本規約が言及されることにより組み込まれてい

るその他の契約やウェブサイトにも適用されます。当サイト全体を通

じ 、 「 Brunswick 」 お よ び 「 当 社 」 と い う 用 語 は 、 Brunswick 

Corporation およびその関連会社、子会社並びにその取締役、幹部社員、

従業員、代理店、独立請負業者および代理人を指します。Brunswick

は当サイト並びに当サイト上のあらゆる情報、ツール、製品、品物、

およびサービスを運用しています。個人のお客様（以下、「お客様」

または「ユーザー」）は、本規約に従い、非商業目的でのみこれらを

ご利用になることができます。疑義を避けるために付言すると、「当

サイト」という用語は、（ i）Brunswick または Brunswick の関連会社

や子会社が所有または運営し、本規約を言及することにより組み込ん

でいる全てのウェブサイト （以下、「 Brunswick 関連会社サイト 」 ）

を含み、（ ii）お客様がアクセスまたはご利用になる当サイトまたは

Brunswick関連会社サイトを意味すると解釈されるものとします。 

本規約は上記に記載した発効日以降効力を有します。当サイトにアク

セスまたは当サイトを利用することで、無制限または無条件に本利用

規約に同意したことになります。本規約に同意いただけない場合、当

サイトのアクセスおよびご利用はお控えください。Brunswick は、本

規約および当サイトの内容（機能、利用可能性、運用等）をいつでも

自らの裁量で変更する権利を有します。その場合、更新または変更し

た内容を当サイトに掲載いたします。こうした全ての変更は直ちに有

効となります。お客様は、当サイト上で行われる変更内容を監視する

ことに同意するものとします。変更内容を掲載した後、引き続き当サ



 

 

イトを使用することで、当該変更内容を理解し同意したことになりま

す。 

当サイトの製品、サービス、または内容の一部には、特定の製品保証

やサービス条件など、追加の条件または異なる条件が適用される場合

があります。こうした条件は該当の製品やサービスのページまたは当

サイト上で掲載されます。当該製品、サービス、または当サイトの機

能に関して本規約の規定と対立する場合には、これらの条件が優先さ

れます。 

当サイトには、当社の支配が及ばない品物、サービス、またはコンテ

ンツへのリンクが含まれることがあります。これには、第三者のウェ

ブサイト、アプリケーション、購入可能な製品（以下、「第三者コン

テンツ」）が含まれます。第三者コンテンツへのリンクは便宜上のた

めにのみ提供されています。Brunswick は第三者コンテンツに関して

一切の責任を負わず、いかなる賠償責任も否定するものとします。リ

ンクを提供していることにより Brunswick が第三者コンテンツを保証

または推奨する、ということにはなりません。第三者コンテンツをご

利用になる場合、本規約ではなく、リンク先のウェブサイト／アプリ

ケーションで掲載されているか閲覧可能となっている利用規約が適用

されます。最後に、一部の Brunswick 製品は、独立ディーラーまたは

第三者の小売業者によって販売されており、そうした製品の購入には、

本規約ではなく、該当する販売、リースまたは小売分割払契約その他

の形式の利用条件が適用されます。 

2. プライバシーポリシー 

当社では、当サイトに適用するプライバシーポリシーを導入していま

す（www.brunswick.com/privacy-policy ） 。このポリシーには、お客様

に関する情報の収集、使用および共有方法に関わる重要な情報が記載

されています。このポリシーを読み、個人情報の保護に関する選択に

ついて理解することをお勧めします。当社のプライバシーポリシーは

本規約の一部とみなされます。疑義を避けるために付言すると、当社

のプライバシーポリシーまたは当社がお客様の個人情報を収集、処理、
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使用する方法に関して何らかの苦情、紛争、請求、または法的手続き

が生じた場合、本規約に従って解決するものとします。 

3. 本規約を受け入れる能力 

お客様は、ご自分が法律上の成人年齢を超えており、適用法に基づい

て法的拘束力のある合意を行うことができ、契約の規定、条件、義務、

確約、表明、および保証を締結する十分な能力および資格を備えてい

ることを確約するものとします。お客様は本規約に従い、遵守するこ

とに合意するものとします。 

4. 情報の正確性、完全性および適時性 

Brunswick は、当サイトに含まれるあらゆる情報の正確性および適時

性を確保するために商業的に妥当な努力を払っておりますが、当サイ

トにある情報の完全な正確性、完全性、適時性を保証するものではあ

りません。Brunswick は、当サイトに含まれる情報の不正確性、不完

全性、非適時性について責任を一切負いません。 

Brunswick は、当サイトに描写または記載されている製品またはサー

ビスが、現在販売中または生産中であること、または商用目的として

検査済みであることを表明または保証するものではありません。当サ

イトに記載された情報にかかわらず、Brunswick は、事前に予告する

ことなく、お客様に対する責任や義務を負うことなく、何らかの製品

またはサービス（モデル、パーツ、アクセサリーその他の品目を含む）

を中止する権利、または、将来の販売において価格や仕様を変更する

権利を留保します。当サイトに関する情報は、製品またはサービスの

購入または販売若しくはお客様の地域における利用可能性に関して拘

束力を持つものではありません。さらに、Brunswick は、当サイトに

描写または記載されている雇用機会が現時点で利用可能であることを

表明または保証しておりません。当サイトの採用に関する情報は、雇

用について拘束力を持つものではありません。 

5. 当サイトの使用および行動基準 



 

