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Q COFFEEライセンス契約書 

（ライセンス料） 
 

本Q COFFEEライセンス契約は、参照目的の為に20___年___月___日付とし、アメリカ合

衆国カリフォルニア州法に基づき設立され存在する公益信託であるCoffee Quality 

Institute（以下「CQI」という）と________________国________________（州、地方）法に基

づき設立され存在する_______________________である_______________________との間で締結さ

れる。 
 
I. ライセンス許諾、定義 
 
1.1 CQIは高品質コーヒーの証明機関であり、ライセンシーは生豆を栽培、輸出、輸入、または/

および焙煎する。  
 
1.2 本契約で定義されていない用語は、別紙「A」にて定義される。 
 
1.3 CQIはライセンシーに、本契約の日付に開始し 20___年 ___月 ___日に終了する1年間、

__________________の領域内（以下「地域」という）においてのみ、第3項「料金」および別紙「B」

（Qマーク）の記載に従い、商標「Q Coffee」およびQ®のロゴを使用する非排他的な権利を付

与する。本契約は、契約期間終了の30日前までにいずれかの当事者が更新しない旨を通知し

ない限り、自動的に1年間更新されるものとする。 
 

II. 使用条件 

2.1 承認。ライセンシーは、Qマークが、CQIが保有および管理する全権、使用許可、所有権およ

びライセンス許諾権を伴うCQIの商標であることを承認する。 

2.2 ライセンシーによる販売。ライセンシーによる生豆または焙煎済みコーヒーの販売について

は、以下が適用される。 

a. ライセンシーは、CQIの高品質の特定基準（Q Coffee）を満たし、CQIのQグレード認定

証（以下「認定証」という）に示されるように、CQIにより直接またはその認定国内パートナ

ー（以下「ICP」という）により認定された特定ロットのコーヒーのみの販促活動、広告、マ

ーケティング、および販売を行うために地域内でのみQマークを使用することができる。  

b. コーヒーが発送の前にグレーディングされておらず、認定証を受領していない場合、

ライセンシーはCQIまたはそのICPを通じて直接グレーディングを開始することができる。 

c. ライセンシーは、認定サービスに対して、コーヒーのグレーディングが行われる国に

よって異なるグレーディング料金が課されることを理解する。グレーディング料金は、グレ
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ーディングが行われる時に、ライセンシー、ライセンシーのサプライヤー、またはその他の

