
 

FRHI ホテル & リゾート フェーマス エージェント プログラム 

利用規約 
 

FRHI ホテル & リゾート フェーマス エージェント プログラム（以下「プログラム」といいま 
す）にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本利用規約（以下「規約」といい 
ます）は、FRHI ホテル & リゾート（カナダ）、Inc.（以下「FRHI」または「弊社」といいま 
す）によって管理されるプログラムへのアクセスおよび参加に適用されます。弊社は、旅行業 
従事者の、および旅行業従事者のための利益および特権を提供・保護することをお約束してお 

ります。 
 

プログラムに参加される前に、本規約を注意深くお読みください。本規約は、お客様と FRHI 

 の間の拘束力のある法的な合意となります。プログラムに登録、加入および参加されることに 

より、お客様が（a）プログラムに加入・参加する資格をお持ちであることを提示・保証し、 
（b）無制限に本規約に合意・受諾することを示すものとなります。 

 

弊社は、前もってお客様に通知することなく、独自の判断で本規約を変更することがあります 

ので、規約は定期的にご確認ください。それら変更の掲示、または他の配信や通知の後にもお 

客様がプログラムへのメンバーシップを続行される場合、お客様がそれらの変更を受諾された 

ことを意味するものとなります。 
 

本規約に合意できない、または受諾できない場合、またはプログラムへの参加資格をお持ちで 

ない場合、プログラムに登録したり加入したりされないでください。 
 

1.   プログラムへの参加資格： 
 

本プログラムは、（A）一般の人々への旅行のプロモーションおよび販売（認定旅行供給業者 

との継続する業務関係によるものを含む）に携わる常勤の旅行案内業者、および（B）プログ 

ラム マネージャーから前もって承認を得ている旅行代理店所有者、または管理者のみを対象と 

しています。前述の定義によりお客様の業務の性質を説明することができない場合、お客様は 
プログラムのメンバーシップに参加する資格はお持ちではありません。例えば、旅行案内業者 

の資格は持っていても、常勤の旅行案内業者として雇用されているわけではない場合、または 

旅行代理店を所有・管理していない場合、メンバーシップの参加資格はありません。 
 

2.   プログラムへの登録： 

 
(A) 参加資格要件を満たしている場合、 famousagents.frhi.com（以下「プログラムのサイ 

ト」といいます）にアクセスしてプログラムへの登録を行います。画面に表示される指 

示に従って必要な情報を入力し、プログラム アカウント（以下「アカウント」といい 

ます）を作成してください。弊社は、登録いただいた後、プログラム メンバーシップ 

キットを発行する前に、お客様の参加資格を確認するために追加の情報を提出していた 

だくよう要請する権利を有しています。参加資格を確認するのに十分な情報を提出いた 

だけない場合、アカウントは即座に無効になり、プログラム メンバーシップ キットは 

発行されません。 

http://www.frhi.com/famousagents


(B) プログラムへの参加資格をお持ちの場合、登録いただいた後、プログラム メンバーシッ 

プ キットを発行させていただきます。これをもってお客様はプログラムの会員（以下 
「会員」といいます）となられます。ご参加いただきありがとうございます！ 

 

(C) 作成できるアカウントは、会員 1 名につき 1 つのみです。 
 

(D) アカウントを譲渡することはできません。 
 

3.   情報プライバシーおよび FRHI へのライセンス： 
 

(A) ポリシー。 FRHI では、お客様のプライバシーを非常に重要なものとみなしております。 

弊社の目標は、お客様に提出いただいた個人情報およびお客様のアカウント情報を細心 

の注意を払って扱うことです。お客様に提出いただいた個人情報の弊社の取扱方法に関 

しては、FRHI プライバシー ポリシーFRHI Privacy Policy をご覧ください。 
 

(B) 雇用者への共有。お  客様のプライバシー保護に関する努力の一環として、弊社は個々の 

メンバーシップ情報およびアカウント情報を会員の雇用者に開示することはしません 
（会員により明示的許可を得ている場合を除く）。しかし、プログラム管理ヘルプ デス 

ク（以下「プログラム ヘルプデスク」といいます）が会員の雇用主に連絡して雇用の 

確認、予約業務の信頼性の確認、およびポイント アワードに関連した活動の確認などを 

行う場合があります。プログラムへの参加により、雇用者にこれらの情報を共有するこ 

とに同意いただいたことになります。 
 

(C) 会員コンテンツ保証    。プログラムおよびプログラムの様々なコンポーネント（以下「会 

員コンテンツ」といいます）に参加していただけるようにするため、お客様のアカウン 
トを介し、特定の情報や他のコンテンツを提供いただくよう要請する場合があることを 

認識し、合意いただくものとします。（i）お客様がそれら会員コンテンツすべて（個 

人情報を含む）を提供する権利を持っていること、および（ii）それら会員コンテンツ 

が中傷的、侮辱的、違法、好ましくないもの、プライバシーやパブリシティー権を侵害 

するものでなく、犯罪行為、およびそれら行為の助長、権利の侵害、法的責任の発生、 

または制定法、法律、規則、条例、判決または他の行政機関の決定、政府当局によるそ 
れに相当する行為（以下「法律」といいます）への違反とならないことを、弊社に提示、 

