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WIX「アルティメット・フォトグラフィー・アドベンチャー」2019年度コンテスト公式規定（以下「規定」といいます） 

 

● 当コンテストはいかなるソーシャルメディア・プラットフォームからの出資および支援を受けず、運営管理および提携を依

頼しません。 

● 当コンテストは技能に基づくコンテストです。禁じられている地域では無効です。 

  

重要：当コンテストに参加する前に本規定をしっかりお読みください。当コンテストの参加により本規定に従うことに同

意したものとします。 

1. スポンサー 

アルティメット・フォトグラフィー・アドベンチャー2019 年度コンテスト（以下「コンテスト」といいます）は Wix.com, Ltd.が

出資および運営管理を行います（提携する世界各地の関連会社を含めた総称として以下「 Wix」もしくは「スポンサ

ー」といいます）。Wix の本社所在地はイスラエル国テルアビブ市ナマルテルアビブ通り 40 です。当コンテストはいかな

るソーシャルメディア・プラットフォームからの出資および支援を受けず、運営管理および提携を依頼しません。 

 

2. 参加資格 

当コンテストは次の条件を満たす者たち（以下「応募者」といいます）に門戸を開いています。（1）当コンテストと同

類のコンテストが許可されている地域に物理的に住む合法居住者、および（2）年齢が 18 歳以上もしくはエントリー

時に参加者の居住地域で定められている成人年齢に達している者、および（3）Wix プラットフォームで作成された

ウェブサイトを所有しており、かつ所有ウェブサイトを活発に公開されており、Wix の個人情報保護方針および利用規

約（以下「Wix ウェブサイト」といいます）に同意している者。スポンサーの従業員およびその親、提携会社および子

会社の従業員、広告およびプロモーションを行う企業、ディストリビューターおよび賞品提供企業、重役および幹部職

およびその親近者またはこれらの者たちと同じ世帯に居住している者は、当コンテストへのエントリー資格を有しないも

のとします。当コンテストは法律で禁じられている地域では無効です。 

3. エントリー期間  

米国東部標準時間 2019年 3月 4日午前 0時（日本時間 3月 4日午後 2時）から 2019年 3月 11日午後

11:59分（日本時間 3月 12日午後 1時 59分）まで（以下「エントリー期間」といいます）。 

4. エントリー方法 

4.1. 下記のエントリー方法から一つを選んでエントリーしてください。 

 

4.1.1.  http://www.wix.com/wix-lp/photo-adventure-ja/ にあるコンテストページ（以下「コ

http://www.wix.com/
http://www.wix.com/about/privacy
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ンテストページ」といいます）に進み、 Wix プラットフォームにログインし、コンテストに提出したい Wix ウェ