パートナーが支払うものとする。  

d. 認定の目的上、コーヒーの特定ロットとは、48,000ポンドまたは同等の重量を超えな

い、標準的な輸送可能なユニットに積める袋の最大数以下とする。特定ロットはそれぞれグ

レーディングを受け、独自の認定証を受領する。認定証を受領するための最小ロットサイズ

はない。 

 e. 認定証は、コーヒーが初めてグレーディングされた日から12ヶ月間有効である。コー

ヒーは、12ヶ月以内に焙煎および梱包されなければならない。 

2.3 再販に関する追加規定。ライセンシーが再販のために販売するコーヒーのQマーク使用には、

以下が適用される。 

a. 生豆。生豆を輸送するために使用される麻袋もしくは他の梱包にはQマークを記す必

要はないが、このような梱包への記載がロット番号および/または認定証の他の識別表示と必

ず一致するようにすることは、ライセンシーの責任となる。Qマークを使用する場合、以下の

2.3.e項に従い、ライセンシーが有効な認定証を保有する100% Q Coffeeのみを含むコーヒー袋

とその他の梱包にのみ記載されるものとする。追跡および監査を目的として、契約書、販売

契約書、またはその他の取引文書には、認定証の物理的複写を添付する。 

b. 生豆または焙煎コーヒー豆のブレンド。ライセンシーは、最終的なブレンドが完全な

Q Coffeeを成すことを条件に、2種類以上のQ Coffeeをブレンドすることができる。ライセンシ

ーがブレンドのラベルまたはその他の識別表示にQスコアを掲載する場合、別紙「D」の加重

平均を使用してQスコアを計算する必要がある。 

c. 焙煎コーヒー。Qマークは、以下の2.3(e)項に従い、また認定証の12ヶ月間の有効期

限内にコーヒーが焙煎されることを条件として、 ライセンシーがそれぞれについて有効な認

定証を保有する特定の単一または複数のコーヒーロットからのQ Coffeeを100%含む焙煎コー

ヒーのパッケージにのみ使用することができる。ライセンシーが、混合コーヒーのラベルま

たはその他の識別表示に、ロットのブレンドまたはその他の混合に対するQスコアを掲載する

場合、別紙「D」の加重平均を使用してQスコアを計算する必要がある。  

d. コーヒー飲料。Qマークは、以下の2.3(e)項に従い、また認定証の12ヶ月間の有効期

限内にコーヒーが焙煎され、コーヒー製品が抽出もしくは処理されて梱包されることを条件

として、 ライセンシーがそれぞれについて有効な認定証を保有する特定の単一または複数の

コーヒーロットからの Q Coffeeを100%含むコーヒー飲料（調理済みの、すぐに飲める、イン

スタントまたは溶かすことのできる製品を含む）の梱包または販促活動に使用することがで

きる。  

e. 再販のための他の製品。 

(i) Qマークは、Q Coffeeのマーケティングと販促活動のために使用する

ことができるが、非Q CoffeeがQ Coffeeと同じまたは似た品質であると示唆するまたはそう他

者に信じさせるために使用することはできず、その非Q Coffeeが現在または過去にQ Coffeeと

関連をもつ同じ栽培者、協同組合、輸出業者、または焙煎業者からのものである場合であっ

てもそうである。 

(ii) ライセンシーおよびライセンシーの顧客は、広告を含むマーケティ

ング資料でQマークを使用することができるが、Q Coffeeのみを対象とし、本2.3(e)に従うこ

とを条件とする。 
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f. マークの使用  

(i) ライセンシーは、Qマークのすべての使用について、「スタイル使

用ガイド」に従うものとする。CQIは、CQIが適時改定することのできるスタイルガ

イドをライセンシーに提供し、ライセンシーとその顧客はスタイルガイドに記載さ

れる指示を固く守るものとする。  

(ii) 小売販売を意図したパッケージへのライセンシーおよび/またはそ

の顧客によるQマークの最初の使用については、審査と承認を受けるため、使用前に

CQIに提出する。CQIは、10営業日以内に返答する。  

g. 監査。ライセンシーは、すべてのQ Coffeeの在庫および販売をロット毎に明細表示す

る適切な帳簿と記録、ならびにその他の販売記録を作成し、各会計年度の終了後3年間以上保

存する。これらの販売記録は、Q Coffeeの販売と処分を確認するために、承認監査人またはCQI

の代理人により、その記録の監査に適した形式で随時CQIにより妥当に要求される可能性があ

る。ライセンシーは、CQIまたはその正式認可の監査人または代理人が、通常の営業時間内の

妥当な時間に、ライセンシーの帳簿および会計記録を調査、監査、検査、および複写するこ

とを許可するものとする。 

2.4 ライセンシーは、商業的に賢明である場合、本条項の2.3項で説明される制限に顧客が従うよ

うにする努力を行うが、ライセンシーが当該違反を認識した時点でCQIに速やかに通告することを条

件として、顧客が従わない場合の責任を負うことはない。 

III. 料金 

3.1 ライセンス料 

 ライセンシーまたはライセンシーの輸入業者/サプライヤーは、Qマークの使用とCQIの管理サ

ービスに対して、ライセンシーが購入したQ Coffeeの総量に基づき、1ポンド当たり0.01米ドルのライ

センス料をCQIに支払うものとする。ライセンス料は、コーヒーがライセンシーの倉庫に満足いく状

態で配送された後、Q Coffeeとして再販される前に、CQIに支払わなければならない。ライセンス料は、

輸入時点で1回のみ支払われ、ライセンス料が支払われた後は、あらゆる使用のためにライセンシー
の顧客に権利は完全に移動可能となる。 

3.2 米国外のライセンシーについては、CQIへのライセンシーの米国ドルでの義務を設定するた

め、各支払いで採用される地域通貨と米国ドルの為替レートは、ライセンシーの支払日のライセンシ

ーの銀行が実際に提供する米国ドル購入のためのレートとなる。ライセンシーは、本契約に基づく支

払い義務のための資金の確保と移動にかかる費用を負担する。 

3.3. ライセンシーは、本契約に基づくCQIへの全ての支払いに何らの控除額、埋め合わせ、差し引

きもせず、CQIに全ての支払いを行う。ただしライセンシーは、 該当する地域で徴収することが法で

規定されている、サービス料に適用される源泉徴収税があれば、それをCQIへの支払いから差し引き、

地域の適切な行政機関に同税を支払うものとする。ライセンシーは、正式の租税領収書、またはCQI

が税の支払いを確認することのできる適切な機関が発行したその他の証拠を取得して、CQIに提供す

る。 

IV. 使用基準 

4.1 ライセンシーは、Qマークの目的は、プログラムの本質的価値を体現する認識および識別可能

なブランド・フランチャイズの構築であることを承認する。Qマークはこれらの要素を確実に伝達す

るようにデザインされているため、その効果を確実にするため、適切かつ一貫した使用が求められる。 
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4.2  CQIは、Qマークの正確な画像と使用条件を含むスタイルガイドをライセンシーに対して発行