保証いただくものとします。 
 

(D) FRHI へのライセンス。お客様は FRHI に対し、プログラムの管理、提供、維持、または 
他の FRHI 業務目的に必要となる場合、付加的な同意を得たり、会員コンテンツの使用、 

または会員コンテンツ含む資料をレビューする権利を行使いただいたりすることなく、 
会員コンテンツを使用する無制限、無期限、ロイヤルティフリーの国際的権利およびラ 
イセンスを付与するものとします。これには、会員コンテンツの複製、変更、改作、翻 
訳、派生著作物の作成、共有、公開、および配信を行う権利が含まれます。本ライセン 

 スにより、上記のポリシーに従って個人情報の機密性を保つ弊社の義務が制限されたり  

 無効になったりすることはありません。プログラムへ加入し、会員コンテンツのそれら 

の使用を制限、管理、または編集することはできません。会員コンテンツの許可された 

使用への補償を受ける権利は有されないことも認識し、合意されることになります。 
 

4.   ポイント資格および加算： 

http://www.frhi.com/privacypolicy/


 

(A) 資格。弊社は、フェアモント ホテル & リゾート、ラッフルズ ホテル & リゾート、また 

はスイスホテル ホテル & リゾートのホテルまたはリゾート施設（以下「FRHI ホテル」 

といいます）における予約および宿泊の認定クライアント予約に対し、個々の会員にポ 

イント（以下「ポイント」といいます）を授与します。ポイントは、プログラム サイト 

上に記載されている特定のリワード（以下「リワード」といいます）に交換することが 

できます。現在は、ギフトカードや特定の FRHI ホテルへの宿泊に交換できるクーポン 
（以下「クーポン」といいます）（それぞれ「リワード参加ホテル」および「宿泊クー 

ポン」といいます）、サードパーティの商品やサービスと交換できるクーポンも含まれ 

ています。すべては、以下に記載される利用規約に従うものとします。 
 

(B) 認定クライアント予約。「  認定クライアント予約」とは、会員がクライアント旅行者 
（以下「クライアント」といいます）のために以下の経路を通して行った FRHI ホテル 
の 1 泊以上の宿泊予約を指します： GDS、弊社コールセンター、FRHI ホテル ダイレク 
ト、FRHI ウェブサイト（fairmont.com、raffles.com、swissotel.com）、オンラインの旅行 
案内業者、またはホールセラー（オンラインまたはオフライン）。認定クライアント予 
約には、（i）団体旅行、会議、割引料金（旅行案内業者または他の業界料金）での予 
約、および無料宿泊、専用またはサードパーティのリワード プログラム（例：アメック 
ス、AAA、AARP など）による宿泊、（ii）会員自身のための予約、（ii）（支払った料 
金に関わらず）会員の家族のための予約、（iii）会員が会員になる以前に行った予約、 
または宿泊、および（iv）会員として直接の同僚または同じ団体内の個人の代理で行っ 
た予約は含まれません。 

 

(C) 所有権および開示。  
 

(i) プログラム メンバーシップおよびポイントは会員が所有します。しかし、継続 

してプログラムに参加する資格を保持するためには、会員は自身がプログラムに 

参加しており、FRHI ホテルの認定クライアント予約に対して個人的にポイント 

を受領していることを雇用者およびクライアントに通知する必要があります。 

会員は、プログラムへの参加が雇用者や会社のポリシー、指示、行動規範、およ 

び適用法への違反とならないことを確認する必要もあります。会員は、プログラ 
 ムへの参加が適用法、雇用者のポリシー、規範、倫理、指示に従うものであるこ  

 とを確認する責任があります。 
 

(ii) 雇用者が変わった会員は、プログラムへの参加に関し入社から 30 日以内に新し 
い雇用者に通知する責任があります。会員は、以前の雇用者の下で獲得したポイ 
ントを保持することができます。 

 