ブサイトを選択します。選択した Wix ウェブサイトが未公開の場合、コンテストにエントリーする前に公開

します。次にコンテストページにある提出フォームに下記の詳細を記入します。（1）選択した Wix ウェブ

サイトのクリエーター名、（2）Wix ウェブサイトのカテゴリー名、（3） 氏名、（4）E メールアドレスな

ど、スポンサーが求める必要事項を記入します （以下「応募フォーム」といいます）。最後に本規定へ

同意したのち「応募」ボタンをクリックしてエントリーを完了します。  

4.1.2. ス ポ ン サ ー の 公 式 Facebook ペ ー ジ に あ る コ ン テ ス ト 関 連 投 稿

（https://www.facebook.com/WixJapan/）を確認し（以下それぞれを「Facebook 投稿」および Wix 

FB ページ」といいます）、エントリー期間中に Facebook 投稿のスレッドにコンテストに提出したい Wix

ウェブサイトの URL を明記したコメント（以下「コメント」といいます）を投稿します。選択した Wix ウェ

ブサイトが未公開の場合、公開してからコンテストにエントリーします。もしくは 

4.1.3. スポンサーの公式 Twitter ページにあるコンテスト関連投

稿（https://twitter.com/WixJp）を確認し（以下それぞれを「Twitter 投稿」および「Wix Twitter ペ

ージ」といいます）、エントリー期間中に Twitter 投稿のスレッドにコンテストに提出したい Wix ウェブサイ

トの URLを明記したコメント （以下「コメント」といいます）を投稿します。選択したWixウェブサイトが

未公開の場合、公開してからコンテストにエントリーします。 

4.2. 上記の必要事項を記入し、本規定に同意してエントリー申し込みが完了した時点で、コンテストへの

エントリー（以下「エントリー」または「エントリーズ」といいます）が承認されます。疑義を避けるために

明記すると、応募者が投稿したコメントは応募資格要件を満たしたエントリーとしてエントリー期間中

およびエントリー期間終了後少なくとも 72 時間は公開された状態が続きます。エントリー申し込み完

了の証明はスポンサーが受理した証明とはみなされません。賞を獲得する確率は受理されたエントリ

ーの数とサイトの質によって決定します。 

4.3. 疑義を避けるために明記すると、応募者は上記 4.1 から 4.3 の項に記載されているエントリー方法の

一つを選択してコンテストに応募することが許されています。 

4.4. エントリー期間および審査期間（下記に定義します）は応募者はコンテストに応募した Wix ウェブ

サイトをコンテストに応募した時点の状態で維持することが求められます。 

4.5. スポンサーには未完成エントリーまたは不適合エントリーを告知する義務は一切ありません。エントリー

における制作および応募のために必要なインターネット接続、ソフトウェアおよびハードウェアは応募者

がすべての責任を負うものとします。 

4.6. 「応募」ボタンをクリックしてエントリーが完了したあとはエントリーフォームに記載した応募者の詳細を

https://www.facebook.com/WixJapan/
https://www.facebook.com/wix
https://www.facebook.com/wix
https://www.facebook.com/wix
https://twitter.com/WixJp
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訂正できません。すべてのエントリーは、エントリーされた時点で、エントリーされた Wix ウェブサイトの公

認所有者が制作したとみなされます。受賞エントリーの所有権に関する疑義が生じた場合には、スポ

ンサーは受賞の可能性を持つ応募者に当該する Wix ウェブサイトアカウントの公認所有者としての

証明書の提出を求める場合があります。スポンサーは最善の判断を行う権限を持ち、その単独裁量

権により受賞エントリーの正当な所有者を決定し、法が認める最大限の範囲において、スポンサーが

受賞エントリーの正当な所有者を決定したことで生じるスポンサーのあらゆる法的責任、義務、申立、

請求を応募者は放棄、解除、免責するものとします。スポンサーは複数のキャンペーン、コンテスト、く

じ、プロモーションを同時進行で行う場合があり、コンテストページ等から間違って応募されたエントリー

に対して一切の責任を負いません。1 つのプロモーションへのエントリーはそのプロモーションのみのエント

リーとなります。 

4.7. エントリー期間中はスポンサーが http://www.wix.com/wix-lp/photo-adventure-ja/gallery（以下「ギ

ャラリー」といいます）を制作し、応募者が提出した Wix ウェブサイトのホームページのスクリーンショッ

トを集めたギャラリーとして公開する場合があります。当ギャラリーはスポンサーの裁量によってデザインさ

れ、ギャラリーで公開する趣旨でスポンサーが選択した応募者のホームページのスクリーンショットを掲

載します。当ギャラリーに表示されるものは（1）Wix ウェブサイトの名称（応募フォームに記載された

もの）、（2）Wixウェブサイトの URL、（3）ホームページのスクリーンショットのサムネイル、（5）ス

ポンサーが公開に適切と判断したものです。本規定に基づいて、ギャラリーで公開する Wix ウェブサイ

トに関するスポンサーの行為にはいかなる義務も責任も生じないものとします。ギャラリーで公開される

Wix ウェブサイトの公開期間は、コンテスト期間中または短期間もしくは長期間であれ、Wix の自由

裁量によって決定されるものとします。 

4.8. 応募者は 1 回のエントリーにつき当該応募者が所有する wix ウェブサイト 1 つを応募するものとしま

す。 

4.9. エントリーで掲載禁止の内容および提供禁止の有料の製品またはサービスは以下の通りです。（1）

露骨な性描写、特定の民族、人種、ジェンダー、宗教、職業、年齢層に対する暴力的および軽蔑

的な表現、冒涜的またはわいせつな内容、（2）アルコール、違法薬物、タバコ、火器／武器（ま

たはこれらの使用を促す内容）または特定の政策を宣伝する内容、（3）節度を欠いた内容また

は攻撃的な内容、（4）名誉毀損、事実の歪曲または他者・他社に対する中傷的な発言、（5）

第三者が所有する商標、ロゴ、トレードドレス（製品の特徴的なデザインや特徴的な建物の外観／

内観など）を適切なライセンスや同意なく使用すること、（6）特定の氏名や画像を使用して他者

の権利を侵害すること、または明らかに特定できる人物を当該人物の同意なしに掲載または言及す

ること、（7）他者が著作権を所有する素材を使用して権利を侵害すること（写真、彫刻、絵画な

どの芸術作品またはウェブサイト、テレビ、映画などのメディアで公開されている画像など）、（8）ス

http://www.wix.com/wix-lp/photo-adventure-ja/gallery
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ポンサーに対する中傷、糾弾、不名誉な評判を含んだ内容および（9）他メディアプラットフォームの

