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Wixの「Disruptive World」コンテスト 
 

コンテストの公式規則 

 

 サービスの購入の必要はありません。サービスを購入したことによりコンテストの当選確率が上がるわけで

はありません。   

 紛争は拘束力を有する仲裁手続により解決され、クラスアクションによる救済は認められていません。 

 本キャンペーンは、Twitter、Facebookおよびその他のソーシャルメディアからプラットフォームに関してい

かなる支援、推奨や管理も受けておらず、またそれらと一切関係ありません。  

 本コンテストは、スキルを競うコンテストです。 

  

重要事項：本コンテストにエントリーする前に、本公式規則をお読みください。本コンテストに参加することによ

り、本公式規則の拘束を受けることに同意したことになります。 

1. 主催者 本コンテストは、40 HaNamal Street, Tel Aviv, Israelに所在する Wix.com Ltd.（世界の関連会社

と共に、以下「Wix」）が主催します（以下「主催者」）。本コンテストは、Twitter、Facebookや Instagramなど

のソーシャルメディアからいかなる支援、推奨や管理も受けてはいません。  

1. 参加資格 「Disruptive World」コンテスト（以下「本コンテスト」）は、（イ）この種類のコンテストが認められ

ている国に実際に合法的に所在および居住する住民であって、かつ（ロ）参加時にその居住国の成人年

齢に達している方のみご参加いただけます。Wix、その親会社、関連会社、子会社、広告代理店、販売店

およびその他の賞品サプライヤーの従業員や、取締役、役員、それらの近親者や同居人は、本コンテス

トの参加資格は有しておらず、また当選することもできません。参加が法律で禁じられている場合は無効

となります。  

2. エントリー可能期間 本コンテストは、2017年 1月 31日の深夜零時（米国東部標準時）から開始し、2017

年 2月 8日の午後 11時 59分（米国東部標準時）に終了します（以下「エントリー可能期間」）。  

3. 参加方法    

3.1. 本コンテストに参加して賞品（以下第 6条に定義）を獲得するには、 

3.1.1. Wixの Big Game延長版コマーシャル（Wix広告）をウェブサイト（[ https://youtu.be/fm0niWTJRDs ]）

で視聴し、以下のいずれか 1 つの方法を行い、参加者のハッシュタグ付きツイート（以下に定義）また

は参加者の FB コメント（以下に定義）で Wix広告を共有しなければなりません。  

3.1.1.1. 以下の指示に従い、次のハッシュタグ付きのツイート（[ http://www.wix.com/disruptiveworld/big-

game-contest-ja ]にあるコンテスト用ウェブサイト（以下「キャンペーンサイト」）にも記載されています）

に記入してそれを送信する。  

「 さ あ @WixJp! フ ィ リ ッ ク ス に は  _____________ が お 勧 め  [https://youtu.be/fm0niWTJRDs] 

#DisruptiveWorld #SB51（以下「ハッシュタグ付きツイート」） 

ハッシュタグ付きツイートは、次の手順に従い記入してください。（イ）空白の部分に、フェリックスが次

に手がける架空のビジネスについての面白くかつユニークなアイディアを記入して、（ロ）「@Wix 

Twitter mention」、ハッシュタグ「#DisruptiveWorld #SB51」および Wix 広告への URL を削除せずそ

のまま残して、（ハ）参加者の自分の Twitter アカウントに記入済みのものをツイート（以下「エントリ

ーツイート」）します。  

https://youtu.be/fm0niWTJRDs
http://www.wix.com/disruptiveworld/big-game-contest-ja
http://www.wix.com/disruptiveworld/big-game-contest-ja
https://youtu.be/fm0niWTJRDs
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3.1.1.2. Facebookのコメント欄に、フェリックスは次に何のビジネスをやるべきかを書き込んで投稿する（以下

