
 

WIX「STUNNING AWARDS」2018コンテスト公式規則 （以下「本規則 」） 
 

● 本コンテストは、どのようなソーシャルメディア・プラットフォームからも何ら支援、支持や管理も
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。参加が法律で禁じられている場合は無効となりま
す。  

 
重要事項：本コンテストにエントリーする前に、本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 

この「Stunning Awards」コンテスト（以下「本コンテスト」）は、40 Namal Tel Aviv 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」または「主催者」）が主  
催および運営します。本キャンペーンは、どのようなソーシャルメディアからも何ら支援、支持や管
理も受けておらず、またそれらと一切関係ありません。 
 
2. 参加資格 

「Wix Stunning Awards」コンテスト（以下「本コンテスト」）には、（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り、（ロ）参加時に18歳以上であ

るか、その居住国の成人年齢に達していて、かつ（ハ）Wixプラットフォームで作成したウェブサ
イトで、それが有効かつ公開され、Wixのプライバシーポリシーおよび利用規約を遵守しているサイ
ト（以下「Wixウェブサイト」）を保有している方（以下「参加者」）のみご参加いただけます。主
催者、その親会社、関連会社、子会社、広告代理店、販売店やその他賞の提供者の従業員、取締役、
役員やそれらの近親者や同居人には、本コンテストの参加資格はありません。参加が法律で禁止され
ている場合、本コンテストは無効となります。  

3. エントリー期間  

応募の受付は、2018年8月13日の深夜零時（米国東部標準時）から開始し、2018年8月20日の午後11
時59分（米国東部標準時）に締め切ります（以下「応募期間」）。  

4. 参加方法 

4.1. 本コンテストでは、下記第5条で定める審査基準に従い、最も創造的で、オリジナリ
ティがあり、目を見張るWixウェブサイトはどれかを決定します。 

4.2.  本コンテストに参加するには、  

4.2.1. 当社の本コンテストのページ（https://www.wix.com/stunningawards/home-jp
）（以下「本コンテストページ」）にアクセスし、ご自身のWixプラット
フォームにログインして、本コンテストに送信したいWixウェブサイトを選択
してください。選択したWixウェブサイトが公開済みでない場合は、公開した
上で本コンテストにご参加ください。  

4.2.2. 本コンテストのウェブサイト上の応募フォーム（以下「応募フォーム」）に
次の情報を漏れなく記入してください。（イ）選択したWixウェブサイトの作
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成者、（ロ）Wixウェブサイトのカテゴリー、（ハ）氏名、（二）メールアド
レス、その他主催者が応募過程で必要となる可能性のある詳細情報。 

4.2.3. 応募を完了するには、本規則に同意し、「送信」ボタンをクリックしてエン
トリーを送信しなければなりません。  

4.3. 本規則に従い、上記で求められている手順に従って送信を完了することで、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
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。当選できるか
どうかは、受け付けたエントリーの数と質によります。 

4.4. なお、参加者の本コンテストへの応募は、本コンテストページからのみ受け付けま
す。  

4.5. 参加者は、応募期間と審査期間（以下に定義）中、本コンテストに応募するWixウェ
ブサイトの形式・様子が、本コンテストへのエントリー時と実質的に同じであるよう
に保たれるようにしてください。 

4.6. 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。参加者は、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。 

4.7. 一度参加者が「送信」ボタンをクリックしてエントリーを送信した後は、エントリー
で送信したご自身の情報を変更することはできません。エントリーは、エントリーを
行った時点の、エントリーを送信したWixウェブサイトの正当な所有者が行ったもの
とみなされます。当選予定のエントリーは誰が行ったかについて争いが生じた場合、
主催者は、当選予定者がそのWixウェブサイトのアカウントの正式な所有者であるこ
とを証明するように求めることもあります。主催者は、主催者の単独裁量で、当選予
定のエントリーの正当な所有者は誰かについて最善の判断を下す権利を有していま
す。各参加者は、法律で認められる最大限の範囲で、主催者が当選予定のエントリー
の正当な所有者は誰かを判断することにつき、あらゆる法的責任、義務、訴えおよび
要求から主催者を免責、免除および解放するものとします。主催者は、複数のキャン
ペーン、コンテスト、懸賞やプロモーション活動を同時に行う可能性があり、本コン
テストページその他で不正確に応募したエントリーにつき責任を負いません。また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
リーしたことにはなりません。 