 

当サイトは Brunswick の価値ある知的財産を構成するものです。お客

様は当サイトやその内容を悪用せず、以下の行為についても実行せず、

試みず、他人に奨励または他人を補佐しないことに同意するものとし

ます。 

• 当サイトの通常運用およびナビゲーション、または他のユーザ

ーによる当サイトの利用を邪魔したり妨害したりすること 

• 当サイトまたは当サイト上で利用できる特定のコンテンツへの

アクセスを制限するために当社が講じる措置を回避すること 

• 「 ロ ボ ッ ト 」 、 「 ス パ イダー 」 、 「 ス ク レーパー 」 などの自動

化された手段を使用して当サイトにアクセスすること（当社の

承認を書面により特別に得ている場合を別とします） 

• 偽名や偽の電子メールアドレスその他の連絡先情報を提供また

は使用したり、個人または団体になりすましたり、本人の身元

や所属、送信した資料の出典を偽ること 

• 他のコンテンツや商標に関連して、または Brunswick の収益を奪

取するおそれのあるような方法で、若しくは当社と第三者との

関係を誤って示唆するような方法で、当サイトまたはそのコン

テンツを「フレーム」内に表示すること 

• 当社の製品提供、説明、画像、価格および販売数量に関する情

報の収集または使用など、当サイトまたはそのコンテンツを商

業的な目的で使用すること（当社の承認を書面により特別に得

ている場合を別とします） 

• コマーシャルウェブサイト（Brunswick 製品の販売代理店が所有

する承認済ウェブサイトを除く）からの当サイトへのリンクを

継続して保持すること 

• ウイルス、スパイウェア、アドウェアその他の有害なコード、

政治キャンペーンに関する通信、チェーンレター、大量メール、

あらゆる形式の「スパム」を当サイトに送信または侵入させる

こと 

• 当サイトで使用している、または当サイトを通じて使用可能な

ソフトウェアその他の技術に対し、逆アセンブル、逆コンパイ

ルまたはリバースエンジニアリングを行うこと 



 

 

• Brunswick の製品／サービス以外の製品／サービスの宣伝または

プロモーションの目的で当サイトを使用すること 

• 当サイトを使ってユーザーに関する個人情報を送信または収集

すること 

• 当サイトまたは当サイトのコンテンツを使用して、他の人また

は事業体の宣伝若しくは運動の募集勧誘を行ったり、当社と競

合したり、当社の事業利益または評判に対し違法なまたは悪意

ある行為を行うこと 

• 搾取するか害を与える目的で当サイトを利用すること、または

搾取するか害を与えようと試みること 

• 他人による当サイトの使用や享受を制限または妨害するような

行為、または当社の判断により、Brunswick や当サイトのユーザ

ーに害を与えるか、賠償責任のリスクを引き起こしかねない行

為に従事すること 

• 適用される連邦、州、現地、または国際法規（例えば、米国と

海外諸国との間のデータ／ソフトウェアの輸出に関する法律な

ど）に違反するような方法で当サイトを使用すること 

 

お客様が本条に違反した場合、当社はお客様の当サイトへのアクセス

権を打ち切り、他の是正措置を講じるとともに、法律で認められた救

済措置を求める場合があります。当サイトへのアクセスまたは使用を

打ち切ることにより、Brunswick が法律上または株式上権限を有する

権利を放棄することはありません。または救済策に影響を及ぼしませ

ん。 

6. アカウント： 

当サイトは、当サイトを通じ提供される特定の機能にアクセスするた

めのユーザーアカウント（以下、「ユーザーアカウント」）を作成す

る機会を提供する場合があります。本条「アカウント」では、ユーザ

ーアカウントに適用される追加条件について規定しています。 

お客様は当サイトのために 1 つのユーザーアカウントを作成して保持

することができますが、他人のユーザーアカウントを使用することは



 

 