「FB コメント」）。FB コメントは、主催者の公式 Facebookページ

（https://www.facebook.com/WixJapan/）（以下、「Wixの FBページ」）上にある記事（以下「本件記

事」）にコメントの形で投稿してください。本件記事へのリンクは、キャンペーンサイトで見つかります。  

3.2. なお、参加するには Twitter または Facebook のアカウントが必要になります。参加の必須条件は、オー

プンで誰でも閲覧できる Twitter または Facebook のアカウントがあることです。Twitter で参加する場合、

本コンテストに関係ない更新・投稿に#DisruptiveWorld のハッシュタグや、#DisruptiveWorld と#SB51 のハ

ッシュタグを組み合わせたものを使用しないでください。Twitter のルールに違反する恐れがあります。参

加者が本コンテストに参加するのに使用できるのは、Twitter か Facebook のいずれかのアカウント 1 つ

のみです。Twitter か Facebook の複数のアカウント（またはその組み合わせ）を使ってエントリーしている

ことが発見された場合、失格になる可能性があります。当選者の決定・確認が行われる前に Twitter また

は Facebook上のエントリーを削除するか、一般の人から見えないように隠した場合、失格となります。 

3.3. 本公式規則に従って上記第 3.1条に規定の手順を正しく踏むことで、本コンテストにエントリー（以下「エン

トリー」）したものとみなされます。エントリーを上記の手順に従わない形で行った場合、本コンテストの参

加資格が失われます。エントリーを行った証拠をあげたとしても、それによって主催者がエントリーを受け

付けた証拠にはなりません。  

3.4. 主催者は、不完全なエントリーや規則に従わないエントリーがあった場合に参加者にそれを通知する義

務を負いません。エントリーを行った証拠は、主催者がエントリーを受け付けた証拠とはなりません。ユー

ザーは、エントリーを作成・送信するのに必要となるインターネットの接続環境、およびソフトウェアやハー

ドウェアを整える責任を単独で負っています（それに関連する費用負担を含みますが、これに限定されま

せん）。 

3.5.  エントリーは本公式規則とキャンペーンサイト上の指示に従って行わなければなりません。そうしない場

合、主催者の単独かつ絶対的な裁量で本コンテスト失格とされる場合があります。エントリーは、エントリ

ー可能期間内に主催者に送信し、主催者が受領することが必須条件となります。Twitter か Facebook の

アカウント（またはその両方のアカウント）から同日に複数のエントリーを行った場合、失格となります。エ

ントリーを「受領」した時とは、上記の指示に従ってユーザーがエントリーの記入を行って自身の Twitter

か Facebookのアカウントに投稿し、最低でもエントリー可能期間にかけてWixがそれを閲覧およびアクセ

スできる状態であり続けることをいいます。エントリーは、エントリーを行った時点の、エントリーが投稿さ

れた Twitter か Facebook のアカウントの正当な所有者が行ったものとみなします。疑義が生じた場合、

当選候補者は、自身がそのアカウントの正当な所有者であることを示す証拠を提出するよう求められる

場合があります。主催者は、複数のキャンペーン、コンテスト、懸賞やその他のプロモーションを同時進行

で進めることがあります。1つのプロモーションにエントリーを行ったことで、その他のプロモーションにエン

トリーしたこととはなりません。 

3.6. エントリーは、本コンテストとお題に関係したものでなくてはなりません。エントリーには次の内容を含めて

はなりません。（イ）性的描写を含むか、不必要に暴力的、民族差別的、人種差別的、性差別的、宗教差

別的、職業差別的、年齢差別的、冒涜的、または卑猥な内容、（ロ）違法な麻薬、タバコ、火器/武器（また

はそれらの使用）、特定の政治スローガン、（ハ）猥褻または不愉快な内容、（二）他者や主催者を含む他

の企業についての誹謗、虚偽、中傷するような発言やそれらを否定するような内容、（ホ）人や団体の著

作権、商標権、プライバシー権、パブリシティー権その他の知的財産権や権利を侵害する内容、（ヘ）識

別可能な人の特徴を載せたりその人に言及すること（その人に通知した上でその同意を取得したり、放棄

書・使用許可書への署名を取得したりせずに）、または（ト）エントリーに適用される法規や利用規約（場合

により、TwitterやFacebookの適用される利用規約を含む）に違反する内容。主催者は、主催者の単独か

つ絶対的な裁量で、上記のいずれかに違反する内容のエントリーを拒絶する権利を留保します。 

https://www.facebook.com/WixJapan/
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3.7. 本コンテストに参加したり賞品を取得する資格を得るのに、ソーシャルメディア上でWixに「いいね」を押し