4.8. エントリー期間中、主催者は、下記第5.1条の規定に従い選定した、参加者の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掲載した公開ギャラリー（
https://www.wix.com/stunningawards/home-jp/showcase）（以下「ギャラリー」）を
開設する可能性があります。ギャラリーの設計は主催者の単独裁量で行われ、主催者
がギャラリーに掲載することにした、当該参加者のWixウェブサイトのホームページ
のスクリーンショットが載せられます。ギャラリーでは、（イ）Wixウェブサイトの
所有者の氏名（応募フォームに記載されているもの）、（ロ）参加者のWixウェブサ
イトへのリンク、（ハ）ホームページのスクリーンショットのサムネイル画像、
（二）各Wixウェブサイトを紹介する一般的な紹介文、および（ホ）主催者が適当と
認めるその他の内容が掲示されます。本規則の内容や主催者の何らかの行為により
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ギャラリーにWixウェブサイトを掲載する義務が発生することはなく、またそれを約
束するものでもありません。ギャラリーに掲載されるWixウェブサイトは、Wixの単独
裁量で、本コンテストの期間中掲載され続けるか、より短期または長期の期間掲載さ
れる可能性があります。 

4.9. 主催者が選定し、ギャラリーに掲載されるWixウェブサイトには、「Wix Stunning  
Awards Finalist」バッジ（以下「バッジ」）が贈られ、Wixウェブサイトのホームペー 
ジ上にそれが表示されます（それらはすべて、下記第5.1条および第5.3条に従いま
す）。ギャラリーは、誰でも見られるように公開されます。  

4.10. 各参加者は、参加者が保有するWixウェブサイトそれぞれにつきエントリーを1回のみ
行うことができます。  

4.11. 本コンテストのエントリーは、（イ）性的描写を含むか、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）アルコール、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）他の人や会社について
の誹謗、虚偽、またはそれらを中傷するような内容、（ホ）適切なライセンスや同意
を得ることなく、他者が保有する著作権、ロゴやトレードドレス（独特のパッケージ
や建物の外装・内装など）を含む内容、（へ）他の人や団体の名前や画像を使用した
り、その人に説明した上で同意を取得することなしにその人を識別できる形でその特
徴を述べたり言及したりすることにより、それらの者または団体の権利を侵害するよ
うな内容、（ト）他者の著作権で保護された資料（写真、彫刻、絵画、その他の芸術
作品や、ウェブサイト、テレビ、映画やその他の媒体で公開された画像を含みます）
を無断使用することで著作権を侵害するような内容、（チ）主催者を誹謗中傷または
その名誉を棄損したり、評判を貶めたりするようなコンテンツ、あるいは（リ）当該
エントリーに適用される法律や法的規約（ソーシャルメディアのプラットフォーム、
または参加者がそのWixウェブサイトを共有することにしたプラットフォームに適用
される利用規約やガイドライン、（場合により）を含みます）に違反するような内容
を含んではならず、またそのような内容を含む商品やサービスを販売に供してはなり
ません。 

4.12. 本コンテストに参加したり、賞（以下に定義）を取得する資格を得たりするのに、
ソーシャルメディア上でWixに「いいね！」や「高評価」を押したりフォローしたり
する必要はなく、また参加料を支払う必要もありません。そのような行動や支払いを
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。 

4.13. 主催者の求めに応じて、参加者は、身元や年齢確認のため、そして応募する際に提供
した情報の信頼性を担保するため、運転免許証やパスポートの写し、その他主催者が
法令を遵守のための確認を行うのに必要となる書類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3営業日以内に主催者に対してそのような書類を提
出しなかった場合、エントリーの際に誤情報または不完全な情報が提供された場合、
その他本規則または法律に違反した場合には、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（その方法は問いません）、および主催者が
開催するその他のプロモーションに参加することを禁止することができます。  