できません。Brunswick は、ユーザーアカウントを設定するため特定

の情報を必要とします。当社では、オプションとして他の情報の提供

をお客様にお願いしています。ユーザーアカウントを作成するため、

お客様に情報提供を求めた場合、Brunswick に正確かつ完全な情報を

提供していただく必要があります。当社に提供された情報が変更され

た場合、お客様は当該アカウントを更新する必要があります。その際

は、関連するサイトのアカウントセクションを参照するか、または

privacy@brunswick.com までご連絡ください。Brunswick は、プライバ

シーポリシーおよび本規約の条項に規定されているとおり、ユーザー

アカウントを作成する際にお客様から提供された情報を使用する場合

があります。 

お客様は、アカウントのログイン名やパスワードなど、お客様のユー

ザーアカウント認証情報を秘密に保つ責任を負います。お客様は、お

客様のユーザーアカウントを他人に使用させてはなりません。お客様

は、ご自分のユーザーアカウントについて発生する全ての活動および

取引について責任を負うものとします。権限を与えられていない人物

によるユーザーアカウントの使用またはアクセスがあったと信じるに

足る理由がある場合は、直ちに privacy@brunswick.com までご連絡く

ださい。当社は、ユーザーアカウントの無断使用による一切の損失ま

たは損害について責任を負いません。 

お客様は、提供した連絡先情報を当社が使用して、当サイトおよび製

品に関する連絡を取ることを許可するものとします。さらに、当社が

電子媒体を使用して提供する全ての契約、通知、開示内容その他の通

信（投稿または電子メールによる通信を含む）について、当該通信が

書面によるという法的要件を満たしていることに同意するものとしま

す。お客様は、マーケティング用電子メールに記載されているオプト

アウト指示に従って、当社から送信される当該電子メールの受信を断

ることができます。 

当社は、予告することなくいつでも、当社単独の裁量により、また理

由の如何または有無を問わず、ユーザーアカウントへのアクセスを打
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ち切る権利を有します。当該理由は無活動または悪用を含みますがこ

れらに限定されません。ユーザーアカウントへのアクセスが打ち切ら

れた場合、お客様のユーザーアカウントに関連して保存されている情

報、プロモーションアカウントのクレジットおよびユーザーアカウン

トにつながる他のあらゆる形式のバリューにアクセスできなくなる可

能性があります。打ち切られた時点で、本規約は、当サイト上で他に

許可されている利用方法に引き続き適用されます。 

当サイトには、ユーザーアカウントを無効化または削除するための

種々のメカニズムが用意されています。当サイトではその多くで、ユ

ーザーアカウントにログインし、アカウント設定によりアカウントの

無効化または削除を行うことができます。場合によって Brunswick は、

ユーザーアカウントが無効化または削除された後においても、報告ま

たは規制目的のため、関連するアカウント情報の一部を保持する場合

があります。 

当社でユーザーアカウントを作成し、ウェブサイトまたはモバイルア

プリ（VesselView など）から同じユーザーアカウントにアクセスでき

る場合、当該モバイルアプリを削除してもお客様のユーザーアカウン

トは削除されないことにご注意ください。ユーザーアカウントを削除

するにはこのウェブサイトにアクセスするか、 privacy@brunswick.com

までご連絡ください。 

オーナーズクラブのユーザーアカウントを終了するには、オーナーズ

ク ラ ブ の ウ ェ ブ サ イ ト に ア ク セ ス し て 設 定 を 変 更 す る か 、

privacy@brunswick.com 宛てに電子メールを送信し、アカウントの無効

化を希望する旨またはお客様のユーザーアカウントに関わる船舶をす

でに所有していない旨またはその両方の旨を通知する必要があります。 

7. コミュニティフォーラムおよびユーザーコンテンツ 

当サイトでは、当サイトを通じてコメントを投稿したり、マテリアル

を送信または公表したりする機会を提供する場合があります。その内

容には製品レビュー、ブログ、 「マイコミュニティ 」セクション、オ
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ーナーズクラブ、Facebook または Twitter のオフィシャル Brunswick ソ

ーシャルメディア・アカウント （以下、総称して 「コミュニティフォ

ーラム」）が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

お客様が当社に提供した情報（製品注文情報や個人情報を除く）は、

本規約において「ユーザーコンテンツ」と呼ばれます。本第 7 条「コ

ミュニティフォーラムおよびユーザーコンテンツ」には、ユーザーコ

ンテンツに適用される追加条件が記載されています。 

お客様は、ユーザーコンテンツの合法性、信頼性、妥当性、オリジナ

リティを含め、お客様が当サイトに投稿されたユーザーコンテンツに

対し全責任を負うものとし、当該ユーザーコンテンツを投稿する必要

な権利を有するものとします。お客様は、（ i ）虚偽、不正、名誉毀

損、中傷、猥褻、脅迫、プライバシーまたはパブリシティ権侵害、知

的財産権侵害、虐待、非合法に該当するユーザーコンテンツの他、人

を不快にさせるユーザーコンテンツ、（ ii）犯罪を構成または奨励し、

他人の権利を侵害し、不利益を被らせ、法律に違反するユーザーコン

テンツ、（ iii）第 5 条「当サイトの使用および行動基準」に違反する

ユーザーコンテンツを投稿することはできません。お客様は、ユーザ

ーコンテンツを投稿する際に、ご自身に提供する権利があること、コ

ンテンツが上記禁止項目に違反していないこと、コンテンツが不正確、

虚偽または誤解を招くものではないことを表明し、保証するものとし

ます。 

お客様は、ユーザーコンテンツを投稿することで、ユーザーアカウン

トに関連してお客様が提供したプロファイル情報（ユーザー名など）

がユーザーコンテンツとともに表示される場合があることについて了

解し、これに同意するものとします。お客様は、当社がユーザーコン

テンツ（お客様のユーザー名を含む）を利用、複写、二次的著作物の

作成、頒布、実演、表示その他の方法で活用するため、当社に対し、

非排他的で全世界的な、ロイヤリティフリーで恒久的な、取り消し不

能で完全に移転可能かつサブライセンス可能なライセンスを与えるも

のとします。その場合、当該ユーザーコンテンツは現在知られている

または将来開発される手段により、当社製品の開発、製造、マーケテ



 

 