(iii) 会員のこれら規約への準拠または違反（クライアントまたは雇用者への該当する 
情報開示不履行を含む）に関し、弊社はいかなる責任も負わないものとし、いか 
なる責任も明示的に放棄します。 

 

(D) 加算。 



(i) 会員は、自身のプログラム番号を入力し、本セクションの記載に従い予約に関す 

る詳細を提供する責任があります。特定の認定クライアント予約に対するポイン 

トを加算するには、会員は： 
 

 GDS から予約する場合は、Special Instructions（特別な指示：SI）フィールド 

に FA および自分のプログラム番号を入力する必要があります。例： /SI- 

FA123456 
 

 弊社コールセンター、または FRHI ホテルダイレクトから予約する場合は、 

予約担当者にプログラム番号を伝える必要があります。 
 

 FRHI ウェブサイトから予約する場合は、Famous Agents（フェーマス エージ 
ェント）フィールドに FA および自分のプログラム番号を入力する必要があ 
ります。 

 

 ホールセラー（オンラインまたはオフライン）から予約する場合、プログラ 
ム サイト上で会員が利用できる Wholesale Reservation Submission Form（ホー 
ルセール予約送信フォーム）に予約の詳細を入力する必要があります。注 
記：入力できるのは、会員のプログラム入会日の最長 30 日前に実現された 

認定クライアント予約に関してのみです。入会日の 30 日前より前に実現さ 

れた予約はポイント付与の対象外となります。 
 

(ii) 会員が本セクションの要件を満たしている場合、クライアントのチェックアウト 

日から 10～14 営業日以内にポイントが付与され、プログラム サイト上の会員ア 
 カウントに表示されます。 

 

(E) 制限および付加的な規約  
 

(i) 特定の認定クライアント予約に対するポイントを請求できるのは、1 名の会員の 
みです。予約プロセスに 2 名の会員が関与している場合（例： ホールセールの 

エージェントを通して旅行案内業者が行った予約）、ポイントの所在を明確にす 
るため、予約はクライアントに主に接触した会員に属するものとします。同じ予 

約に対するポイントを 2 名の会員が請求する場合、フェーマス エージェント ヘ 
ルプデスクが付加的な情報の提出を両名に請求し、ポイントの所有権を決定しま 
す。誤ってポイントがある会員に付与されたことが判明した場合、そのアカウン 
トからポイントが削除され、真の所有者のアカウントに付与されます。 

 

(ii) ポイントは個々の会員にのみ付与され、いかなる理由であれ他の会員のために保 
留されることはありません。会員がポイントを保留していることが判明した場合、 
弊社は以下のいずれか、またはすべてを実施します。（i）該当する会員アカウ 
ントからのポイントの削除、（ii）それらポイントで取得したリワードの無効化、 
または（iii）会員のプログラムへの参加資格はく奪。 

 

(iii) 会員間であれ、会員からサードパーティ（自身の雇用者を含む）に対してであれ、 

ポイントは譲渡することはできません。加えて、ポイントを購入することはでき 

ません。 



 

(iv) 会員になる前に行った予約、または宿泊は、認定クライアント予約とはならず、 

ポイントの対象とはなりません。 
 

(v) 弊社は、上記の資格基準を変更し、各会員に対するポイント資格を判断する権利 
を有しています。これらの件に関する弊社の決定すべてが最終的なものとなるこ 
とを認識、合意いただくものとします。 

(vi)    Famous Agents ボーナスポイントを獲得するため、会員様は過去18ヶ月以内に少 

なくとも1件のご宿泊を消化（実際にお客様が宿泊）している必要があります。 

 

5.   未加算ポイント： 
 

(A) 会員は自分のポイント残高の管理に責任があります。残高管理は、プログラム サイトに 
ログインし、関連するアカウントを表示して実行できます。会員アカウントに表示され 

ない認定クライアント予約のポイント（以下「未加算の宿泊」といいます）は、プログ 
ラム サイトで利用できるオンラインの Missing Stay Form（未加算宿泊）フォームに入力 

して請求することができます。請求の受領後、入力いただいた情報が検討され、ポイン 
トを付与するかどうかが判断されます。 

 

(B) 未加算の宿泊に対するポイントを受け取るには、予約時に会員の IATA 番号を通知して 
ある必要があります。また、ポイントは、同じ認定クライアント予約に対して別の会員 
に付与されていない状態である必要があります。未加算の宿泊に対するポイントの請求 

 は、該当するクライアントのチェックアウト日付から 6 ヶ月以内に行う必要があります。  

 それ以降の請求は受理されません。  
 

(C) 未加算の宿泊に対する請求の処理、およびポイントの付与（該当する場合）には、28～ 

42 日お待ちいただきます。 

 