4.14. 主催者は、主催者が適当と認めた場合、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
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る（失格とする）権利を留保します。  

5. 当選者の決定 

5.1. 本コンテストの当選者（以下「当選者」）は最大3名とし、下記の賞が授与されます。
審査プロセス・基準は、以下の通りです。（イ）主催者の従業員や代表者で構成され
る一次審査員団がすべてのエントリーから当選候補者リスト（「優秀者リスト」）を
作成します。優秀者リストにリストアップされた参加者にはバッジが贈られ、ギャラ
リーに掲載されます。（ロ）次に、主催者の従業員や代表者で構成される二次審査員
団が、一次審査員団が作成した優秀者リストの中から絞り込み、最高3名の当選者を選
出します。 

5.2. 当選者の審査基準（以下「審査基準」）は、Wixウェブサイトの見事さ（つまり、構
成、デザインおよびレイアウトの見事さ）（34%）、Wixウェブサイトデザインのオ
リジナリティ（33%）、Wixウェブサイトの創造性・クリエイティブな程度（33%）
で、各審査員はそれぞれ自己の単独裁量で判断を行います。同点の場合には、オリジ
ナリティのカテゴリーで最も評価が高かった方が当選者となります。参加資格を確認
し、本規則を遵守していることが確認できることを条件として、当選予定者は、コン
テストの正式な当選者（以下「当選者」）として発表されます。  

5.3. 一次審査員団は、2018年8月13日の深夜零時（米国東部標準時）の時点からエント
リーの審査を開始し、優秀者リストにリストアップされる参加者を選出します。2018
年8月13日の深夜零時（米国東部標準時）から2018年8月26日の深夜零時（米国東部標
準時）にかけて（以下「審査期間」）、二次審査員団は、一次審査員団が作成した優
秀者リストを審査し、上記第5.1条および第5.2条に記載されている方法で当選者を選
出します。優秀者リストに選出された各参加者は、審査期間中、優秀者リストにリス
トアップされ、ギャラリーに掲載されたことをメールで知らされ、また参加者のWix
ウェブサイトのホームページにバッジを表示する方法についての指示を受けます。な
お、エントリーが具体的に審査期間のどのタイミングで審査されるのかを保証するこ
とはできないため、参加者が送信して審査が開始されてからWixウェブサイトに修正
を加えても、審査員がそれを見ることはなく、また主催者は、その点につきいかなる
保証も行いません。 

5.4. 主催者は、基準を満たし、本規則を遵守した有効なエントリーが十分に集まらなかっ
た場合、またはその他主催者の単独裁量で、3名よりも少数の当選者を選出するか、賞
を授与しないこととする権利を留保します。  

6. 賞  

6.1. 主催者は、各当選者のために、各当選者のビジネスおよびニーズに合わせたオンライ
ンキャンペーン（以下「賞」）を実施します。賞の授与はすべて、本規則の条件に従
い、また主催者の単独裁量で行われます。賞の概算小売価格（ARV）は、最大25,000
米ドルです。  

6.2. 主催者は、選択した賞のキャンペーン中、当選者の体験に焦点を当てた舞台裏ビデオ
（以下「ドキュメンタリー」）を制作する権利を留保します。 

6.3. 賞はすべて「現状有姿」で授与され、明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保
証も行いません。主催者と被免責者（以下に定義）は、性能、品質や特定目的適合性
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の黙示の保証、また賞の実施やドキュメンタリーの制作によりある結果が確保される
ことの黙示の保証を行うことを、明確に排除します。  

6.4. 賞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を許可した場合は除きます。
賞の授与とドキュメンタリーの制作に関するすべての側面、および本規則に明記され
ていない賞に関するその他の詳細（タイムラインを含みますが、これに限定されませ
ん）については、主催者の唯一かつ絶対的な裁量で決定します。主催者の誠実な努力
にもかかわらず、主催者の支配を超える状況や、賞が不当に高価または実施困難にな
るような予算その他の制約（主催者や当選者に課される制約を含みますが、これに限
定されません）により、本規則で企図されている賞が取り消される場合があります。
主催者は、主催者の単独かつ絶対的な裁量で、賞をより価値の低いものまたは高いも
のに取り換える権利を留保します。 