ィングおよび広告などあらゆる目的のために使用されます。お客様は

以下の内容に同意するものとします。（ 1）ユーザーコンテンツは極

秘に当社に提供されたものではないこと、（ 2）当社との間に秘密裡

のまたは信託に基づいた関係がないこと、（ 3）ユーザーコンテンツ

の使用について当社が点検、承認または補償することに、お客様が何

の期待も抱いていないこと。 

誤解される可能性を避ける上で、当社のポリシーは、ユーザーコンテ

ンツとして創造的なアイデア、製品設計、提案、事業計画または同様

のマテリアルを受け入れることではありません。当社にそのようなマ

テリアルを提供することのないようお願いします。それにもかかわら

ず提供された場合は、前項の規定が適用されます。 

さらに当社は、理由の如何または有無を問わずいつでも、当社が単独

の裁量によりユーザーコンテンツの投稿を削除または拒否する権利、

および当社が単独の裁量により必要または適切と考えるユーザーコン

テンツに関するその他の措置を講じる権利を有するものとします。か

かる状況には、ユーザーコンテンツが本規約に違反している、個人や

事業体の知的財産権その他の権利を侵害している、当サイトのユーザ

ーや一般公衆の身の安全を脅かしている、または Brunswick に賠償責

任を負わせると、当社が判断した場合を含みます。お客様は、お客様

が投稿したユーザーコンテンツが第三者の権利（知的財産やプライバ

シー権を含む）を侵害しているとして、当該第三者が請求を行い、適

切な法的措置（法執行機関に通報するなど）を講じた場合、当社がお

客様の身元情報やその他のお客様に関する情報を当該第三者に開示す

る権利を有することについて了解し、これに同意するものとします。

当社は、本規約の違反を含め、理由の如何を問わず、お客様による当

サイトの全体または一部へのアクセス権を中止または停止する絶対的

な権利を有します。上記の規定を制限することなく、当社は、当サイ

ト上で、または当サイトを介して、マテリアルを投稿した者の身元情

報やその他の情報を開示するよう法執行機関や裁判所から要請または

指示を受けた場合、これに全面的に協力する権利を有します。お客様

は、Brunswick およびその関連会社、ライセンシー、サービスプロバ



 

 

イダーのいずれかがお客様のユーザーコンテンツに関連して講じた措

置、あるいは Brunswick およびこれらのいずれかまたは法執行機関が

実施した調査の結果に起因して生じる請求について、Brunswick およ

びその関連会社、ライセンシー、サービスプロバイダーを補償し、免

責し、無傷に保つものとします。しかしながら、当サイトに投稿され

る前のマテリアルを当社がレビューすることは不可能であり、レビュ

ーする義務も負いません。また、投稿された後も、問題のあるマテリ

アルを即座に削除できるとは限りません。従って、当社は、ユーザー

コンテンツによる損害を軽減するような措置を講じる責任を負いませ

ん。当社は、本条で述べた活動の履行または不履行について、いずれ

の者に対しても責任を負いません。 

8. 購入＆財務情報 

財務情報。当サイトでは、当社の一部製品に対する財務オプションに

関する追加情報を得るため、お客様に個人情報を入力していただく場

合があります。財務情報は当社または第三者によって提供される場合

があり、第三者の方針および条件など、追加の条件の対象となります。 

お客様は、当サイトに掲載されている製品を購入したいと考える場合、

お客様の送り先住所やクレジットカードなどの支払情報やその他の情

報を提供するよう求められます。お客様は、お客様が当社に提供する

全ての情報が、正確かつ最新で完全なものであることに同意するもの

とします。お客様は、お客様のユーザーアカウントおよび／またはク

レジットカードやその他の支払メカニズムを介して発生する全ての手

数料を支払うことに同意するものとします。主な例として、お客様の

購入および取引に関連して生じる税金、送料、取扱料、処理料などが

挙げられます。当社は、お客様が購入された品目について、お客様の

クレジットカードに請求します。クレジットカードで注文した品物が

お客様の請求先住所とは異なる場所に配送される場合、追加の検証が

必要となることもあります。当サイトで発生する全ての金銭的取引は

米ドルで行われるものとします。 



 

 

お客様は、再販目的ではなく個人的な使用目的でのみ、当サイトで製

品やサービスを購入することができます。当社は、注文を受けた製品

やサービスが再販されると確信した場合、当社の裁量により当該注文

を拒否および／またはキャンセルすることができます。当社は、当サ

イトに掲載されている製品やサービスが、米国以外の場所において適

切または利用可能であるかについて一切約束しません。当サイトのコ

ンテンツが違法となる領域から当サイトにアクセスすることは禁じら

れています。お客様は、当サイトで注文する製品やサービスの購入、

保有、使用に関する全ての適用法規を確認し、遵守する責任を負いま

す。 

当社は、その単独の裁量により、いずれかの取引の処理や完了を拒否

する権利およびキャンセルする権利を留保します。 

当サイトは現在、第三者を支払処理に採用しています。当社の第三者

支払処理業者は、Visa、MasterCard、American Express、Discover など

の様々なクレジットカードを介した支払を受け付けています。これに

関しては、該当の支払画面で詳述しています。 

受注および注文処理を電子メールで確認する場合がありますが、当該

確認は受注要件を構成するものではありません。注文品の発送時点で、

お客様の注文確認書に記載された全品目に在庫があることを保証する

ものではありません。当社は、発送前のいずれの時点においても、注

文の全部または一部を拒否またはキャンセルする権利を保有します。

その場合には、注文に関連して提供された連絡先情報を使用して、お

客様に連絡を試みます。お客様は、規定数量制限の超過（特に記載が

ある場合を除く）、特定のオファーまたはプロモーション条件への違

反、またはサイトを通じた発注の禁止が通知された場合のサイトを通

じた発注については、全てこれらを行わないことに同意するものとし

ます。 

製品取扱説明書 



 