利用規約およびガイドラインまたは応募者が制作した Wixウェブサイトを共有するために選択したプラ

ットフォームの利用規約およびガイドラインを含む該当エントリーに適用される法律または法律上の条

件を侵害するものも、場合によっては禁止対象となります。 

4.10. 当コンテストに応募するために Wix のソーシャルメディアページをフォローおよび「いいね」をクリックする、

またはコンテストの参加や（下記に定義した）賞の受賞資格を得るために費用を支払うことが応募

者に要求されることは一切なく、そのような行為または支払いが応募者の受賞の確率を上げるもの

ではありません。 

4.11. スポンサーの要請に従って応募者は自動車運転免許証またはパスポートの写しを提出し、スポンサー

による応募者の身元および年齢の確認およびエントリー時に提出された情報の信頼性の確認に協

力するものとし、コンプライアンス確認のためにスポンサーから要請された書類を提出するものとします。

スポンサーからの書類提出要請が発生した日から 3日間以内に応募者からの書類提出がない場合

またはエントリー時に提供された情報に誤りや不備があった場合もしくは本規定や法律の侵害が認

められた場合にはスポンサーは当該エントリーの応募資格を剥奪する権利を有し、それ以降スポンサ

ーが実施するコンテストおよびプロモーションへの参加を禁じるものとします。  

4.12. 本規定に従わないエントリーおよびいかなる理由であれスポンサーが自由裁量で不適切と決定したエ

ントリーのコンテスト応募資格を剥奪する権利をスポンサーが独占的に有するものとします。 

5. 受賞者の決定 

5.1. コンテストの受賞者は 3 人（以下「受賞者」または「受賞者たち」といいます）で下記に記載された

賞が授与されることになり、スポンサーの従業員および代表者で構成される審査団が、応募された

Wix ウェブサイトで表現されている写真のクオリティ（60%）、応募された Wix ウェブサイト自体のク

オリティ（デザイン、レイアウト、構成等）（20%）、応募された Wix ウェブサイトの芸術性のアプロ

ーチ（10%）を基準に審査を行い、各審査団の権限と自由裁量（以下「審査基準」といいます）

で受賞者が決まるものとします。 同点の受賞者が表れた場合には、芸術性のアプローチ部門で高得

点を得たエントリーを勝者とします。適任性の確認と本規定の順守の条件に従い、優勝候補者はコ

ンテストの正式な優勝者（以下「受賞者たち」といいます）として公表されます。 

5.2. 米国東部標準時間 2019年 3月 18日午前 0時（日本時間 2019年 3月 18日午後 2時）に

上記の通り（以下「審査期間」といいます）に審査団が応募されたエントリーを審査して受賞者を

決めます。疑義を避けるために明記すると、スポンサーは審査期間中どのエントリーがいつ審査される

かを保証することはできないため、応募者による応募後の Wix ウェブサイトの変更が審査団の審査
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後に行われた場合には審査員およびスポンサーがこれを見落としたとしても一切保証しないものとしま

す。 

5.3. スポンサーは受賞者の数を減らす権限または賞の授与を取りやめる権限を有するものとし、基準に

適合または本規定に準じるまたはスポンサーの自由裁量によって決定された根拠のある不適切なエ

ントリーが発覚した場合にはこれらの権限を行使するものとします。 

6. 賞品  

6.1. スポンサーは、本規定の条件に従い、スポンサーの自由裁量でそれぞれの受賞者に下記の旅行を授

与するものとします（それぞれの旅行を以下「賞品」といいます）。 

6.1.1.  以下を含むサファリ旅行。(1）南アフリカのケープタウン（または同等のサ

ファリ地域）への往復旅券、USD $1,500 まで。（2）6 泊 7 日以内の宿泊施設の提供、USD 

$3,000 まで。（3）現地の国立公園でのサファリ体験、USD $400 まで。（4）ガイド付き都市観光、

USD $100まで。このサファリ旅行は USD $6000相当の旅行となります。  

6.1.2. 以下を含む北極小旅行。（1）北極圏（または同等の場所）までの往

復航空券、 USD $1,000 まで。（2）6 泊 7 日以内の宿泊施設の提供、USD $3,000 まで。（3）

船によるクルージング、USD $400 まで。（4）撮影ツアー、USD $500 まで。この北極小旅行は USD 

$6000相当の旅行となります。または 

6.1.3. 以下を含む都市体験旅行。（1）日本国東京（もしくは同等の都市）

への往復航空券、USD $1,500 まで。（2）6 泊 7 日以内の宿泊施設の提供、USD $3,000 まで。

（3）現地の建築物散策ツアー、USD $300まで。（4）高級レストランでの夕食 1回、USD $200ま

で。この都市体験旅行は USD $6000相当の旅行となります。 

6.2. スポンサーは選択した賞品旅行を体験する受賞者の舞台裏を撮影してドキュメンタリーを制作する権

利を有します（以下「ドキュメンタリー」といいます）。 

6.3. 賞品はスポンサーの権限でスポンサーによって授与されます。受賞者は、賞品旅行を遂行してドキュメ

ンタリーを撮影するために必要なすべての情報をスポンサーに提供し、これに関連してスポンサーが要

請するすべての合理的な契約書への署名を行うものとします。スポンサーが賞品を提供するうえで商

業的に合理的な努力を怠りませんが、技術的、物流面、法的、手続き上の問題が生じた場合、ま

たはスポンサーまたは第三者から同等の要請があった場合、または受賞者より制約や限界が提起さ

れた場合には、スポンサーは上記 6.1 項に記載してある賞品の調整や変更を大小に関わらず求める

場合があります（旅行先または現地での旅行の変更などが含まれるが、これに限定されるものでは

ありません）。スポンサーが誠心誠意の努力を注いだにもかかわらず、スポンサーの制御の効かない状
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況またはその他の原因で賞品である旅行を遂行する経費が膨大になる場合や遂行自体が困難な