し、ライセンシーはそれに従うものとする。スタイルガイドはCQIの自由裁量により、ライセンシー

に30日以上前に事前通告することにより、CQIが随時変更することができる。 

V. 仲裁 

 
5.1 迅速かつ経済的な紛争の解決法を提供するために、本契約または本契約の執行、履行、違反、

または解釈から生じる、コモンローまたは衡平法におけるあらゆる紛争、主張、法的措置の原因は、

法により認められる最大限の範囲において、カリフォルニア州ロサンゼルス郡で実施される1人の仲

裁者の前で、司法仲裁および和解サービス/Endispute（JAMS）が実施する最終的な、拘束力を持つ、

機密の仲裁により、その時点で存在する規定と手順に従って解決されるものとする。両当事者は、そ

の件が法廷で裁かれるのと同様に、適切な証拠開示を実施する権利を有し、当事者が利用可能なあら

ゆる救済手段を取得することができる。仲裁者は、仲裁者の決定が基づく事実の発見と法による決定

を具体的に記載する書面による決定を発行するものとする。仲裁者の裁定に基づく判断は、管轄地域

内にあるどの裁判所にも提出することができる。法により他の行動が求められる場合を除き、仲裁者

は勝訴当事者に妥当な費用（割り当てられた仲裁費用の弁済を含む）を裁定する。本5.1項または本契

約のいかなる部分も、かかる仲裁の結果の保留中に修復不可能な危害を防ぐために、いずれかの当事

者が裁判所で差止め救済を獲得するのを阻止することを意図するものではない。 
 

VI. 雑則 

6.1 非開示。両当事者は、本契約の内容、本契約の存続期間中および本契約の終了または満了から

3年間に本契約または本契約の履行に関連して収集または取得されたすべての情報の機密性を維持し、

不正使用を行わないものとする。 

6.2 通知。本契約に別途記載される場合を除き、当事者の権利に影響することを意図するすべて

の通知、承認、同意、またはその他の通信は、英語の文書によるものとし、手渡しもしくは受信確認

機能付きファクスで提供する、またはFederal Expressなど広く認められた宅配便により、通知を受け

るべきもう一方の当事者の、以下に記載される正確な住所または本契約の他の当事者に当事者が通知

するその他の住所宛に配達されるものとする。 

6.3 譲渡不可。いずれの当事者も、もう一方の当事者による事前の書面による承諾なく、本契約、

本契約上の権利、所有権、または利益を譲渡、担保、負債、または他の方法で移転することはできな

い。一方の当事者は、理由または理由の有無に関わらずかかる同意を拒否することができるが、ただ

し各当事者は本契約下のその権利と義務を、自身が支配している、支配されている、または共同支配

下にある団体には譲渡できる。さもなければ、本契約は、両当事者、その後継者、代理人または譲受

人の利益のために法的拘束力を持ち、効力を生じる。 

6.4 表題の効力。本契約の表題は、便宜上の目的のみから含まれるものであり、その条項の構文

または解釈に影響することはない。 

6.5 弁護士およびコンサルタントの費用。本契約から、もしくは本契約に関連して、または本契

約に基づく紛争の疑いもしくは違反・不履行の申し立てのために法的措置、仲裁、またはその他の訴

訟が発生した場合、勝訴当事者は、受けられる救済に加え、妥当な弁護士費用および法的措置または

訴訟で生じたその他の費用を回収する権利を有する。 

6.6 完全なる合意。本契約は、その主題に関する当事者間のすべての合意を構成し、かかる主題

に関する当事者間のすべての過去および継続中の通信に優先する。 

6.7 変更。本契約は、本契約への全当事者による署名入りの書面によってのみ変更、放棄、取り

下げ、または終了することができる。 
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6.8 準拠法。本契約は、他の法域の法の適用による法の抵触に効力を生じることなく、カリフォ