 

当社は、当サイトで製品を説明する際に、できる限り正確に記述する

よう努めています。しかしながら、当社は、製品の説明や当サイトの

その他のコンテンツが正確かつ完全で信用でき、最新でエラーの無い

ものであると保証することはしません。当サイトに掲載または記述さ

れている製品およびサービスの全ての機能、内容、仕様、サイズ、モ

デル、および価格は在庫次第であり、当サイトから製品を削除するか、

更新した製品説明を掲載することにより、いつでも変更される可能性

があります。製品説明の中には重量やサイズなど概算によるものがあ

り、便宜上の目的でのみ提供している場合があります。梱包は表示さ

れているものと異なる場合があります。全ての製品およびサービスは、

当サイトに掲載されている製品別の条件の対象となります。これには、

製品保証、条件、制限など、当該製品の画面で掲載されている条件が

含まれます。 

配送方針 

お客様が当サイトで品物を注文される場合、精算プロセス中に「送り

先住所」としてお客様が指定した住所に配送されます。当社はお客様

が注文された品物をできる限り素早く発送するように努めています。

しかしながら、当社の配送予定は、製品が特定の日に発送されること、

あるいはお客様が特定の期間内に受け取ることを保証するものではな

く、約束するものでもありません。お客様が製品を受け取るまでにか

かる時間は、当社がお客様の注文を処理するのに要する時間や、発送

後に運送会社がお客様の所までお届けするのに要する時間によって異

なります。お客様の注文に送料がかかる場合、精算プロセス中に提示

されます。急ぎの配送を追加料金で選択することもでき、購入時にお

客様に提示されます。 

米国郵政公社の私書箱宛て配送を使用した場合、注文が遅延する場合

があります。翌営業日および翌々営業日の発送オプションは、私書箱

には配送できませんのでご注意ください。当社では準備が整い次第、

電子メールでご注文処理状況に関する最新情報を送信します。アラス

カおよびハワイ向けの配送には追加料金が適用される場合があります。 



 

 

米国外の住所への配送は限定的となります。この場合、条件、手数料

および制限が追加される場合があります。当該情報は支払処理中にお

客様に提供されます。ご不明な点のある方または米国外への配送に関

する追加情報が必要な方は、以下の「お問い合わせ方法」にある情報

を使用してお問い合わせください。 

発注から注文処理までの間に製品が使用できなくなった場合、当社は

発注を取り消し、発注に関連して提供された連絡先情報を使用しお客

様に連絡を試みます。製品の法的権利および製品の紛失または損傷の

リスクは、製品が配送業者に提供された時点でお客様に移管されます。

配送業者に対して荷物の破損および／または紛失の申立を行う責任は

お客様にあります。 

割引コード、プロモーション、懸賞、コンテスト 

当社は、その単独の裁量により、様々なプロモーション活動やコミュ

ニケーションを介し、当サイトの購入で利用できる「割引コード」、

「 プ ロモーシ ョンコード 」 、 「 プロモコード 」 、 「 オ フ ァーコード 」

（以下、総称して「オファーコード」 ）を随時提供しています。こう

したオファーコードは、当社が決定し、お知らせする特定の例外や制

限の対象となる場合があります。Brunswick が提供するかプロモーシ

ョンに使用する有効なオファーコードのみが精算時に受け付けられま

す。各オファーコードは譲渡不可であり、当社が定める品目 1 つ（ま

たは複数）につき 1 回限り有効となります。オファーコードは組み合

わせて使用することはできず、1 回の注文につき 1 つのオファーコー

ドのみを使用することができます。オンラインで購入する場合、精算

する前に「割引を適用」フィールドまたはクーポンフィールドにオフ

ァーコードを入力する必要があります。当社は、コードの紛失、盗難、

破損、または不正使用について責任を負いません。オファーコードを

現金または現金等価物と交換することはできません。代用品やクレジ

ットを代わりに受け取ることもできません。商品の一部または全ての

返金が行われた場合、オファーコードのドル価値を返金やクレジット

として受け取ることはできません。各オファーコードには使用期限が



 

 