場合には、スポンサーは 6.1 項に記載されている賞品の遂行を取りやめる場合があることを受賞者が

認識しているものとします。上記の理由によって要求された変更を受賞者が拒否した場合には Wix

が当該受賞者の賞品授与を取り下げ、次点の応募者に提供する場合があること、さらに受賞者は

これに関して（下記に定義する）権利放棄対象者に対する苦情を断念することを受賞者が認識し

ているものとします。 

6.4. 賞品の遂行時期は受賞者と協力してスポンサーが決定します。決定した時期に受賞者が参加でき

ない場合は当該の賞が剥奪され、次点の応募者が新たな受賞者に選ばれる場合があります。 

6.5. スポンサーは上記 6.1 項に記載されている賞品を（本契約書の諸条件に従って）確定した受賞者

に授与するものとします。旅程と宿泊施設の範囲や性質は適応する賞によって異なり、その内容の

決定と承認はスポンサーの権限で行われます。受賞者は賞品である旅行を遂行するために必要な

自分と、同行者がいる場合には同行者の、パスポート、ビザ、トラベルパス、健康保険、所持品の保

険、予防接種、国際運転免許証、その他の個人所有の書類の準備や手続きを受賞者本人の責

任において行います。場合によっては目的地への旅行とドキュメンタリーに必要な書類の準備や手続

きも求められることがあります。  

6.6. 上記 6.4 項に記載されている受賞者の個人的な許可と書類を除く、エントリーの許可またはそれ以

外のアクセス認可を含む賞品とドキュメンタリー制作の遂行に必要な特別な承認や許可が必要な

場合には、スポンサーはスポンサーの経費において、その許可と認可を得るために商業上合理的な努

力を行うものとします（このように提供されたものを合理的とみなします）。   

6.7. スポンサー独自の裁量以外で、賞品の譲渡は認められず、現金償還または同等のもの、もしくは代

用品も認めないものとします。賞品とドキュメンタリー制作の遂行に関わるすべての事柄と本規定で

特に定められていない予定表を含む賞品の詳細は、スポンサー独自の裁量によって決定および変更

されるもので、この決定および変更に受賞者の承認は必要ないものとします。スポンサーの誠実な努

力があっても、スポンサーの制御が及ばない状況、または予算の問題もしくは賞品の遂行コストが膨

大に膨れ上がったり、遂行が困難になるようなそれ以外の問題が生じたときには（スポンサーまたは

受賞者に何らかの制限が課された場合も含みますが限定されません）、計画された賞品がキャンセ

ルされる場合があります。スポンサーはスポンサー独自の裁量により賞品を同等もしくは高価な賞品に

変更する権限を有するものとします。 

6.8. 賞品は「無保証で」授与され、明示または黙示を問わず、いかなる保証も付帯しないものとします。

スポンサーと（下記に定義する）権利放棄対象者は、パフォーマンス、クオリティ、特定の目的ための



 

 7 

適合性、賞品とドキュメンタリーの結果に対して、明示的にあらゆる黙示保証を拒否するものとします。 

6.9. 受賞者は、受賞者本人が居住する連邦、州、地域の法律と規則に則って、本規定内でスポンサー

が負担すると明確に定められていない賞品の遂行に必要な諸税金、あらゆる手数料、コストの支払

いと手配の責任を負うものとします。スポンサーの税務報告書で使用するために、受賞者は、賞品が

授与される前にスポンサーへ有効な社会保障番号、納税者番号、またはそれ以外の身分を証明す

る情報を提供するものとします。 受賞者が受け取った賞品の実価が記載された米国国税庁の

Form 1099または同等の書類が受賞者の名前で発行される場合があります。 

7. 受賞者の告知と賞品の受け取り 

7.1. スポンサーはスポンサー独自の裁量により、Wix の公式ソーシャルメディアアカウントおよびその他の広

報チェンネルを通じて、2019 年 4 月 30 日前後に優勝候補者を発表し、優勝候補者には E メール

（これが最適な場合は）またはそれ以外の方法の中で、スポンサー独自の裁量で最適とみなした方

法で直接告知するものとします。 

7.2. スポンサーは本規定の解釈とコンテストの運営管理に絶対的な権限を持つものとします。受賞者の

選定に関しては審査団が絶対的な権限を持つものとします。受賞者の選定は最後になされる決断

となります。 

7.3. 優勝者候補はスポンサーから優勝候補者に送られた告知に明記されている期間内にスポンサーから

提供されたすべての指示に従う必要があります。 

7.4. スポンサーは優勝候補の適任性と本規定の順守を確認するために身元調査を行う場合があります

（参加スポンサーのウェブサイトで宣伝および販売されている製品やサービスのテストを含むがこれに限

定されない）。エントリーを完了した時点で応募者は当該の身元調査の協力に合意をしたとみなし

ます。身元調査によって下記の必須条件に従っていないことが発覚した場合、またはスポンサー独自

の裁量で決めたスポンサーの評判およびビジネスに弊害があると判断された場合には優勝候補者は

資格を剥奪され、スポンサー独自の裁量で、当該賞品は次点の優勝候補者に授与または賞そのも

のがなくなる場合があります。   

7.5. 優勝候補者は公証された有資格の宣誓供述書、債務の保証の引受、賞品受理の合意書（以

下「賞品受理合意書」といいます）の提出を要請され、 賞を受理する資格を得る前に優勝候補者

は指定された期限内にこれらの書類を提出するものとします。 

7.6. 優勝候補者が指定された期限内に（1）スポンサーからの告知や連絡への返信、（2）賞品の受

理と獲得、（3）追加情報の提供に従う、（4）身元調査の協力、（5）賞品受理合意書の期
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限内での提出、（6）スポンサーが要求したそれ以外の協力を怠った場合には、スポンサー独自の裁