6.5. 当選者は、居住地域に適用される法規に従い、すべての連邦（国）、州（都道府県）
や地方税を支払い、また、主催者が本規則で明示的に規定していない賞に関する手数
料、費用およびその他の料金を支払う責任を単独で負います。各当選者は、賞が授与
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、その他個人を特定
するための詳細情報を主催者に通知・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。  

7. 当選者の通知および賞の受取 

7.1. 主催者は、主催者の裁量で、2018年9月3日前後に当選候補者の発表を公に行い（Wix
の公式ソーシャルメディアアカウントやその他の関係チャネル上での発表を含みま
す）、当選候補者にはメール（利用できる場合）または主催者がその裁量で適当と考
えるその他の方法で通知します。 

7.2. 主催者は、本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。
また当選者の選出は、審査員の裁量に完全に委ねられています。主催者による当選者
の選出・決定は、最終的なものです。 

7.3. 当選予定者は、主催者から当選予定者への通知中で定める期間内に、主催者のすべて
の指示に従うことが求められます。  

7.4. 主催者は、当選予定者の受賞資格および本規則の遵守状況を確認するため、バックグ
ラウンドチェック（参加ウェブサイト上で販売および/または販売促進されている商品
やサービスの試用を含みますが、これに限定されません）を行う場合もあります。エ
ントリーを行うことで、ユーザーは、当該バックグラウンドチェックに合理的に協力
することに同意したことになります。バックグラウンドチェックにより、当選予定者
が本規則に定める要件を遵守していないこと、または主催者の評判もしくは事業を毀
損するような行為を行っていたことが判明した場合（主催者の裁量で判断します）、
当選候補者は失格となり、主催者の裁量で、各賞を次点候補者に授与したり、賞の授
与自体を取り止めたりする可能性があります。  

7.5. 当選者が賞を受け取るには、予め賞を受け取る資格を有することに関する宣誓供述書
（公証人の署名認証を受けたもの）、免責書および賞受取合意書（以下「賞受取合意
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書」）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ます。  

7.6. 当選予定者が、指定された期間内に、（1）主催者の通知または連絡に応答しなかった
場合、（2）賞を受け取らず、また実施しなかった場合、（3）求められた追加情報を
提出しなかった場合、（4）バックグラウンドチェックに協力しなかった場合、（5）
賞受取合意書を適時に提出しなかった場合、（6）その他求められた通りに主催者に協
力しなかった場合は、主催者は、主催者の単独裁量で、当選者を失格扱いにして各賞
を授与することを拒否し、各賞の授与自体を取り止めるか、次点候補者に授与するこ
とを決定する権利を留保します。  

8. プライバシーおよび本コンテストに関する連絡 

8.1. 本規則に明示的に規定されている場合を除き、本コンテストの参加者、および本コン
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お
よび利用規約に従います。 

8.2. 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、本コンテストの管理、賞の授与、マーケティング目的
（例えば、主催者のプログラム、商品、サービスや特別なオファーに関する情報を
ユーザーに提供すること）のために、ユーザーの個人情報（メールアドレスを含みま
す）を使用する可能性があることを理解したことになります。参加者は、主催者、そ
の広告代理店やPR会社が自己の個人情報を利用すること、また審査員がエントリーを
審査および賞の授与・遂行の用に供することに、明示的に同意します。 

9. 肖像権の使用  

9.1. 主催者は、禁止されている場合を除き、またユーザーが事前に同意（電子メールで十
分です）することを条件として、主催者が所有し、運営しているすべてのチャネル上
で、宣伝のため、エントリー、氏名、ユーザー名、写真、ビデオ、音声録音、その他
の肖像、本コンテストに関する通信やコメント（以下、総称して「肖像等」）が見ら
れるようにし、それにつきユーザーの作品であることは紹介しますが、それに対する
支払いは行いません。 

9.2. 各参加者は、主催者の求めに応じて、主催者が求める、エントリーに表示または登場
する人、財産や物の所有者から、本規則に定められている通りに主催者がエントリー
を使用するための権限を付与することを内容とする署名済みの免責書や同意書を、主
催者が求める指定期間内に提出する準備するものとします。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。 