適用される場合があります。オファーコードがコピー、譲渡、売却、

交換されたか期限切れとなった場合、あるいはその使用が禁止されて

いる場合には、無効とみなされます。オファーコードの全要件を遵守

していないリクエストは受け付けられません。プロモーションは、特

に明記しない限り組み合わせることはできません。 

オファーコードに加え、Brunswick は懸賞、コンテスト、およびプロ

モーション（以下、「懸賞」 ）を随時行う場合があります。こうした

懸賞に応募されるお客様の資格および応募内容は特定条件（以下、

「懸賞ルール」）の対象となります。このルールは懸賞に応募する時

点で閲覧することができます。お客様は、懸賞に応募することで、懸

賞ルールに同意したものとみなされます。Brunswick はさらに、第三

者が開催する懸賞または第三者と提携して開催する懸賞を提供する場

合があります。その場合、第三者が当社とは異なる懸賞ルールまたは

追加のルールを課すこともあります。こうした条件は、懸賞に応募す

るための情報を収集する時点で提示されます。他の条件が本規約と矛

盾する場合、当該コンテストまたは懸賞に関する他の条件が適用され

ます。 

返品。返品方針は当サイトに掲載されます。当社は以下の場合、返品

または送金を拒否する権利および返品費用を回収する権利を保有しま

す。お客様の返品される製品が（1）該当する返品方針または特定の

オファー若しくはプロモーションの条件に照らして返品の対象外であ

る場合、（2）誤った使用による結果を含めお客様への配送後に損害

を受けたことが判明した場合。当社は、返品対象製品が到着し指定の

返品場所で処理された後に法的権利を取得します。 

返品条件および方針は変更される場合があります。詳しい内容につい

ては、当サイトに掲載されている返品方針をご確認ください。当サイ

トに掲載されている返品条件および方針が本規約にある上記内容と異

なる場合は、当該返品条件および方針が優先されます。 

当社の小売客への発送。発送オプションおよび適用される料金は注文

処理中に明記されます。 



 

 

9. 知的財産 

テキスト、デザイン、グラフィック、商標、サービスマーク、ロゴ、

アイコン、画像、オーディオクリップ、ダウンロードファイル、イン

ターフェイス、ソフトウェア、Brunswick が所有する知的財産および

上記のいずれかを選択並びにアレンジしたコンテンツなど、当サイト

に含まれる全てのコンテンツは、Brunswick、コンテンツプロバイダ

ーおよび適用される商標権所有者の独占的な財産であり、著作権、商

標権その他の適用法によって保護されています。当サイトに含まれる

コンテンツをコピー、ダウンロードしたものおよび／またはその印刷

物の使用は、お客様の個人的および非営利目的に限られ、当該使用に

当たっては、コンテンツに表示された著作権、商標その他の所有権に

関する通知を変更または削除しないことを条件とします。当サイトに

含まれる、または当サイトから取得したコンテンツのその他の使用は、

明示的に禁止されています。使用には修正、頒布、送信、実演、放送、

出版、ライセンス供与、リバースエンジニアリング、移転または販売、

二次的著作物の作成などが含まれますが、これらに限定されません。

Brunswick、コンテンツプロバイダーおよび該当する商標権者は、関

連する全ての知的財産権を含め、当サイト上で提供されるコンテンツ

の全面的かつ完全な権利を保有します。本規約に記載されている場合

を除き、当サイトのいかなる内容も、所有者の書面による事前の許可

なしに、含意、禁反言その他の方法で、当サイトに表示されている商

標、ロゴ、サービスマークなどのコンテンツの使用許諾または使用権

を付与する旨解釈することはできません。Brunswick は、当サイトお

よびそのコンテンツ内において、並びにそれらに対して明示的に付与

されていない全ての権利を保有します。 

当社は、当サイトを通じてディーラーおよび所定の追加契約を結んで

いるその他の第三者に知的財産を利用させる場合があります。場合に

よって、それらのマテリアルは別個の契約または条件の対象となり、

関連するサイトに掲載される場合や別個の認証情報を求められる場合

があります。 



 

 

お客様は、（ i ）当サイトのマテリアルのコピーを修正しないこと、

（ ii ）テキストから図、写真、動画、音声、または画像を抽出して使

用しないこと、（ iii ）当サイトのマテリアルのコピーにある著作権、

商標、その他の所有権通知を削除または改ざんしないこと、（ iv）当

サイトのいずれかの部分または当サイトを介して提供されているサー

ビスやマテリアルを商業目的でアクセスまたは使用しないことについ

て了解し、同意するものとします。お客様は、本規約に違反して当サ

イトのいずれかの部分を印刷、複写、修正、ダウンロード、または使

用するか、他人に当サイトへのアクセス権を提供した場合、お客様が

当サイトを使用する権利は直ちに打ち切られるものとします。また、

お客様は当社の判断によりお客様が作成したマテリアルのコピーを返

却または廃棄するものとします。当サイトまたは当サイト上のコンテ

ンツに対するいかなる権利、権原、権益もお客様に移転することはあ

りません。全ての権利は明示的に付与されているものを別として

Brunswick に帰属します。本規約で明示的に許可されていない当サイ

トの使用は本規約の違反となるほか、著作権法、商標法、その他の法

律にも違反している可能性があります。 

Brunswick の名前、ロゴ、並びに全ての関連する名前、ロゴ、製品名、

サービス名、デザイン、およびスローガンは、Brunswick またはその

関連会社やライセンサーの商標です。お客様は、Brunswick の書面に

よる事前承認を得ることなく、かかる商標を使用してはなりません。

当サイトにあるその他の全ての名前、ロゴ、製品名、サービス名、デ

ザイン、およびスローガンは、それぞれの所有者の商標です。 

10. デジタルミレニアム著作権法 

Brunswick は他人が所有する知的財産権を尊重し、お客様に対しても

同様の行為をなすことを要請します。当サイトに表示されているコン

テンツが米国法に基づく著作権侵害を当たる方法で複写されていると

思われる場合は、下記デジタルミレニアム著作権法の代理人に次の情

報を転送してください。 

Brunswick Corporation 



 