量によって当該受賞者の資格を剥奪し、当該賞品の授与を拒否し、当該の賞を取り消す、または

次点の優勝候補者に授与する権利をスポンサーが持つものとします。 

8. プライバシーとコンテストコミュニケーション 

8.1. 本契約書に明記されている条件を除き、当コンテストへの参加とコンテスト中に集められた応募者の

個人情報にはスポンサーの個人情報保護方針および利用規約が適用されます。 

8.2. 当コンテストにエントリーした時点で応募者は、スポンサーおよびスポンサーと提携するベンダー企業さら

に広告宣伝会社がコンテストの運営管理、賞の遂行、マーケティング目的（スポンサーのプログラム、

製品、サービス、特別オファーを応募者に告知する等）のために（E メールアドレスを含む）応募者の

個人情報を使用することを理解するものとします。応募者は応募者本人の個人情報を上記の目的

でスポンサーおよびスポンサーの広告宣伝会社が使用すること、および審査と受賞を遂行するために

応募者のエントリーが審査団に使用されることに明示的に同意するものとします。 

9. パブリシティリリース  

9.1. 禁止されている場合を除き、応募者の事前の承認を得て（E メール経由で可）スポンサーは、応募

者のエントリー、氏名、ユーザーネーム、写真、動画、音声録音、ドキュメンタリー、コンテストに関連す

る連絡やコメント（総合的に「類似するもの」といいます）などを広報目的でスポンサーが所有および

運営しているチャネルで、応募者のクレジットを明記した上で無償で公開する場合があります。 

9.2. スポンサーからの依頼を受けた応募者は、スポンサーからの依頼に則って（スポンサーの依頼で明記さ

れている期限内で）エントリーに登場するすべての人物および登場するすべての場所の所有者から署

名済みの公開許諾書または同意書を得るものとし、当該エントリーに登場する素材の所有者からス

ポンサーが本規定で定める目的で使用することに対する公開許可を得るものとします。すべての公開

許諾書はスポンサーが提供した書類またはスポンサーが納得する書類で提出されるものとします。 

10. 知的財産所有権 

10.1. コンテスト規定、コンテスト、コンテストページ、これらに関連するあらゆる宣伝およびマーケティング素材

および関連するウェブページ、コンテンツ、コードの所有権は（エントリー以外に）すべてスポンサーに属

するものとします。これらの素材および関連するトレードマークまたはそれ以外の知的財産の複製また

は使用は、スポンサーからの書面での明示的な同意を得ない限り固く禁じるものとします。 

10.2. 応募者のエントリーを含むコンテンツ（以下「応募コンテンツ」といいます）をスポンサーに提出すること

http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use
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で、応募者は応募コンテンツのすべての権利を応募者が所有していることを提示し保証したこととなり、