10. 知的財産権 

10.1. 本コンテスト規則、本コンテスト、本コンテストページ、それに関連するプロモー
ションやマーケティング資料、ならびに関連するあらゆるウェブページ、コンテンツ
およびコードは、エントリーを除き、主催者の財産です。主催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、厳格に禁止されています。 

10.2. ユーザーは、エントリーを含むコンテンツ（以下「参加者コンテンツ」）を主催者に
送信・提出することで、参加者コンテンツに対する権利をすべて所有していること、
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または所有していない場合は、必要に応じて、そのような参加者コンテンツのあらゆ
る権利および利益を合法的に使用、公開、譲渡またはライセンス付与するための権
限、権原、ライセンス、同意および権威を有していること（かつ将来にわたって有し
続けること）、またそれが第三者のいかなる権利も侵害していないことを表明し、保
証したことになります。 

10.3. なお、主催者によるエントリーまたは参加者コンテンツの使用または公開は、（イ）
そのようなエントリーおよび/または参加者コンテンツを提出することの事前の同意
（電子メールで十分です）があること、および（ロ）主催者が、それが参加者の作品
であることを表示することを条件とします。ただし、主催者は、特定のオンライン
チャネル上で、または特定のタイムラインおよび期間中に、エントリーを促進または
公開する義務は一切負わないものとし、それについてはすべて主催者の完全な裁量に
委ねられるものとします。  

10.4. 主催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、参加者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。主催者は、当該使用につき、対価を追加で支払ったり、更に承認を求めた
りする必要はありません。  

11. 免責 

11.1. 上記の第10.3条に従うことを条件として、本コンテストに参加することにより、参加
者は、本コンテスト、本コンテストに関係する活動、エントリー、賞の受賞（場合に
より）に直接的または間接的に起因または関連する、あらゆる訴え、要求、法的責
任、費用、損失、損害または傷害（著作権または商標権の侵害、虚偽の推奨、誹謗中
傷、名誉棄損、パブリシティー権やプライバシーの侵害、エントリーその他本コンテ
ストに関連する連絡の記録の未保存の主張や訴えを含みますが、これらに限定されま
せん）から、主催者、その親会社、子会社、関連会社、代理店、販売店、サプライ
ヤー、ライセンサー、ライセンシー、代表者、弁護士、制作会社、広告会社、PR会
社、およびその他の関連するソーシャルメディア・プラットフォーム、それぞれの取
締役、役員、従業員、代理人、後継人および譲受人（以下、総称して「被免責者」）
を永続的に免責することに同意したことになります。  

11.2. 上記の第10.3条に従うことを条件として、参加者は、（イ）被免責者は、本コンテス
ト（賞を含みますが、これに限定されません）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（本コンテストの参加者および当選者を含みます）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、エントリーの紛失、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
故障もしくは誤作動によるものかは問いません）に同意します。 

11.3. 参加者は、適用法、規則および条例を遵守することにつき、被免責者に対して完全な
責任を負うものとします。  

11.4. 参加者は、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
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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、オンラインプラットフォーム、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、賞のクオリティや内容の誤
りや問題などを含みますが、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。  

11.5. 被免責者は、エントリーの扱い、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。 

11.6. 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米国またはカナダの州、地方公共団体または
地域の法令に基づく権利はすべて、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、次のように規定されてい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。」 

12. 参加者の表明、保証および補償 

参加者は、本コンテストにエントリーを送信することをもって、以下の事項を表明、保証、引受およ
び同意したことになります。  

12.1. 本規則を熟読、理解し、かつそれを完全に遵守していること。  

12.2. 本規則に同意および拘束され、本コンテストに参加および登録する権利および法的地
位を有すること。  

12.3. 適用されるすべての法律、規則および規制を遵守しており、また本コンテストに参加
するのに必要となる許可、同意および承認をすべて取得していること。本コンテスト
に参加するのに必要かつ適切な保険契約および保障内容を維持していること。 