たりフォローする必要はなく、またWixのサービスの購入注文や料金の支払いを行う必要もありません。そ

のような行動、購入や支払を行ったとしても、当選する確率が上がるわけではありません。 

3.8. 主催者は、主催者が適当と認める場合、主催者の単独かつ絶対的な裁量で、その他の理由・事情を問

わず、これらの規則に従わないエントリーを本コンテストから除外する（失格とする）権利を留保します。 

4. 当選者の決定 本コンテストの当選者（以下「当選者」）は 1 名で、Wix の従業員で構成された審査員団

が、審査員団の単独裁量で、そのエントリーの創造性（33%）、ユーモア（33%）および独自性・オリジナリテ

ィ（33%）を評価して選出します。主催者は、主催者の単独裁量で、2 人以上の当選者を選出するか、評価

基準を満たして本公式規則に則った十分な数の有効エントリーがなかった場合は賞品を贈呈しないこと

とする権利を留保します。例えば同点だった場合、主催者は更に賞品を贈呈する権利を留保します。賞

品は、1人につき最大で 1つまでです。  

5. 当選者の通知および賞品の受取   

5.1. 主催者は、2017年2月13日の午後11時59分（米国東部標準時）までにエントリー可能期間内

に受け付けた適格なエントリーすべてに目を通し、当選候補者を選出および公表（ソーシャルメディアのWixの

公式アカウント上での発表を含みます）します。当選候補者にはメールでお知らせします（メールが利用でき

る場合）。また、（イ）Twitterからエントリーを行った場合で、当選候補者がTwitter上のWixのフォロワーであっ

た場合は、確認のためにTwitterのダイレクトメッセージ（DM）を通じてその者に連絡します。当該DMへの返信

は、DMが初めて送信された日から3暦日（週末や祝日もカウントします）以内に必ず行うようにしてください。

（ロ）Twitterからエントリーを行った場合で、当選候補者がWixのフォロワーではない場合は、Wixはその者へ

ツイートすることで連絡し、3暦日（週末や祝日もカウントします）以内にWixをフォローすることを求めます。そ

うすることで、確認のためにその者にDMを送信できるようになります（その場合、上記（イ）の内容が適用され

ます）。Facebookからエントリーを行った場合は、Wixは、エントリーを行った当選候補者のFacebookアカウント

を通じて当選候補者に連絡します。当選候補者は、Wixが指定する指定期間内に、Wixが更に行う指示のす

べてに従う必要があります。指定期間内に指示されたことを行っていただけない場合は失格となる場合があ

り、その際は他の者が当選候補者として選出されます。FacebookやTwitterの能動的または受動的なフィルタ

リング機能、参加者のアカウントの設定、またはアカウント上のDMやFacebookのメッセージを受取る空き容

量の不足によりFacebookのメッセージやTwitterのツイート・DMを受信することができなかったとしても、Wixは

一切責任を負いません。TwitterのDMやFacebookのメッセージが送信不可能で戻ってきてしまった場合は失

格扱いとなり、その際は他の者が当選候補者として選出される場合があります。 

5.2. 主催者は、本公式規則の解釈や本コンテストの運営につき完全な裁量権を有しています。主

催者による当選者の選出・決定は、最終的なものです。 

5.3. 各当選者は、賞品を受け取る資格を有することに関する宣誓供述書、免責書および賞品受

取合意書（「賞品受取合意書等」）に署名し、通知で指定された期間内に返信することが求められる可能性が

あります。当選候補者が、賞品受取合意書等や主催者が求めるその他のフォームを指定期間内に提出しな

かった場合、主催者の単独裁量でそのエントリーは失格となる可能性があります。    

6. 賞品および価値   

6.1. 主催者は、スマートフォン（概算小売価格（以下「ARV」）で合計686.631米ドル相当）を賞品と

して授与します。   
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6.2. 主催者は、主催者の完全な裁量で、当選者に賞品のARVを支払うか、同等以上の価値を有