該当する応募コンテンツの合法的な使用および公開、同コンテンツの権利および利益の譲渡または

使用許可に関わる応募コンテンツの一切の権力、タイトル、ライセンス、同意、権限を応募者本人

が持つものとし、第三者のいかなる権利も侵害しないものとします。 

10.3. 疑義を避けるために明記すると、スポンサーがエントリーまたは応募コンテンツを使用または公開する場

合には、（1）当該エントリーおよび応募コンテンツを応募した応募者からの事前承認（E メール経

由の承認可）および（2）当該応募者のクレジットが必要となるが、スポンサーが特定のチャネルで

特定のタイムラインと継続期間でエントリーを宣伝または公開する義務は一切なく、そのすべてはスポ

ンサー独自の裁量に任されるものとします。  

10.4. スポンサーのウェブサイトまたはそれ以外のチャンネルでエントリーを表示または公開および前述の使用

を行う場合には、応募者が優勝者に選ばれることまたはその可能性が高いことを示唆するものではな

く、このような使用においてスポンサーは追加の対価を支払うことや追加の承認を要求される義務は

ないものとします。 

11. 権利の放棄 

11.1. 上記 10.3 項に従い、コンテストに応募した時点で応募者は、スポンサー、Fecebook Inc.、Twitter 

Inc.、これらの会社の親会社、子会社、提携会社、エージェント、ディストリビューター、サプライヤー、ラ

イセンサー、ライセンシー、弁護士、プロデューサー、広告宣伝会社およびそれ以外の関連するソーシャ

ルメディア・プラットフォーム、これらに所属するディレクター、役員、従業員、エージェント、相続人および

譲受人（以下、総称として「権利放棄対象者」といいます）に対して永久的に権利を放棄したもの

とみなし、いかなるクレーム、要求、法的責任、コスト、損失、損害もしくはコンテストへの応募および

コンテストに関連した行動、エントリーおよび受賞（そのようなケースも考えられる）が原因で直接的

または間接的に発生した負傷、さらに著作権またはトレードマーク侵害の申立、偽の承認、誹謗中

傷、名誉毀損またはパブリシティおよびプライバシーの権利、エントリーの保存の失敗または削除、コン

テストに関連するこれ以外の伝達に関するいかなることも行わないものとします。 

11.2. 上記 10.3 項に従い、応募者は権利放棄対象者が（1）コンテストに関連する（賞品なども含ま

れる）いかなる保証も明示的にかつ黙示的に責任を負わない、（2）コンテスト応募者や受賞者を

含む関係者の不適切な行動および権利放棄対象者の制御が行き届かない場所および状況で生

じた応募者の負傷の責任を負わない、（3）エントリーの紛失、遅刻、窃盗、文字化け、遅延、未

配達、方向の間違いに対する責任、応募者本人、機材、技術的誤作動または人的エラー、技術

的エラーまたは機能不全によって生じた不適切、不正確または不完全なエントリー情報への責任を
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負わないものとします。 

11.3. 本契約書によって、応募者は権利放棄対象者に対して、適用される法律および規定および条例に

基づいてすべての責任を負うことを理解したとみなします。 

11.4. 応募者は権利放棄対象者が、コンテストに関連する技術的、コンピュータ、ネットワーク、タイポグラフ

ィー、印刷、人的またはそれ以外のあらゆるエラーの責任を負わないことに同意し、権利放棄対象者

が免れるその他の責任には、コンテストのオファーや運営に関連して生じるエラーまたは問題、エントリー

処理またはそれ以外のオンライン・プラットフォームで生じるエラー、コンテスト関連素材に関わる広告、

規定、受賞者の選択および発表、賞品のクオリティおよび構成要素に関連したエラーも含まれます。 

11.5. 権利放棄対象者には、いかなるエラー、不作為、妨害、削除、不備、操作または送信の遅延、連

絡回線エラー、エントリーの窃盗または破壊または不法なアクセスまたは変更に対する責任は負わな

いものとします。権利放棄対象者は、電話回線、ケーブル、サテライト、ワイヤレス、インターネットサー

ビスプロバイダー（ISP）または回線、コンピュータシステム、サーバー、プロバイダー、コンピュータ機材、ソ

フトウェア、ワイヤレス機器の誤作動、ワイヤレスサービスの問題、携帯電話の中継塔の機材、E メー

ルまたはエントリーを受信したアカウントの技術トラブルまたはインターネットまたはウェブサイトの渋滞ま

たはワイヤレスサービスの渋滞、またはこれらが組み合わさって生じた問題、応募者または関係者のコ

ンピュータが当コンテストへの応募または素材のダウンロードを行ったゆえに被った負傷または損害など

に起因するいかなる問題の責任も負わないものとします。 

11.6. さらに応募者は、米国カリフォルニア州民法第 1542 条（以下「1542 条」といいます）と同州以外

の米国およびカナダ国内のすべての州およびすべての地域にある同類の法律で保証されたすべての権

利を、この契約書によって明示的にかつ永遠に放棄したものとします。応募者は下記に明記する

1542 条が保証する権利を理解しているとみなします。「一般的な請求権の放棄は、放棄を実行し

て時点で債権者が知っていれば、債務者との調停に実質的に影響したと考えられる債権者当人に

有利に働くことを認知していない主張またはその存在を不審に思う主張までは及ばないとする。」 

12. 応募者の表明保証と免責 

コンテストにエントリーを応募した時点で、応募者は表明保証をし、以下を引き受け同意したこととみなします。 

12.1. 応募者は本規定を熟読し、理解し、本規定に完全に従うことを約束したものとみなします。 

12.2. 応募者は本規定に同意および制約され、かつコンテストに登録するためにエントリーする権利を持つ

法的地位にあります。 
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12.3. 応募者はあらゆる関係法令、規定、規制を順守するものであり、コンテストに応募するために必要な