ルニア州法に従って解釈され、適用される。  

6.9 条項の分離。本契約のいずれかの条項が無効または強制力なしとなった場合、両当事者の意

図を最大限可能な状態に保持するために当該条項は改定されて、本契約から切り離され、本契約の残

りの条項はなお完全な効力を有する。 

6.10 副本。本契約は、複数通作成することができ、それぞれを正本とするが、それらをすべて併

せて同一の契約を成すものとする。 

6.11 第三者受益者の不在。本契約のいかなる部分も、黙示的または明示的に関わらず、本契約の

下でまたは本契約の理由により、本契約中の当事者以外の第三者または団体に権利または救済手段を

付与することを意図していない。また、いかなる条項も、第三者または団体に、本契約の当事者に対

する代位権または法的措置の権利を与えるものではない。 

6.12 署名者の権限。本契約の当事者である会社またはその他の団体を代表して本契約に署名する

各個人は、当該企業または団体の代理として本契約を作成して引き渡す正式な許可を得ていることを

表明および保証する。 

以上の証として、両当事者は本契約冒頭の日付をもって本契約を作成した。 

 

CQI:      ライセンシー: 

COFFEE QUALITY INSTITUTE    ____________________________________________________ 

署名：____________________      署名：___________________________________________ 

役職：____________________      役職：___________________________________________ 

日付：____________________      日付：______________________ 

   
Coffee Quality Institute     
26895 Aliso Creek Road, Suite B-866  
Aliso Viejo, Ca 92656  
電話:562-624-4190 

ファクス： 562-624-4191

次の情報を記入してください  

会社名  

連絡担当者  

住所  

  
  
  

電話番号  

ファクス番号   

ウェブサイト   

Tel:562-624-4190
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別紙「A」 

用語の定義 

Qコーヒー: Coffee Quality Instituteまたはその国内認定パートナー（ICP）を通じて、CQIのQグレーデ

ィング・システムによって有資格のQグレーダー3人による評価を受け、米国スペシャルティコーヒー

協会（SCAA）により定義される「スペシャルティ」とみなされるための最低基準を満たしているコー

ヒー。Qコーヒーは、CQIまたはその認定ICPが発行するQ認定証またはQグレード認定証を受けたもの

です。別紙「E」参照 

生産者、マーケティング担当者、または輸出者の契約:Q認定を受け、Qコーヒーの販促活動のために

追加料金を支払うことなくQマークの使用を希望する栽培者または輸出業者（販売者）との契約です。  

ライセンス料: 1ポンド当たり0.01米ドルの認定料金を指します。  

国内パートナー: CQIの代理としてQグレーディングサービスを遂行するための認定を受けた組織。ICP

は、サンプルの受理、グレーディングの予定と遂行、結果の報告、および記録の保管を行うにあたり、

CQIの手順に従うことに同意します。 

有資格のQグレーダーまたはRグレーダー: CQIのQグレーダー試験またはRグレーダー試験に合格し、

有資格Qグレーダーとしての認定証を獲得したプロフェッショナル・カッパー。現在資格を有するQま

たはRグレーダーは、www.coffeeinstitute.orgから検索できます。  

テクニカルレポート:コーヒーは、Qグレーディング・システムを通じてグレーディングされても、Q

コーヒーとみなされるための最低基準を満たさない場合があります。この場合、コーヒーにはテクニ

カルレポートが発行されます。テクニカルレポートは、購入者と販売者間の伝達ツールとして使用す

ることができますが、コーヒーはQコーヒーとは呼ばれません。 

Qスコア:100点満点の尺度上の数値により示される、Qグレーディング・プロセスによって得られるカ

ップの得点。Qスコアは、Q認定マークおよび「Q Certified」（Q認定）という言葉と共に、マーケテ

ィングおよび販促活動に使用することができます。 
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別紙「B」 

Qロゴ商標/Qマーク 

 

 

 

 

 

 

別紙「C」 

 

Qグレーディング料金（米国内） = 以下の明細により、サンプルごとに275ドル： 

Qグレーダー1人あたり、1回のサービスに付き30ドル、合計120ドル 

国内パートナーへの管理費60ドル 

CQIへの管理費90ドル 

 

別紙「D」 

ブレンドQスコアの計算 

ブレンドに使用される各Q認定コーヒーについて、Qスコアをブレンドで使用されるコーヒーの割合（パ

ーセント）で掛け、各調整後Qスコアを足し合わせて、ブレンドQスコアを計算します。   

例： 

コーヒーID Qスコア 総重量 ブレンドの割合（パ

ーセント） 

調整後スコア 

A 86.45 XYZ .20 17.29 

B 80.00 XYZ .80 64.00 

調整後スコア    81.29 
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別紙「E」  

Q認定証の例 

 