する代替賞品（またはそのバウチャー）を授与する権利を留保します。 

6.3. 賞品を譲渡することはできず、また現金への換金や同等品・代替品への交換は認められま

せん。ただし、主催者が単独かつ絶対的な裁量でそれと反対の決定をした場合は除きます。本公式規則に

規定されていない賞品に関する詳細はすべて、主催者がその単独かつ絶対的な裁量で決定します（変更さ

れる可能性があります）。賞品はすべて「現状有姿」で授与され、明示的か黙示的かを問わず、主催者はい

かなる種類の保証も行いません。主催者は、賞品に関して、いかなるプライバシーポリシーやサービス利用

規約にも拘束されず、ライセンスや保証も付与しません。当選者は、賞品のメーカーや元の発行者にのみ賞

品の保証を求めるようにしてください。当選者は、連邦（国）、州（都道府県）および地方の税金のすべて、なら

びに賞品に関係するあらゆる費用や経費につき単独で支払う責任を負っています。賞品のARVは主催者が

利用できる情報に基づいており、法律の要件に従い税務目的で税務報告される場合があります。当選者は、

賞品が授与される前に、税務報告のため、有効な社会保障番号や納税者番号を主催者に通知・提出するこ

とが求められる場合があります。受け取る賞品の実際の価値につき、国税庁（IRS）のフォーム1099を当選者

名で発行する可能性があります。賞品の受け取り請求を行わなかった場合、受け取る権利を放棄したものと

みなされます。  

7. プライバシーおよび本コンテストに関する連絡  

本コンテストの期間中に参加者から収集した個人情報は、主催者のプライバシーポリシー

（http://www.wix.com/about/privacy）および利用規約（http://www.wix.com/about/terms-of-use）に従いま

す。ユーザーは、本コンテストにエントリーすることにより、主催者、第三者の立場にあるベンダーや広告代理

店が、賞品の授与を行うのにユーザーの個人情報（当選者のメールアドレスを含みます）を使用する可能性

があり、主催者やその広告代理店が当該目的のためにユーザーの情報を使用することにつきユーザーは明

示的に同意したこととなることを理解しています。   

8. エントリーライセンスおよびパブリシティー権  

8.1. ユーザーは、本コンテストに参加することにより、主催者やその株主およびライセンシー（以

下「被承認者」）が、オンラインチャネル上、オンラインの広報チャネル上その他において、Wix または第三者

が支配しているか否かを問わず（ソーシャルメディアを含みますが、これに限定されません）、また、ユーザー

の事前の承認または同意を要することなく、（A）プロモーション目的、（B）本コンテストに関連するその他一切

の目的（ユーザーのエントリー（またはその一部）の複製、頒布、表示および派生作品の作成、また、本コンテ

ストのエントリーに触れたソーシャルメディア上の投稿、Wixのウェブサイト（www.wix.com）上での公開、Wixの

ソーシャルメディアアカウントまたはその他のメディアを通じて行う場合を含みますが、これらに限定されませ

ん）で、（イ）ユーザーのエントリー情報またはその一部の情報、（ロ）ユーザーの氏名、ユーザー名、画像、音

声、ソーシャルメディアの ID や肖像、および本コンテストに関してユーザーが行ったその他の説明、伝達内容

やコメント（ユーザーが提供または送信したものや、エントリーに使用した Facebook または Twitter のアカウ

ント上で公に利用できるものに限られます）（以下、総称して「参加者資料」）、ならびに Wix 作成資料（以下に

定義）に含まれる可能性があるものを何らかの媒体（現在知られているか、将来開発されるもの）上で使用

（表示、編集、変更、複製、頒布、放送、出版、行使および派生作品の作成（該当する場合）を含みますが、こ

れらに限定されません）することにつき、無制限、取消不能、永続的、世界規模、サブライセンス設定可能、

非独占的、ロイヤリティフリーのライセンスを付与することになります。上記のライセンスは、ユーザーがエント

リーに関して主催者に付与したその他のライセンスに加えて付与されるものであり、それらを減ずるものでは

ありません。 

8.2. 上記の第 8.1条の有効性を害することなく、本コンテストの当選者は、賞品の受領および使用

に関して、被承認者による撮影、記録、インタビューや写真撮影（以下「Wix 作成資料」）を受ける可能性があ

http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/terms-of-use
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ります。なお、形式を問わず、Wix作成資料に関する世界中のすべての権利、権原および利益（著作権および