 

Brunswick Privacy Office 

宛先：Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

通知を有効にするには、次の全ての内容を盛り込まなければなりませ

ん。 

1. 著作権所有者または当該所有者に代わって行動することが許可

された人物の筆記によるまたは電子的な署名 

2. 著作権侵害の申立の対象となった著作物が同じものであること

の確認 

3. 侵害申立のあったマテリアルが当サイト上にあることを示す十

分な情報 

4. Brunswick から通知差出人に連絡を取るために必要となる氏名、

住所、電話番号、電子メールアドレスその他の情報 

5. 著作権者、その代理人または法律が侵害申立のあった使用を許

可していないとする内容について、通知差出人が善意に基づき

それを信じていることを示す声明 

6. 偽証罪によって罰せられるという条件の下で、通知にある情報

は正確であること、さらに通知差出人自身が著作権者であるか、

または著作権者の代理人として行動権限があることを示す声明 

Brunswick は、侵害申立通知に基づいて何らかの措置を講じる義務を

負いません。また、当サイトから情報および／またはマテリアルを削

除する絶対的な権利および裁量は、Brunswickに留まります。 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

11. 紛争解決 

当サイトに起因した、または当サイト、本規約、当サイトを通じて取

得した製品、当サイトに関するお客様と当社間の通信に関連した

Brunswick に対する紛争または申立（以下、「クレーム」）が生じた

場合、当該クレームが本規約の「お問い合わせ方法」に記載された連

絡先情報を使用し当社に連絡してもなお解決に至らない場合は、お客

様および当社はそれぞれ、少額裁判所における拘束力のある個別仲裁

または個別法的措置を通じてかかる紛争を解決することに同意します。

集団仲裁および集団訴訟は認められません。お客様のクレームは他人

のクレームと統合できません。第 12 条は、お客様の当サイトの使用

またはユーザーアカウントの使用終了後も存続します。 

第 12 条により、お客様および Brunswick はそれぞれ、少額裁判所以

外の裁判所に赴き、裁判官または陪審員によるクレームの聴取を受け

る権利を放棄することになります。第 12 条により、お客様および

Brunswick は書面による合意を取り付け、連邦仲裁法に基づくクレー

ムの仲裁、または少額裁判所におけるクレームの解決を図ることとし

ます。当該契約の変更は、書面によって行うものとし、お客様および

Brunswickが署名することとします。 

クレームに関する仲裁の開始または少額訴訟提起に先立って、最初に

書面による申立通知（以下、「通知」）をお客様から当社宛てに送付

していただく必要があります。通知は（1）配達証明付き郵便で、（2）
Brunswick Corporation, Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, 

IL 60045 宛てに送付し、（3）クレームの内容を記述し、（ 4）お客様

が求める損害賠償またはその他の救済を明記する必要があります。通

知は当該クレーム発生後 1 年以内になされなければなりません。そう

でない場合、当該クレームの権利は放棄されます。当社が通知を受理

してから 30 日以内に、お客様との間で当該クレームが解決しない場

合、その解決に向け、お客様または当社は、仲裁を開始若しくは少額

訴訟を提起することができます。 



 

 

当該仲裁は全て米国仲裁協会（以下「AAA」）が管理し、その規則

（AAA 消費者仲裁規則などが含まれますが、これに限定されません）

に従って 1 名の仲裁人の面前で実施されます。当該規則の入手につい

ては、https://www.adr.org または電話番号：800-778-7879 にお問い合わ

せください。仲裁人は本規約を適用しかつ本規約に拘束され、適用さ

れる法律および事実に照らして妥当な裁定を行います。適用される規

則に従い面談による聴聞が必要な場合は、当該聴聞はお客様の要求に

応じて、お客様がお住いの米国カウンティ（またはペリッシュ）若し

くはイリノイ州シカゴで実施されます。 

当該仲裁に根拠がなく、またはその目的が不適切だと仲裁人が認定し

た場合を除き、50,000 ドル以下のクレームについては、当社が全ての

出願費用および仲裁人手数料を支払います。仲裁開始前に当社が伝達

した最終書面和解案よりも大きな損害賠償額を仲裁人が裁定した場合

は、当社は 1,000ドルまたは裁定額のいずれか大きい額を支払います。 

12. 免責条項 

被免責当事者の定義：「被免責当事者」とは、Brunswick およびその

関連会社、子会社、役員、従業員、代理人、パートナー、およびライ

センサーを意味します。 

お客様は次の事項について明示的に理解し、同意するものとします。

（ a ）お客様は自己責任により当サイトを使用すること、当サイトお

よび製品は「現状有姿」かつ「利用可能な限度内」で提供されること、

被免責当事者は、明示または黙示を問わず、あらゆる保証を明示的に

否定すること（かかる保証には、当サイトに掲載されている製品／サ

ービスの保証や、商品性、特定目的への適合性、非侵害に関する黙示

の保証が含まれますが、これらに限定されません）、（ b）被免責当

事者は（ i ）当サイトがお客様の要件を満たすこと、（ ii ）当サイトが

中断なく適時かつ安全に、エラーフリーで運用されること、（ iii）当

サイトの使用によって得られる結果が正確または信頼のおけるもので

あること、（ iv）当サイトで提供されている製品／サービスの品質が

お客様の期待に沿うものであること、（ v ）当サイトに何らかのエラ

https://www.adr.org/


 