許可、同意、承認をすでに得ているとみなします。必要に応じ、また応募に不可欠な場合には、応

募者は保険証書と保険の保証を保持します。 

12.4. 応募者は権利放棄対象者に対して、いかなるクレーム、要求、損失、約束、訴因、または負傷、損

失、死から生じる負債、もしくは応募者の応募もしくは応募の準備、応募に関連する行動、応募者

のエントリーに起因する直接的または間接的な原因で生じたあらゆる損害、または応募の受理、所

有、クオリティ、実行、賞品の活用または誤用によって生じた結果（または該当賞品の範囲内で生

じたもの）によって損害を与えないことを約束し免責されることに合意したとみなします。 

12.5. 応募者は応募者本人のエントリーに対する責任、応募者のエントリーおよび本契約に従ってスポンサ

ーが該当エントリーを使用または公開したことによって生じる結果に対する責任をすべて負うものとしま

す。 

12.6. 応募者のエントリー（Wix ウェブサイトなどを含む）は応募者本人の発案によって創造されたもので、

応募者が全権利、タイトルを所有し、そうでない場合も、コンテンストに応募するために必要ゆえに、

当規定に従って、当規定に明記された使用方法でスポンサーが使用できるようにするために、応募者

本人が全権、タイトル、ライセンス、承諾、支配権を持つものとします。 

12.7. 応募者のエントリーに登場するすべての要素およびコンテンツは、いかなる人物または団体の所有する

著作権、商標権、プライバシーやパブリシティの権利、またはそのほかの知的財産権を侵害しないもの

とします。 

12.8. 該当エントリーは当規定または適用される連邦、州、地域の法律、規定、規則を侵害せず、所有、

投稿、居住地の国内に拡散することが非合法なコンテンツを含まず、スポンサーがコンテストに関連し

て使用または所有すると非合法なコンテンツ、または契約上または信託に基づいた権利、義務、応

募者が締結した合意を侵害するようなコンテンツを含まないものとします。 

12.9. 賞品を獲得するには、下記を表明し保証し同意をします。 

12.9.1. 受賞の資格を得るためには、応募者はスポンサーと完全に協力し、面接の時間を都合し、

スポンサーが必要とする可能性のある応募者のエントリーに登場する情報とエレメントおよび

そのアクセス権を提供するものとします（以下「エントリーエレメント」といいます）。エントリ

ーエレメントの表示に第三者の同意が必要な場合に、応募者は（1）そのような同意が必

要なことをスポンサーに報告し、（2）書面での同意を取得するものとします。  

12.9.2. 応募者は、応募者本人の詳細、プロフィール、スポンサーに要求されたその他の詳細を含む
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エントリーの詳細についての情報をスポンサーに追加提供しなければなりません。 

12.9.3. スポンサーの要求に従って、応募者は関連するソーシャルメディア・プラットフォーム上にリンク

および投稿を投稿しなければなりません。 そのような投稿は、（1）スポンサーに関する偽り

または誤解を招くコメントを含むことが禁じられ、（2）スポンサーから提供されたマーケティン

グ・ガイダンスに従って行い、（3）適用されるあらゆる法律、規定、規則に従い、さらにコン

テストで授与された賞品に関する素材の暴露などの禁止等、下記の米国連邦取引委員

会の連邦規則基準 16CFRパート 255に従って行われるものとします。「広告における宣伝

と推薦に関するガイド（以下「FTCガイド」といいます）」。 

12.9.4. 応募者は、上記 7.1 項で定めらている通り、本人の受賞が公表されるまでは受賞事実を

極秘に保ち、賞品の詳細および受賞者に選ばれた事実を第三者に口外することが禁じら

れているものとします。 

12.9.5. 賞品の遂行および応募コンテンツおよび類似するもの使用に関連して、スポンサーが応募

者に対して依頼や要求をした場合には、応募者は迅速にかつ完全にスポンサーと協力する

ものとします。スポンサーからの依頼や要求には、エントリーの公表または流通の限定、また

は応募コンテンツまたは類似するものを特定のメディアやチャンネルで公表および流通、また

はすべてのメディアからの応募コンテンツと類似するものの完全な削除などが含まれます。 

12.9.6. 受賞者が指定された期間以内に 12.9 項を順守できなかった場合、そうでない場合でもス

ポンサーの要求に従った協力ができなかったときは、スポンサーは受賞者の受賞を剥奪し、

受賞への賞品授与を拒否し、賞そのものを取り下げる、もしくは次点の優勝候補者に授

与する権利を持つものとします。 

13. 差し止め／修正／終了 

13.1. スポンサーの制御の届かいないこと、例えば自然災害、人的または人間以外による妨害、スポンサー

との関連がないと認められた妨害（DDoS 攻撃、ボット／スクリプト攻撃、コンテストへのアクセスを

クラッシュまたは邪魔をする深刻な負荷などを含む）、さらに政府からの指示（以下それぞれを「不

可抗力」的出来事または現象といいます）などでコンテストの継続が断たれた場合には、スポンサー

はコンテストを修正または延期または終了する権利を有するものとします。加えて、スポンサーはコンテ

ストの一時中断、修正、終了を行う権利を有しており、本規定および適用される法律に従って合理

的と確認された場合もしくはそうでない場合でもスポンサー独自の裁量で実行できるものとします。 

13.2. コンテストがスポンサー独自の裁量で終了となった場合、スポンサーは独自の裁量で終了前に受理し
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た応募者の有効なエントリーの中から優勝者を選出または賞自体を没収する場合があります。 