その他の知的財産権を含みます）は、主催者が独占的に保有するものとします。 

8.3.  なお、いずれの被承認者も、時期や期間を問わず、いかなるオンライン上のチャネル上にお

いてもユーザーのエントリーを宣伝・公開、または当選させる義務を一切負いません。それらはすべて、主催

者の完全な裁量に従い行われます。   

8.4. 被承認者のウェブサイトまたはその他のチャネル上にエントリーを表示または公開することに

より、その他上記の通りに使用することにより、ユーザーが当選者として選出されることを示すものでも当選

者として選出される可能性が高いことを示すものでもありません。被承認者は、当該使用につき、更に対価を

支払い、承認を求める必要はありません。  

8.5. ユーザーは、エントリー中のユーザーの人格権を侵害することとなる行為を主催者が行うか、

不作為によりそれを侵害することとなることに同意します。また、ユーザーはここに、ユーザーが上記の内容

につき保有するであろう人格権、芸術的権利、プライバシー権、パブリシティー権または同種の権利を明示的

かつ撤回不能な形で放棄します。また、ユーザーは、法律が許容する最大限の範囲で、被承認者が本条に

規定のユーザーの参加者資料やWix作成資料を使用したことに起因するあらゆる責任、法的責任、訴えおよ

び要求から被承認者を免除および免責します。 

8.6. 主催者の求めに応じて、各参加者は、本コンテストにつき、本条に定められている通り、被承

認者が参加者資料（またはその一部）を複製、頒布、表示および派生作品の作成することを承認する署名済

みのライセンス契約を（主催者から要求があり次第 7暦日以内に）提出する準備をしておかなければなりませ

ん。ライセンス契約は、主催者が提供する書式または主催者が満足する書式で作成しなければなりません。

求めに応じて当該ライセンス契約を提出しない場合、本コンテストの期間中随時失格となり、当選者が提出を

拒否する旨を通知した場合は、代わりの当選候補者が選出される可能性があります。 

9. 知的財産権  

本コンテストの本公式規則、プロモーションサイト、関連するウェブサイト、コンテンツおよびコードはすべて、

主催者または承認された第三者の財産です。所有者の明示的な書面による同意なしにこれらの資料、関連

する商標権やその他の知的財産を複写または使用することは、厳格に禁じられています。 

10. 免責  

10.1. 本コンテストに参加することにより、ユーザーは、著作権や商標権の侵害、虚偽の推薦、名

誉・信用毀損、誹謗中傷またはパブリシティー権もしくはプライバシー権の侵害、エントリーまたは本コンテス

トに関するその他の通信を削除したことまたは保存しなかったこと等（これらに限定されない）に関して、ユー

ザーが本コンテストに参加したことにより直接的または間接的に起因または関連するあらゆる種類の訴え、

法的責任、費用、損失、損害または傷害から、Facebook Inc.、Twitter Inc.、主催者、それらの親会社、子会社、

代理店、販売店、ライセンサー、ライセンシー、代表者、弁護士、賞品提供者、広告代理店、ならびにそれら

の取締役、役員、従業員、代理人、後継人または譲受人（以下「被免責者」）の責任を免除することに同意し

ます。  

10.2. ユーザーは、以下のことに同意します。（イ）被免責者は、本コンテスト（賞品を含みます）に関

して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も行わず、また責任も負わないこと。（ロ）被免責者は、その

他の者または団体（プロモーションサイトのユーザーを含みます）による違法行為または被免責者の支配を

超えるあらゆる事由に起因する傷害に関して責任または法的責任を負わないこと。（ハ）被免責者は、エント

リーの損失、遅延、盗難、歪曲、未送信または誤送信、また、不適当、不正確または不完全なエントリー情報
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に関して責任を負わないこと（それが参加者、機器もしくは技術的な問題、または人的過誤、技術的故障また