(D) 上記の説明通り、会員はプログラムへの登録前に行った認定クライアント予約に対する 

ポイントを受け取ることはできません。 
 

6.  アカウントのアクティビティおよびメンテナンス： 
 

(A) 一般。ポイントに関連する予約情報を正確なものとすることに加え、会員は会員コンテ 

ンツ（氏名、住所、電話番号、E メールアドレスを含む）すべてを正確なものとする責 
任があります。メンバーシップの有効期限を含め、会員コンテンツに対する変更すべて 
は、プログラム サイト上で、フェーマス エージェント会員サービス 
（famousagents@accor.com）への連絡で、電話（866-326-6875（フリーダイヤル、北 
米）または 506-870-6750（北米以外））で、または本規約の最後に記載されている住 
所への郵送によって、会員が行う必要があります。 

 

(B) 自動アカウント無効化；ポイント無効化。認定クライアント予約が 6 ヶ月行われていな 

いアカウントは、通知なく無効になります。会員は、以下の説明に従って再び有効化さ 

れるのでない限り、無効化されたアカウントで予約を行うことはできません。会員は、 

アカウント無効化の最大 12 ヶ月後まで、無効化されたアカウントに関連したポイント 

を受け取ることができます。それまでに請求されないポイントは無効になります。 

mailto:famousagents@frhi.com


(C) アカウントの再有効化。会員は、アカウントの再有効化を請求することができます。弊 
社では、それぞれの請求をケースバイケースで検討します。アカウントを再有効化する 
際、会員は、アカウントの無効化に先立つ 6 ヶ月間に実現しており IATA またはプログ 
ラム番号を含めた認定クライアント予約に関する証拠を提出するよう求められます。プ 
ログラムへの参加継続資格を含め、アカウントの再有効化の資格をさらに査定するため 

に、さらに付加的な情報が要求される場合もあります。アカウントが再有効化されると、 
会員の有効期間はさらに 6 ヶ月延長されます。この期間、アカウントの有効性を維持し 
て既存のポイントを請求するのに必要なアクティビティを再開することができます。6 

ヶ月後、認定クライアント予約の実現がない場合、またはポイントが獲得されない場合、 
メンバーシップはキャンセルされます。 

 

(D) 複数のアカウント。上記の説明通り、会員が持てるアカウントは 1 つのみです。いかな 
る理由であれアカウントが無効化され、元のアカウントの再有効化を請求する代わりに 
プログラムに再登録した場合、2 番目に作成したアカウント（およびその後のアカウン 
トすべて）は通知されることなく即座に無効化されます。 

 

(E)  会員ステートメント： 加算ポイント合計を要約したステートメントをオンラインで利 

用することができます。プログラム サイトでアカウントにログインしてください。獲 

得したポイントに関して質問がおありの場合、E メール（famousagents@accor.com）か 

電話（1-866-326-6875（フリーダイヤル、北米）/506-870-6750（インターナショナ 

ルご）連）絡でください。 
 

7.  ボーナス ポイント、賞品および他の機会： 
 

弊社は、独自の判断で会員にボーナス ポイントや賞品を獲得する機会を提供することがありま 

す。それらの機会には、特定のパフォーマンス利点の取得、特定の活動（くじやコンテストな 

ど）への参加、事前定義された特定の収入しきい値の取得などが含まれます。それらの活動、 

およびボーナス ポイントや賞品の獲得に関する利用規約は、プログラム サイトでご覧いただけ 

ます。それらの利用規約すべては、参照資料として本規約に組み込まれ、お客様と FRHI の間 

 の契約の一部となります。さらに、それら活動へのお客様の参加は、それら利用規約にお客様  

 が合意されたことを示すものとなります。該  当する利用規約に記載されていない限り、事前定 

義された収入しきい値の取得のためのボーナス ポイントは、個々の予約に対する客室収入（税、 

リゾート料金、他の付随的費用を差し引いた料金）の合計金額（US ドル）に基づいて付与され 

ます。 
 

8.   リワードの獲得： 
 

(A) 一 般規約 。十分なポイントを獲得した後、受け取るリワードを選択することができます。 
以下に記載される特定のリワード カテゴリに適用される特定の規約、およびすべてのリ 
ワードに適用される一般規約を確認してください。 