14. 改ざん 

14.1. スポンサーは、コンテンツによって損害を与え、コンテンツを改ざんし、コンテンツの弱体化またはコンテス

トの合法的な運営に障害を与えようとする人物は何人であれ不適格とみなします。 

14.2. 当コンテストと関連するウェブサイトに意図的に障害を与えようする非合法な企て、さらにコンテンツ自

体または当コンテストの合法的な運営を弱体化する企ては、刑法および民法に抵触する可能性が

あり、そのような企てが行われた場合には、スポンサーはその企ての責任者である応募者を不適格と

判断し、スポンサーおよび関連会社はそれによって生じた損害（弁護士費用も含まれる）および修

繕にかかる費用を法が認める最大限の範囲において企ての責任者に請求する権利を有するものとし

ます。 

14.3. スクリプト、マクロ、それ以外の機械的または自動化手段で生成されたエントリーは不適格と判断し

ます。 

15. 準拠法  

15.1. 当コンテストと当規定に関連して生じた問題は、契約の記述または不法行為のあるなしを問わず、

米国ニューヨーク州法に準拠して解釈され、他州や他地域の法律の適用を可能にする法の選択また

は抵触法にいかなる影響も与えないものとします。 

16. 賠償責任の制限／保証の否認 

16.1. コンテストにエントリーした時点で、適用される法律が許す範囲内で、応募者は下記に合意したもの

とみなされます。（1）いかなる請求も、第三者の自己負担費用（10 ドル以下）が発生した場合

に限定されますが、いかなる場合も弁護士費用は回収できません。（2）いかなる事情があっても、

懲罰的な損害、偶発的な損害、何かの結果として生じた損害または特殊な損害、利益損失もしく

はそれ以外のあらゆる損害、損害を増幅または増加させる権利などは応募者に認められていません。

（3）応募者は衡平法上の救済を求めるいかなる権利も放棄するもので、この権利は取り返しでき

ません。 

16.2. 応募者は、賞品が無保証で授与されることを理解して合意し、明示あるいは黙示を問わず、合法

性にかかわらず、賞品にはいかなる保証も付属しないこととします。スポンサーと権利放棄対象者は、

パフォーマンス、クオリティ、特定の目的ための市場性と適合性、賞品の放送がいかなる程度の量の

収益または収入になったとしても、明示的にあらゆる黙示保証を放棄するものとします。 
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16.3. 応募者は、このコンテストの応募（受賞者の場合には応募と賞品の遂行）はすべて応募者本人の

裁量および自己責任において行われることを理解して合意するものとします。応募者は、スポンサーと

権利放棄対象者が、信頼性、適時性、可用性および当コンテストまたは賞品のすべてのエレメント

のパフォーマンスに関して陳情および保証を一切しないことを理解するものとします。スポンサーと権利

放棄対象者は、いかなるコンピュータシステムに与えられた損害、コンテスト関連情報および素材をダ

ウンロードするためにアクセスした結果生じた損失の債務を拒否するものとします。 

17. 強制仲裁／ノークラス救済 

法が認める最大限の範囲において、スポンサーの知的財産所有権に属する異議を除き、当コンテストに関連

した応募者とスポンサー間に生じたいかなる異議も、JAMS の合理的仲裁規則に則って JAMS が管理する

仲裁によって解決されることを望み、この手続は階級救済なしで個別に行われるものとします。米国連邦仲

裁法に従い、この条項は「問題を調停に委ねることを書面で同意」したとみなされます。 

 

18. 受賞者の氏名／規則要請 

受賞者の氏名を受け取るために、封筒に住所と氏名を記入し郵便切手を貼って下記に郵送します。

“Contest Winners List”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158 

(Attn:Operations Manager).受賞者を知りたいコンテストを明記してください（コンテストの名称を記載するな

ど）。  当規定のコピーを得るには、リーガルサイズの封筒に住所と氏名を記載し、郵便切手を貼って下記に

郵送します。“Contest Official Rules”, Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, 

CA 94158 (Attn:Operations Manager) 。エントリー期間内に到着するように郵送してください。 求める公認

規則を明記してください（コンテストの名称を記載するなど）。 バーモント州の居住者は、規則要請の返信

用切手を貼らなくても大丈夫です。 

 

19. 一般条項 

19.1. すべての応募者は、コンテストに応募するために必要な経費（インターネットアクセスに伴う経費など

を含む）をすべて自己負担するものとします。 

19.2. 賞品を受理するためにスポンサーに必要書類および情報を提供する応募者は、提出する書類および

情報の信憑性と正確さに責任を持つものとします。 

19.3. 本規定の何らかの条項が無効になったとしても、それ以外の条項の有効性に影響しないものとします。

本規定の条項に法的強制力がないと判断された場合でも、他の条項は有効のままで、無効になっ

た条項が含まれていなかったとみなします。スポンサーが本規定の条項の履行に失敗しても権利放棄

を構成することにはなりません。 
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19.4. スポンサーのコンピュータが当コンテストの公式の時計となります。 

19.5. 当規定の表題は便宜上のもので、この書類の真意に何ら影響を与えるものではありません。 

19.6. コンテストにエントリーした時点で、応募者は Wixの個人情報保護方針および利用規約を受け入れ

て同意したことになり、連邦、州、地域、地元の適用される法律、規定、規則を順守することを約束

したとみなされます。 

19.7. 本規定および関連するコンテスト素材は複数の言語に翻訳されています。コンテスト関連素材を含

んだ公表またはコメント、個人情報保護方針または契約条件および翻訳された本規定の契約条件

に相違または矛盾を見つけた場合には、英語版の規定内容が優先され、照合され、適用されます。 

以上。  

http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use