は誤作動に起因するかは問いません）。  

10.3. ユーザーは、被免責者が、本コンテストに関して、技術的、コンピューター、ネットワーク、誤植、

印刷、人的過誤またはその他の誤り（本コンテストの運営、エントリーの処理、本コンテストの関連資料に表

れる誤謬、および広告、本公式規則、当選者の選出や発表中の誤り等を含みますが、これらに限定されませ

ん）につき責任を負わないことに同意します。  

10.4. 被免責者は、エントリーの運営、送信、通信回線の障害、盗難、破壊、不正アクセスまたは改

変による過誤、欠落、中断、削除、欠陥または遅滞につき一切責任を負いません。被免責者は、電話回線、

ケーブル、衛星、ワイヤレス通信、インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）もしくは通信回線、コンピュー

ターシステム、サーバー、プロバイダー、コンピューター機器、ソフトウェア上の問題または技術的な故障、ま

た、ワイヤレス機器の故障、ワイヤレスサービス上の問題、携帯電話基地局の故障や、技術的問題、インタ

ーネットやウェブサイトの回線の混雑またはワイヤレスサービスの輻輳によるメールやエントリーの送信不能

（またはそれらの組み合わせ）によるあらゆる問題または技術的な問題（本コンテストへの参加または資料の

ダウンロードに関連または起因する参加者や他の者のコンピューターへの損傷や損害を含みます）に関して

一切責任を負いません。 

10.5. また、ユーザーは、カリフォルニア民事法典第 1542 条（以下「第 1542 条」）に基づく権利、な

らびに適用される可能性がある同様の州、地方公共団体または地域の法令に基づく権利は、ここに明示的

かつ永続的に放棄されることを理解し、同意します。第 1542 条には、次の規定があることを了解します。「一

般的な責任免除は、免責書に署名した時に、債権者が知らないか、存在するとは思わず、債権者がそのこと

につき知っていた場合は債務者との和解に重大な影響を与えていたであろう債権者に有利な請求権には適

用されないものとする。」 

10.6. 主催者の求めに応じて、各参加者は、本条に定められている通り、Wix およびその被承認者

が当該エントリーを使用することを承認した、署名済の免責書または同意書を（主催者から要求があり次第 7

暦日以内に）提出する準備をしておかなければなりません。免責書はすべて、主催者が提供する書式または

主催者が満足する書式で作成しなければなりません。求めに応じて当該免責書を提出しない場合、本コンテ

ストの期間中随時失格となり、代わりの当選候補者が選出される可能性があります。なお、上記の通りに主

催者が免責書を要求したことをもって、またはそれを要求しなかったことをもって、（イ）本公式規則に基づく主

催者の権利またはユーザーの引き受けを放棄したこととはならず、また（ロ）ユーザーのエントリーが本公式

規則または適用法規を遵守したことの表明またはその信念を示唆するものでもありません。 

11. 参加者の表明、保証および補償  

ユーザーは、本コンテストにエントリーを送信することをもって、以下のことを表明、保証、引受および同意し

たことになります。  

11.1. ユーザーは、本公式規則を熟読し、理解し、かつそれを完全に遵守していること。  

11.2. ユーザーは、本公式規則に同意および拘束され、本コンテストに参加する権利および法的地

位を有すること。  

11.3. ユーザーは、直接的か間接的かを問わず、ユーザーの本コンテスト、本コンテストに関わる活

動、エントリーへの参加や準備、賞品（またはその一部）の受領、保有、品質もしくは使用（それらに関連する

活動、Wix 広告またはプロモーションサイトの使用または誤用を含む）により発生（それが全体としてまたは一

部が原因となって発生したかを問わない）する、あらゆる傷害、損失、死亡または損害に関するあらゆる訴え、
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要求、損失、約束、訴訟原因や法的責任から被免責者を補償、免責および完全に責任免除することにつき同