フェーマス エージェント オンライン ショッピングモール  
 

(i) 小さいポイントで獲得できるリワードです。オンライン ショッピングモールに 
記載されるポイント数には、税、および標準送料が含まれます。速達サービスは 
ご利用いただけません。 

mailto:famousagents@accor.com


(ii) リワードの請求すべてには、8～12 営業日の処理期間（発送を含まない）をいた 

だいています。会員は、注文する際にこれらの時間を考慮に入れる責任がありま 

す。 
 

(iii) 弊社は、特定のリワードがいつでも利用できることを保証しません。また、独自 

の判断で通知することなく特定のリワードの取り下げ、キャンセル、変更、また 

は停止を行うことがあります。 
 

(iv) FRHI または FRHI ホテル以外のサードパーティ ベンダーによって提供される商 

品、サービス、施設、または利点を利用するリワードは、その提供者の利用規約、 

およびそれらによって課された制限および除外に従うものとします。購入、体験、 
および小売りギフトカードに関するすべての利用規約は、弊社オンライン ショ 

ッピングモールにアクセスしてご覧ください。 

 

(v) フェーマス エージェント リワードは、紛失、盗難、破壊された場合の補償はあ 

りません。 

 

(vi) 弊社は、特定のリワードがいつでも利用できることを保証しません。また、独自 

の判断で通知することなく特定のリワードの取り下げ、キャンセル、変更、また 

は停止を行うことがあります。 
 

(vii) ポイントまたはリワードは、納税義務に従うものとします。  納税義務（ポイント 

またはリワードの受領または使用に関連した開示が含まれるがこれに限定されな 

い）は、会員単独の責任となります。 
 

(viii) リワードすべては、会員自身が取得または交換する必要があり、他の人または機 

関が行うことはできません。 
 

(ix) フェアモント ホテル & リゾート ギフトカードの利用規約全体をご覧になるには、 

fairmont.com/promotions/giftcardterms/にアクセスしてください。 
 

(x) ラッフルズ ホテル & リゾート ギフトカードの利用規約全体をご覧になるには、 

raffles.com/offers/gift-card/terms-and-conditions/にアクセスしてください。 
 

(xi) スイスホテル ホテル & リゾート ギフトカードの利用規約全体をご覧になるには、 

buyatab.com/custom/swissotel にアクセスしてください。 

 
(xii) 航空会社のマイルに関しては、ご利用のマイレージ プログラムへのポイントの 

加算に 4～6 週間いただいております。マイレージ プログラムへのマイルの加算 
は、個々の航空会社のマイレージ プログラム利用規約に従うものとします。 

 
 

(B) 宿泊クーポンの交換： 
 

(i) 宿泊クーポンの交換を実行する前に、選択したリワード参加ホテルの空室を電話 

（1-866-840-8085（フリーダイヤル、北米）または 506-387-0387（インターナシ 



ョナル））か E メール（famousagentsreservations@accor.com）で確認してくださ 
い。空室が確認できたら、電話で弊社に連絡して予約を確定させてください。その 
際、プログラムで獲得した使用したい宿泊クーポンの予約エージェントをご連 
絡ください。注記：宿泊クーポンを利用した予約は 90 日以上前に行うことはでき 
ません。また、GDS 経由または個々のホテルへの電話で行うことはできません。予 
約は、上記の電話番号またはメールアドレスを使用して弊社に連絡し、会員の名前 
でのみ行うことができます。宿泊クーポンは譲渡できません。 

 

(ii) 予約が確定したら、プログラム サイトの Redemption Center（交換センター）か 
ら宿泊クーポンを請求してください。遅くとも到着日の 1 週間前までには、宿泊 
クーポンがアカウントに記載されている E メールアドレスに送信されます。宿 
泊クーポン要請の処理には、3 営業日いただいております。 

 