12.4. 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（または賞の範囲内の一部）の受領、保有、品質、実
行、利用もしくは誤用、またはそれに関連する活動により発生（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、あらゆる種類の傷害、損失、
死亡または損害に関するあらゆる訴え、要求、損失、約束、訴訟原因や法的責任か
ら、被免責者を補償および免責すること。  

12.5. 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
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たは公開した結果につき単独で責任を負うこと。 

12.6. エントリー（参加者のWixウェブサイトを含みますが、これに限定されません）は参
加者が記入または作成したものであり、また、参加者は、本コンテストに参加し、本
規則を遵守し、主催者が本規則に規定されている通りにそれを使用するのに必要とな
る、完全な権限、権原、ライセンス、同意および承認を有するか取得しており、また
それらを有し続けること。  

12.7. 参加者のエントリー、ならびに参加者のエントリー中に表示されているすべての要素
およびコンテンツは、いかなる人もしくは団体の著作権、商標権、プライバシー権、
パブリシティー権またはその他の知的財産権などの権利も侵害しておらず、さらに将
来にかけて侵害しないこと。  

12.8. エントリーにより、本規則または適用される法律、規則、規制、地方公共団体の条例
に違反せず、また、エントリーには、参加者が居住国で保有、投稿または頒布するこ
とで法律に違反するようなコンテンツ、主催者が本コンテストに関して使用または保
有することが違法となるようなコンテンツや、参加者が拘束される契約上のもしくは
受託者の権利、義務または合意に違反するようなコンテンツが含まれていないこと。  

12.9. 賞に当選した場合、以下の事項を表明、保証および合意します。 

12.9.1. 賞を受賞する資格を得るため、主催者と十分に協力し、インタビューを受け
られるようにし、また、主催者が協力やインタビューなどに関連して必要と
なるエントリーに関する情報（以下「エントリー要素」）を提供し、閲覧で
きるようにするものとします。当選者は、エントリー要素を表示するのに第
三者の同意が必要となる場合、（イ）主催者に対して、そのような同意が必
要となる旨を通知し、（ロ）書面でそのような同意を取得する責任を負うも
のとします。  

12.9.2. 参加者は、主催者に対して、主催者が合理的に提出することを求める個人情
報、履歴やその他の詳細など、エントリーに関する追加情報を提供するもの
とします。  

12.9.3. 主催者の求めに応じて、本コンテストに関してソーシャルメディア上でリン
クを貼ったり、投稿したりしてください。そのような投稿は、（イ）主催者
に関する虚偽または誤解を生むような記述を含んではならず、（ロ）主催者
から提示されたマーケティングのガイドラインを遵守し、（ハ）適用される
すべての法律、規則および規制（連邦取引委員会賞（FTC）の連邦規則集（
16 CFR, Part 255「宣伝において推奨および証言を使用することに関する指   
針」（以下「FTCガイドライン」）に基づき、受領に関して重大な関係を開示
する要件を含みますが、これに限定されません）を遵守しなければなりませ
ん。  

12.9.4. 当選者は、当選したことの秘密を厳守し、また上記第7.1条で規定されている
ように、当選したことが発表されるまで、賞を受賞したことおよび/または当
選者として選出されたことをいかなる第三者にも開示してはなりません。  

12.9.5. 当選者は、賞の遂行、参加者コンテンツや肖像等の使用につき、主催者と協
力して、主催者の求めおよび提示する要件に速やかにかつ完全に応えなけれ
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ばなりません。その要求事項には、例えば、参加者コンテンツまたは肖像等
を特定のメディアやチャネル上で公開および流通させることを制限するこ
と、またそれらをメディアから完全に削除することなどが含まれます。  

12.9.6. 当選者が指定された期間内に第12.9条に定められた事項を遵守できなかった場
合、その他主催者の求めに協力しなかった場合、当選者を失格とし、主催者
の裁量で、賞の授与自体を取り止めたり、賞を次点候補者に授与したりする
権利を留保します。 

13. 中断、変更、中止 

13.1. 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、本コンテスト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）や、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。 

13.2. 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か、賞の授与
自体を取り止めることができるものとします。 