意します。また、ユーザーは、本公式規則を合意するにつき行った表明、保証または誓約に違反した限りに

おいて、あらゆる第三者の訴えから被免責者を補償し、免責することに同意します。 

11.4. ユーザーは、エントリーに関して、ならびに主催者が当該エントリーを本公式規則の通りに使

用または公開した結果につき単独で責任を負うこと。 

11.5. エントリーの作成者はユーザーであり、あらゆる権利および権原を保有し、本公式規則を遵

守し、主催者が本公式規則に従ってそのエントリーを使用できるようにすること。  

11.6. ユーザーのエントリーは、いかなる人または団体のプライバシー権、所有権、パブリシティー

権またはその他の知的財産権やその他の権利を侵害せず、将来侵害することもないこと（なりすましにより、

または Twitterや Facebookで複数のアカウントを開設することによる場合を含みますが、これらに限定されま

せん）。  

11.7. エントリーは、本公式規則、ならびに適用される連邦（国）、州（都道府県）および地方公共団

体の法律、規則および規制（Twitterや Facebookの関連ガイドラインおよびルールを含みますが、これらに限

定されません）に違反しないこと。 

11.8. 本コンテストで賞品を獲得した場合、 

11.8.1. 主催者に完全に協力し、インタビュー（主催者が求めた場合）を受ける用意をし、主催者がそれ

に関して必要となるであろうユーザーのエントリーの全部または一部の要素に関する情報および

それへのアクセスを提供します。   

11.8.2. ユーザーは、主催者の合理的な求めに応じて、ユーザーのエントリーに関する更なる詳細情報

を主催者に提供することを約します。  

11.9. ユーザーは、本コンテストで何らかの賞品を獲得した場合、居住地域に適用される法規に従

い、すべての連邦、州や地方税を支払い、また、本公式規則に明示的に記載されていない賞品に関する手

数料、費用およびその他の料金を支払う単独責任を負うことに同意します。ユーザーは、賞品が授与される

前に、税務報告のため、有効な社会保障番号や納税者番号を主催者に通知・提出することが求められる場

合があります。受け取る賞品の実際の価値につき、国税庁（IRS）のフォーム 1099 をユーザー名で発行する

可能性があります。 

12. 中断、変更、中止  

12.1. 主催者が、自然災害、主催者に関係しない人的その他の妨害等、その支配を超える事由

（DDos 攻撃、ボットやスクリプトによる攻撃、プロモーションサイト、Wix 広告、Wix の Twitter アカウント、

Twitter Inc.、Facebook Inc.や WixFBページへのアクセスをクラッシュまたは著しく阻害する大量のデータの送

信を含みますが、これらに限定されません）および/または政府の行為（以下、それぞれを「不可抗力」事由）

により本コンテストを継続させることが困難となった場合、主催者は、本コンテストを変更、中断または中止す

る権利を有するものとします。また、主催者は、本公式規則および適用法を遵守するために、または主催者

の単独裁量で合理的に必要になった場合、本コンテストを中断、変更または中止することができるものとしま

す。  

12.2. 主催者は、本コンテストが中止された場合、主催者の単独かつ絶対的な裁量で、当該中止前

に受領したすべての適格なエントリーの中から当選者を選出することができるものとします。 
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13. 改ざん  