 

ーがあっても是正されることについて、一切保証しないこと、（ c ）

お客様は自己責任および判断により当サイトを介してマテリアルをダ

ウンロードまたは取得すること、かかるマテリアルを使用してお客様

のコンピューターシステムやモバイルデバイスが損傷してもお客様が

全責任を負うこと。 

13. 責任の制限 

お客様は、被免責当事者が、（ i）当サイトの使用または使用不可能、

（ ii ）当サイトを介してまたは当サイトを利用した結果として取得し

た品物、データ、情報、サービス、受け取ったメッセージ、または締

結した取引に起因して、代替の品物およびサービスを調達する費用、

（ iii）お客様のユーザーコンテンツへの不正なアクセスまたは改ざん、

（ iv）当サイトにおけるユーザーまたは第三者の表明または行為、

（v）当サイトで当社が提供しているコンテンツにお客様が依拠して

いること、あるいは、（ vi）当サイトに関するその他の事由に起因し

て生じるいかなる直接的、間接的、付随的、特別的、結果的、または

懲罰的損害についても（たとえ Brunswick がかかる損害の可能性につ

いて知らされていたとしても）お客様に対して一切責任を負わないこ

とを明示的に理解し、同意するものとします。かかる損害には、逸失

利益、営業権、使用、データ、その他の無形損失が含まれますが、こ

れらに限定されません。一部の法域では、特定の保証や制限の除外、

または付随的／結果的損害に対する賠償責任の除外が認められていま

せん。従って、上記の制限のいずれかがお客様に適用されない場合も

あります。法律で許容される最大限の範囲内で、当サイトまたはお客

様のコンテンツの使用に起因または関連して生じる被免責当事者の賠

償責任は、訴因（契約、不法行為、保証違反など）にかかわらず、10

ドルを上限とします。製品関連のクレームに対する被免責当事者の賠

償責任は、購入時に当サイト上で掲載されている製品保証の額を上限

とします。 

14. 補償 



 

 

お客様は、本規約に違反するお客様のユーザーコンテンツまたはお客

様による当サイトの使用に起因して生じるあらゆる損失、負債、費用、

損害および経費（妥当な弁護士費用および裁判費用を含む）について、

Brunswick およびその関連会社、並びにその各々の取締役、幹部社員、

従業員、請負業者、代理店、ライセンサー、サービスプロバイダー、

下請業者、およびサプライヤーを補償し、防御し、無傷に保つことに

同意するものとします。さらにお客様は、お客様が当サイトまたは当

サイトを送信するシステムで技術的な混乱を引き起こした場合、ある

いは当サイトにウィルスや有害なコードを送信した場合、かかる行為

に関連して Brunswick が被るあらゆる損失、負債、費用、損害、およ

び経費（妥当な弁護士費用および裁判費用を含む）について責任を負

うことに同意するものとします。Brunswick は、自己の費用で、免責

対象となるいかなる事項についても独占的な防衛および管理を引き受

ける権利を保有します。そのような場合、お客様は当該事項の防衛に

ついて Brunswickに協力することに同意するものとします。 

16. 裁判管轄権、英語 

当サイトは、米国内にある Brunswick の事務所から同社によって管理

されています。イリノイ州の法律が、本規約および当サイトの使用に

適用されます。米国外から当サイトにアクセスがあった場合、外国で

適用される法律が当サイトに適用されない可能性があることを了解し

た上で、当サイトへのアクセスはお客様のリスクおよび裁量によって

行われます。本規約のオリジナルかつ拘束力を持つバージョンは、英

語を使用したバージョンとします。その他の言語による本規約の翻訳

版は便宜上の目的でのみ提供されるものであり、本規約の解釈や適用

を規制するものではありません。本規約で義務付けられるか許可され

ている全ての通知およびその他の伝達は英語で行われるものとし、か

かる通知およびその他の伝達の解釈と適用は本規約の英語バージョン

のみに準拠するものとします。 

17. 完全合意 



 

 

本規約は、掲載されたポリシーまたは運用規則とともに、Brunswick

およびユーザーによる全面的理解を構成し、口頭または書面を問わず、

当サイトに関して当事者間で以前または現時点でなされた通信および

提案に優先して取り扱われます。 

18. 可分性 

本規約のいずれかの条項が違法、無効、または執行不能となった場合

でも、残りの条項は引き続き効力を有するものとします。 

19. お問い合わせ方法 

本規約または当サイトに関するご質問やご意見は下記宛にご連絡くだ

さい。お客様またはお客様の従業員や代理人が Brunswick に電話をか

ける場合、お客様は、電話で話される内容がサービスの質を確保する

ために監視され、記録され、第三者に開示される可能性があること、

秘密情報とはみなされないことを了解し、同意するものとします。 

• 電子メール：privacy@brunswick.com 

• 電話：(847) 735-4002または 855-283-1103 

• 郵送先：Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

当サイトにアクセスしていただき、ありがとうございます。 
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