14. 改ざん 

14.1. 主催者は、本コンテストのコンテンツを改ざんしたり、本コンテストの合法的な運営
を阻害したりすることを試みる個人は誰であっても失格させます。 

14.2. 本コンテストに関連するウェブサイトに意図的に危害を加えたり、そのコンテンツや
本コンテストの合法的な運営を妨げたりする試みを行うことは、刑法および民法に違
反している可能性があります。そのような試みを行ったときは、主催者は、その試み
につき責任を負う参加者を失格扱いにし、また、主催者および/またはその代理人は、
法律で許容される最大限の範囲で、その試みにつき責任を負う個人または団体に対し
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。 

14.3. エントリーが、スクリプト、マクロまたはその他の機械的もしくは自動化された手段
によって生成されたものである場合、そのエントリーは、失格となります。  

15. 準拠法  

15.1. 本コンテストおよび本規則に起因または関連する争いは、それが契約上の争いか不法
行為責任を問う争いであるかを問わず、ニューヨーク州法のみを準拠法とし、それに
従い解釈するものとします。また、その他の国の法律または地方公共団体の条例の適
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。 

16. 責任の制限、保証の否認 
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16.1. 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、（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米ドルを超えません）、弁護士費用の支払い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
形で放棄することに同意したことになります。 

16.2. 賞は「現状有姿」で授与され、それにつき、明示的か黙示的かを問わず、また法の作
用その他によるかを問わず、いかなる種類の保証も行いません。主催者と被免責者
は、性能、品質、商品性や特定目的適合性の黙示の保証、また賞の放映により、一定
の金額または水準の収入や所得が得られることの黙示の保証を行うことを、明確に否
認します。  

16.3. 本コンテストへの参加（当選者の場合は、賞の引き受けおよび遂行を含みます）は、
自己の裁量と危険で行うことを理解し、同意します。参加者は、本コンテストや賞の
いかなる要素の信頼性、適時性、可能性や性能についても、主催者および被免責者は
一切表明または保証を行わないことを理解しています。主催者および被免責者は、本
コンテストに関連する情報や資料にアクセスするか、それらをダウンロードすること
で生じるコンピューターシステムの損害やデータの損失につき、いかなる責任も負い
ません。 

17. 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きます）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。 

 
18. 当選者名、本規則に基づく請求 

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。「Contest Winners List（コンテスト当選者リスト）」係、Wix.com, Inc., 500     
Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA 94158（気付： Operations Manager）。 そ           
の際、どのコンテストの当選者を知りたいのか（つまり、コンテスト名）を明示してくださ
い。本規則の写しを受領したい場合、応募期間終了前に、郵便料金前払いで住所を記載した
A4サイズの返信封筒を付けて次の住所に郵送してください。「Contest Official Rules（本コン  
テスト公式規則）」係、Wix.com, Inc., 500 Terry Francois Blvd, 6th floor San Francisco, CA           
94158（気付：Operations Manager）。その際、どの公式規則を請求しているのか（つまり、 
コンテスト名）を明示してください。米国バーモント州の住民が公式規則の写しを請求する
場合は、返信封筒に切手を貼付する必要はありません。 

 
19. 雑則 

19.1. すべての参加者は、本コンテストに参加することに関して負うあらゆる費用（イン
ターネットのアクセス費を含みますが、これに限定されません）を負担しなければな
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りません。 

19.2. 賞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。 

19.3. 本規則の何ら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。本規則の何ら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いなかったかの如くに残余の規定は
解釈されるものとします。主催者が本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。 

19.4. 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。 

19.5. 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。  

19.6. 本コンテストに参加することにより、Wixのプライバシーポリシーおよび利用規約に
合意し、また適用される連邦（国）、州および地方（都道府県）の法律、規則、規制
および条例の一切を遵守することを合意および承諾したことになります。 

19.7. 本規則および本コンテストの関連資料は、複数の言語に翻訳されています。本コンテ
ストの関連資料、プライバシーポリシー、利用規約、本規則の規定に含まれる開示内
容その他の説明の英語版と他の言語版との間に齟齬または不一致があった場合には、
本規則の英語版が優先され、それに準拠し、支配されるものとします。 

以上  
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