(iii) 宿泊クーポンは、リワード参加ホテルで交換される必要があり、個々の予約日は 

該当するリワード参加ホテルの空室状況、季節的な除外日、利用規約やポリシー 

すべてに制約されるものとします。宿泊クーポンは、旅行代理店を通じて交換す 

ることはできません。また、代理店にコミッションが支払われることもありませ 

ん。会員は、クレジットカードで予約を保証する必要があります。印刷した宿泊 

クーポンをチェックイン時に渡す必要があり、要求があれば有効な旅行案内業者 

ID を提示する必要があります。 
 

(iv) 宿泊クーポンは、宿泊クーポンに記載された施設タイプ（シティセンターまたは 

リゾート）の客室カテゴリ（スタンダード ルームまたはジュニア スイート）で 

1 泊のみ有効であり、税、査定額、チップ、リゾート税（該当する場合）は含ま 
れません。一度の滞在につき最大 2 枚の宿泊クーポンを利用することができます。 

超過する滞在は、会員料金（以下で定義）、または最安料金で請求されます。超 

過する滞在は空室状況に制限され、滞在日数制限が適用される場合があります。 
 

(v) 宿泊クーポンは、会員の宿泊にのみ提供されます。該当する FRHI ホテル家族プ 

ランは、会員に同伴する子供に適用されます。宿泊クーポンは、フェアモント 

プレジデント クラブ、ラッフルズ アンバサダー、またはスイスホテル サークル 

の無料アップグレード、および無料宿泊サービスを含む他のリワード、プロモー 

ションや提供などと併用することはできません。 
 

(vi) 宿泊クーポンに記載されている会員は、他の人を同伴するかどうかに関わらず、 

該当するリワード参加ホテルに自分でチェックインする必要があります。会員が 

チェックインしない場合、宿泊料金はリワード参加ホテルで当日に適用される料 

金に変更され、部屋に滞在する人物がすべての料金を支払う責任があります。こ 
れには会員も含まれます（該当する場合）。 

 

(vii) クーポンは、他の製品やサービス、グループ プログラムやケータリング サービ 

スなどと交換することはできません。適用法により要求されるのでない限り、ク 

ーポンには金銭的価値はなく、現金や他の対価で販売された場合には無効となり 

ます。クーポンを譲渡することはできず、紛失、盗難の場合にも補償されません。 
 

(C) サードパーティ クーポンの交換。 
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(i) FRHI または FRHI ホテル以外のサードパーティ ベンダーによって提供される商 

品、サービス、施設、または利点を利用するためのクーポンは、その提供者の利 

用規約、およびそれらによって課された制限および除外に従うものとします。 
 

(ii) リワードとしてサードパーティ クーポンを選択する場合、配達を希望する住所 

を確認するよう求められます。弊社は、独自の判断で、リワードの合計金額に基 

づいて最適な発送方法を決定します。書面による（E メールを含む）同意なしに 

リワードの発送費用、または発送の処理費用が会員に請求されることはありませ 

ん。クーポンは、弊社の判断で保証なしで発送される場合があります。 
 

9.   フェーマス エージェント会員料金： 
 

(A) 資格。 
 

(i) 弊社は、FRHI ホテルすべてにおいて会員に特別料金での滞在を提供しています 
（以下「会員料金」といいます）。会員料金は、会員が会員料金で予約したい 

と思う日付から 6 ヶ月間において、アカウントで認定クライアント予約を行った 

プログラムの会員（以下「アクティブ会員」といいます）に対してのみ提供さ 

れます。その時までにアカウントにおいて認定クライアント予約が 1 件もなかっ 

た場合、アクティブ会員とはならないため、プログラム マネージャーから前も 

って承認を得ない限り、会員料金で宿泊することはできません。自分、または自 

分の家族のために行った予約は認定クライアント予約とはならないことにご注意 

ください。 
 

(ii) 上記に関わらず、アクティブ会員ではない会員である個人、または会員料金を要 
求した時にプログラムへの参加資格がない会員である個人は、会員料金で滞在す 
ることはできません。例えば、IATA 番号はあるもののプログラム参加の資格条 
件を満たしていない個人は、会員料金で滞在することはできません。 

 

(iii) 各 FRHI ホテルは、各個人が会員料金で滞在する資格があるかに関し、ケースバ 

イケースで判断する権利を有しています。会員または個人が会員料金で滞在する 

資格を持っていない場合、対象となる FRHI ホテルの独自の判断で、該当する一 

般料金が適用されます。 
 

(B) 会員料金の保留。弊社は、会員が（a）本規約に違反している場合、（b）会員料金の利 

用または使用を誤用している場合（例：会員が一緒に滞在するわけではないのに他の個 
人のために会員料金で予約を行う）、（c）プログラムへの参加、またはそれら参加に 
よって利用可能となる特権を誤用する場合、（d）適用法に従わない、または適用法に 

反する行動をとる場合、または（e）その行動、または行動の不履行により FRHI が適用 
法に違反する結果を引き起こす可能性がある場合、会員に会員料金で滞在する資格があ 
ったとしても会員料金を利用する能力を保留することがあります。上記のいずれかが生 
じた、または生じているかどうかを弊社が調査している場合、会員へ前もって通知する 
ことなく会員料金を利用する能力を保留する場合もあります。 



(C) 予約要件。特に断りのない限り、会員料金での予約は、プログラム サイトからアカウン 
トにログインし、会員料金予約専用ページへのリンクを開いて行う必要があります。会 
員料金は、GDS、当社メイン コールセンター、または FRHI ホテルダイレクト予約部門 
を通して利用することはできません。予約には会員の IATA およびプログラム番号を含 
める必要があり、この番号は到着に先立って確認されます。上記の番号が確認され、ア 
クティブ会員としてのステータスが確認されると、会員料金が予約に適用されます。 