主催者は、本コンテストの正常な運営を改ざんまたは弱体化させた個人を失格とすることができ、また、法律

で許容される最大限の範囲で、当該個人に対して損害賠償請求権（弁護士費用の請求を含みます）およびそ

の他の救済手段を行使する権利を留保します。 

14. 準拠法、責任制限  

本公式規則は、米国のニューヨーク州法を準拠法とし、それに従い本コンテストおよび本公式規則に関する

あらゆる問題を解決するものとします。また、その他の州法・地方の法令の適用に影響を与える法律の選択

または抵触法の原則は勘案しないものとします。  

本コンテストに参加することで、適用法が許容する最大限の範囲で、以下の事由につき同意したことになりま

す。（イ）いかなる訴えも、第三者または自己が実際に負担した費用（もしあれば）を超えないものとし（それは

10 米ドルを超えない）、弁護士費用の支払または補償には応じられないこと、（ロ）いかなる場合においても、

懲罰的、付随的、結果的または特別的損害賠償、逸失利益の回復やその他の損害賠償、損害賠償額を増

幅させる権利を行使することは認められないこと、ならびに（ハ）衡平法上の救済を求める権利を撤回不可能

な形で放棄すること。法管轄権によっては責任の免除または制限が認められておらず、上記の規定がユー

ザーには適用されない可能性があります。   

参加者は、本コンテストへの参加は、参加者の自己の判断と危険で行うことを理解および同意します。参加

者は、本コンテストや賞品のいかなる要素の信頼性、適時性、可能性や性能に関しても主催者は一切表明

または保証を行わないことを理解します。主催者、その親会社、子会社、関連会社、広告代理店、ならびに

それらの役員、取締役、従業員、代表者および代理人は、本コンテストに関連する情報または資料へのアク

セスまたはダウンロードにより被るコンピューターシステムの破損またはデータの逸失に関して一切責任を負

いません。 

主催者は、本コンテスト、または参加者が Facebookか Twitterを通じて適時にエントリーを送信、通知を受信

し、主催者と連絡する環境に影響を与える可能性がある Facebook や Twitter の変更やそれを利用できない

状況（主催者が本公式規則に規定されている通りに本コンテストのために Facebookか Twitterを利用する際

の制限や条件等も含まれます。主催者は、当該状況を受け入れることはできませんが）につき一切責任を負

いません。このような場合、主催者は、主催者の単独裁量で、本コンテストを中止または変更することができ

るものとします。ユーザーの Facebookや Twitterの利用は、Facebookや Twitter（場合により）が定める利用

規約に従います。  

15. 強制力のある仲裁手続、クラスアクションによる救済なし  

法律で許容される最大限の範囲で、本コンテストに関するユーザーと主催者間の紛争（主催者の知的財産

権に関する紛争は除く）は、JAMSが執り行う拘束力を有する仲裁手続に付し、JAMS簡易仲裁規定に従い、

個々の事案につき同手続により最終的な解決を図るものとします。クラスアクションによる救済は認められて
いません。本条は、連邦仲裁法にある「仲裁手続を行う書面による合意」に当たると解釈されるものとします。 

16. 当選者名、本公式規則に基づく請求   

当選者名の通知を受けるには、郵便料金前払いで住所を記載した返信封筒を付けて次の住所に郵送してく

ださい。 

「コンテスト当選者係」Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158（気付：ケー

ラ・クルックス、オペレーション・マネージャー） 
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その際、どのコンテスト当選者リストを請求しているか（つまり、コンテスト名）を明示してください。  

   雑則  

16.1. 本公式規則または賞品受取合意書のいずれかの規定が無効とされたことをもって、残余の規定の有

効性が影響を受けることはありません。本公式規則または賞品受取合意書のいずれかの規定が執行不

可能とされた場合、残余の規定は有効であり続け、また無効の規定は含まれてはいないかの如くに残余

の規定は解釈されるものとします。  

16.2. 主催者が本公式規則の規定を行使しなかったことによりそれを放棄したことにはなりません。  

16.3. 主催者、その親会社、関連会社、子会社、代理店および代表者は、誤字や本コンテスト運営上のそ

の他の誤り（本公式規則の印刷や投稿、当選者の選出や発表、賞品の頒布に関わる誤りを含みますが、

これらに限定されません）につき一切責任を負いません。  

16.4. 本公式規則の曖昧な点につき訴える権利を放棄することに同意します。見出しは便宜のために挿入

されているに過ぎず、本書の趣旨・内容に影響を与えるものとみなしてはなりません。  

16.5. 本コンテストにエントリーすることにより、ユーザーは主催者のプライバシーポリシーおよび利用規約

に合意していることになります。本コンテストに関連する資料、プライバシーポリシー、利用規約、本公式

規則の規定に含まれる表現その他の説明に齟齬または不一致があった場合は、本公式規則が優先され、

それに準拠し、支配されるものとします。 

16.6. 賞品を受け取るために主催者に文書や情報を送信する参加者は、その真正性および正確性につき

責任を負うものとします。 

16.7. 主催者の求めに応じて（特に、本公式規則や現地の法律に違反している疑いあるとき）、参加者は、

身元確認、年齢確認およびエントリーの際に提供した情報の信頼性を確証するため、パスポートの写しを

提出しなければなりません。参加者が、主催者の求めがあってから、誤情報もしくは不完全な情報が提

供されたことが発覚してから、またはその他本公式規則もしくは現地の法規違反があってから 3 営業日

以内に主催者に対してパスポートの写し（スキャン等をして）を提出しなかった場合、主催者は、エントリ

ーを失効させ、当該参加者が本コンテストに参加すること、賞品を獲得すること、および主催者が開催す

るコンテストに何らかの方法で続けて参加することを禁止することができます。 

16.8. 主催者のコンピューター上の時刻が、本コンテストの公式時刻となります。 

以上 

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