「宿泊」とは、行われる可能性のあるチェックイン/チェックアウトの回数とは関係な 

く、同一の参加ホテルでの連泊と定義されます。また、最大宿泊日数が適用される場合 

があります。予約確定後の変更やキャンセルは、Fairmont.com、Raffles.com、または 

Swissotel.com 経由で行う必要があります。 
 

(D) その他の規約。チェックイン時には、有効な旅行案内業者 ID を提示する必要がありま 
す。会員料金で行われた予約は、ポイントの対象外であり、会員料金は会員が滞在する 

客室にのみ適用されます。 

 

(E)     FRHI ロイヤルティ プログラム。会員料金で行われた予約は、フェアモント プレジデン 

ト クラブ、ラッフルズ アンバサダー、またはスイスホテル サークル プログラムのいず 

れかにおける次回のメンバーシップ レベル昇格において考慮の対象とはなりません。 
 

10. プログラムの期間およびメンテナンス： 
 

(A) 期間。弊  社は、お客様に前もって通知することなく、プログラムを終了する場合があり 
ます。プログラムを終了する場合、プログラム サイト、E メール、または弊社の選択す 
る他の方法で会員に通知を行います。終了後最大 6 ヶ月間は、ポイントのリワードへの 
交換を行うことができます。会員のリワード クーポン使用による FRHI ホテルでの無料 
宿泊に関する予約すべては、プログラムの終了後 6 ヶ月以内に行う必要があります。他 
のリワードは、その規約に従って交換することができます。 

 

(B) メンテナンス。お客様は、弊社が本プログラムに関係する本規約、他の規則、規約、条 

件、手順、利点、リワード、またはポイント レベルを、お客様に通知することなく独自 

の判断で追加、変更、保留、または削除する場合があることを、明示的に認識し、合意 

していただくことになります。 
 

(C) メ ンバー シップ の取消およ び保留 。弊  社は、会員料金の使用能力を保留する権利に加え、 
会員が（a）本規約に違反している場合、（b）会員料金の利用または使用を誤用してい 

る場合（例：会員が一緒に滞在するわけではないのに他の個人のために会員料金で予約 
を行う）、（c）プログラムへの参加、またはそれら参加によって利用可能となる特権 
を誤用する場合、（d）適用法に従わない、または適用法に反する行動をとる場合、ま 
たは（e）その行動、または行動の不履行により FRHI が適用法に違反する結果を引き起 

こす可能性がある場合、事前に通知することなくプログラムのメンバーシップを停止、 
または保留し、会員の獲得したポイントすべてを無効にすることがあります。上記のい 
ずれかが生じた、または生じているかどうかを弊社が調査している場合（本規約または 

適用法への違反であることが疑われる、または違反が起こり得ると弊社が判断する活動 
を含む）、会員へ前もって通知することなくメンバーシップを保留する場合があります。  

FRHI の本規約の解釈（取消または保留が許可されるかどうかに関する弊社の査定を含  

 む）は、抑制、管理されるものとします。  



 

11. 免責： 
 

お客様は、（A）お客様のプログラムへの参加（リワード、クーポン、ポイントの交換を含 
む）、（B）本規約の順守不履行、（C）適用法、雇用者のポリシー、指示、規範、または同等 
の資料の順守不履行、（D）本規約における保証の違反、および（E）怠慢または意図的な違法 
行為により生じる、またはそれらに関連して 1 名以上の FRHI 当事者が直面する申し立て、訴 
因、訴訟、責任、損害、罰金、刑罰、支出および費用（妥当な弁護士料を含む）（以下「申し 
立て」といいます）から、FRHI、その親会社、子会社、系列会社、従業員、役員、重役、エー 
ジェント、使用人、および担当者（以下「FRHI 当事者」といいます）を補償しかつ無害に保 
つことに同意されるものとします。 

 

12. 保証免責： 
 

(A) 一般。FRHI は、プログラム、プログラム メンバーシップ、プログラム サイト、ポイン 

ト、リワード、クーポン（以下「プログラム資料」といいます）および他の資料、サー 

ビス、製品を「現状」で、適用法が認める最大限の範囲で提供し、明示または黙示を問 

わず、いかなる商品性、特定目的への適合性、設計、精度、性能、充足性、適合性、能 

力、完全性、または可用性（これらが含まれるがこれらに限定されるわけではない）の 

保証をも明示的に否定します。お客様には、プログラム資料または他の資料、製品、お 

よびサービスが中断されず、漏れまたは誤りがないこと、欠陥が修正される、または変 

更が適用されることを FRHI が説明、または保証しないことに合意いただくことになり 

ます。 
 

(B) 情報。上記に限らず、FRHI はプログラムまたは会員コンテンツ（処理、使用、複製、 

変更、適用、翻訳、派生、共有、発行または配信を含む）に関連したいかなる保証も行 

わず、それら保証を明示的に否定します。それらには、その処理、使用、複製、変更、 

適用、翻訳、派生、共有、発行または説明に関連した正確性、信頼性、安全性、または 

他の機能が含まれますがこれらに限定されるわけではありません。 
 

13. 責任制限： 
 

(A) 一般。いかなる条件下においても、FRHI 当事者がプログラム、プログラム資料、プロ 
グラムへの参加、または他の製品やサービスにより生じる間接的、懲罰的、偶発的、特 
別または結果的損害に責任を負うことはありません。FRHI 当事者の怠慢、または意図 
的な違法行為によって生じた場合、および FRHI 当事者がそれら損害の可能性に関し助 
言を受けた場合にも適用されます。これには、利益または収益の損失、および事業機会 
の損失が含まれます。FRHI 当事者に、プログラム、プログラム資料、プログラムへの 
参加、または他の製品やサービスに関連した損害に対する責任が生じた場合、お客様に 
対する唯一かつ排他的な救済は、責任ある FRHI 当事者により提供される、会員の支払 
ったサービスまたは製品の補償に制限されます。 

 

(B) 例外は適用されません。偶発的、または結果的損害の例外、または制限を認めない管轄 

区域もあるため、そのような例外は適用されません。 



(C) 申し立ての時期。プ  ログラム、またはその要素または部分により生じた、またはそれら 

に関連した申し立てすべて（本規約を含む）は、それら申し立ての原因となった事実の 

発生後 2 年以内に行う必要があることに同意いただくものとします。上記の期間を過ぎ 

た後、それら申し立てを行う権利すべてをここに明示的に放棄していただくものとしま 

す。 
 

14. その他の規約： 
 

(A) 適用法。プログラム、ポイント、クーポンまたはリワードは、適用法により禁止、また 

は制限されている場所に置いては無効となる、または適用不可となります。 
 

(B) 税。プログラム参加に関連した納税義務（開示を含む）（ポイントまたはリワードの受 

領、または使用を含む）は、会員単独の責任となります。 
 

(C) 準拠法、管轄区域および裁判地。本規約は、カナダの国内法、およびオンタリオ州の州 
法に従って適用、解釈するものとします。本規約（プログラムへの安価を含む）により 

生じる、またはそれに関連してお客様および FRHI または FRHI 当事者との間で生じた 
論争は、オンタリオ州（カナダ）の裁判所に提出するものとし、それらの件に関する裁 
判の独占的な裁判権に同意いただくものとします。それら論争の裁判地は、オンタリオ 

州トロントにある管轄裁判所とするものとします。 
 

(D) 可分性。本規約の条項または他の規定が、無効、不法、または管轄裁判所により施行不 
可能である場合、本合意の他の条件および条項すべては、取引の経済的または法的実体 

が当事者すべてに対し物質的に不利な影響を与えない限り、上述に関わらず効力を持つ 
ものとします。 

 

(E) 完全なる合意。本規約（参照として組み込まれた規約および条件すべてを含む）は、本 

規約において扱われる題目に関するお客様と弊社との間の完全なる合意となります。お 

客様の同意なしに本規約およびプログラムを一本的に変更する FRHI の能力を除き、ま 

たは本規約により明示的に記載されていない限り、お客様と弊社との間の合意は、お客 

様および FRHI 両者が署名を行った書面による同意なしに変更、修正されることはあり 

ません。本規約は、書面であれ口頭であれ、一方の当事者から他方に対して作成された 

可能性のある他の取り決め、合意、約束すべてに優先され、それらを無効なものとし、 

効力を持たないものとするものとします。 
 

上記の通り、本規約に同意できない場合は、プログラムに参加されないことを決定する必要が 

あります。 
 

アカウント情報を更新される場合、またはプログラムのメンバーシップを終了される場合は、 

フェーマス エージェント ヘルプデスクにご連絡ください： 
 

 電話： 1-866-326-6875 （フリーダイヤル、北米）または 506-870-6750 （インターナシ 

ョナル） 
 E メール： famousagents@accor.com 

mailto:famousagents@frhi.com


 郵送： フェーマス エージェント ヘルプデスク 

c/o FRHI Hotels & Resorts 

2081 Main Street 

Moncton, New Brunswick 

E1E-1J2 

Canada 


