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「STUNNING AWARDS」コンテスト規則（以下「本規則」） 

 

● 本コンテストに参加するのに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本コンテス

トの当選確率が上がるわけではありません。  

● 本コンテストは、ソーシャルメディア（TwitterやFacebookを含みますが、これらに限定されません）からいかな

る支援、推奨や管理も受けてはおらず、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 

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」）が主催します。本キャンペーンは、Twitter、Facebook、Instagram

およびその他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、販売店その他賞の提供者の従業員や、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。   

3. エントリー期間 

エントリー（応募）は、2017年3月8日の深夜零時（米国東部標準時）から開始し、2017年3月16日の深

夜零時（米国東部標準時）まで受け付けます（以下「エントリー期間」）。  

4. 参加方法 

4.1. 本コンテスト規則は、「Wix Stunning Awards」コンテストのページ（

http://www.wix.com/stunningawards/main-ja（以下「本コンテストのウェブサイト」）でご覧いただ

けます。  

4.2. 本コンテストでは、下記第5.2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、見事（stunning）なWixウェブサイトはどれかを決定します。  

4.3. 本コンテストに参加するには、本コンテストのウェブサイトにアクセスして次のことを行ってくだ

さい。  

http://ja.wix.com/
http://ja.wix.com/about/privacy
http://ja.wix.com/about/terms-of-use
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a) 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

でなければ本コンテストにご参加いただけません。  

  

b) 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、（イ）氏名、（

ロ）メールアドレス、および（ハ）居住国、および主催者が送信プロセス上求める可能

性があるその他の情報を漏れなく記入してください。 

 

c) 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。 

   

4.4. 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。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。  

4.5. すべてのエントリーはエントリー期間内に送信を完了し、主催者が受信し、かつ本規則に定

めるその他すべての要件を遵守することが必須の要件となります。   

4.6. 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。疑義が生じた場合、当選候補者は、自身がそのWixウェブサ

イト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。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。しかし、参加者は、エントリー期間にかけて

Wixウェブサイトを更新することはできます。 

4.7. 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（

http://www.wix.com/stunningawards/main-ja/gallery （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。 

4.8. 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、「2017 Voted Stunning by Wix
」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。   

4.9. 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。  
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4.10. 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、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・内装等）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、あるいは（チ）エントリーに適用され

る何らかの法律や法的条件（参加者がWixウェブサイトを共有することにしたソーシャルメディ

アの利用規約を含みます）に違反するような内容。  

4.11. 本コンテストに参加したり賞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。 

4.12. 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にはなりません。  

4.13. 主催者は、本規則を随時変更する権利を留保します。 

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3名とし、下記第6.1条に記載の賞が授与されます。

選出プロセス・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

ストに記載の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、3名の当選者を選出します。     

5.2. 当選者の選出基準は、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。 

5.3. 一次審査員団は、2017年3月9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。2017年3月16日の深夜零時

（米国東部標準時）から2017年3月22日の深夜零時（米国東部標準時）にかけて（以下「判定

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
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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、判定期間中、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、各エントリーが具体的に判定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、それは審査対象にはなりません。   

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。また、例えば同点だった場合、主催者は複数の者に賞を授与す

る権利を留保します。  

6. 賞  

6.1. 主催者は、各当選者に対して、次の選択肢の中から当選者が選ぶ豪華旅行にご招待します

（以下の金額の制限を受け、また本規則の条件に従います）。 

6.1.1. アーバン・エクスペリエンス（大都市とも表記）： 

当選者と当選者のご友人1名（当選者の選択で）分のニューヨーク市（または同等の市）への往

復航空券（合計で2,000米ドルまで）。3泊4日、5つ星ホテル（2名1室、朝食付）での宿泊（4,500米

ドルまで）。有名シェフが手がけるレストランで、2名分のディナーとワイン（合計で1,200米ドルま

で）。高級デパート（またはそれに相当する店舗）で当選者が使えるお買物券（合計で5,000米ド

ルまで）。本エクスペリエンスを通して使えるお小遣い（2,000米ドルまで）。 

アーバン・エクスペリエンスの合計金額（概算小売価格（ARV）換算）：14,700米ドルまで。  

 

6.1.2. リゾート・エクスペリエンス（リゾートとも表記）： 

当選者と当選者のご友人1名（当選者の選択で）分のモルディブ（または同等のリゾート）への往

復航空券（合計で2,000米ドルまで）。3泊4日、5つ星リゾート（2名1室、朝食付）での宿泊（9,000

米ドルまで）。有名シェフが手がけるレストランでディナー（合計で1,000米ドルまで）。当選者が

使えるスパ利用券（合計で1,000米ドルまで）。本エクスペリエンスを通して使えるお小遣い（

2,000米ドルまで）。 

リゾート・エクスペリエンスの合計金額（概算小売価格（ARV）換算）：15,000米ドルまで。  

 

6.1.3. アドベンチャー・エクスペリエンス（大自然とも表記）： 

当選者と当選者のご友人1名（当選者の選択で）分のフィンランド（または同等の旅行先）への往

復航空券（合計で2,000米ドルまで）。3泊4日、自然豊かなリゾートまたはホテル（2名1室、1食付

）での宿泊（1,600米ドルまで）。スキーリゾートでスキーかスノーボードを楽しめる利用券（機器

のレンタル料とレッスン代込みで、合計で900米ドルまで）。本エクスペリエンスを通して使えるお

小遣い（2,000米ドルまで）。 

アドベンチャー・エクスペリエンスの合計金額（概算小売価格（ARV）換算）：6,500米ドルまで。  

 

（以下、それぞれを、そして総称的に「賞」といいます） 

6.2. 主催者は、選択した賞の旅行中、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。 
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6.3. 賞は、当選者の選択かつ主催者の裁量で、主催者が授与します。当選者および当選者が選

んだご友人は、賞の旅行の催行およびドキュメンタリーの制作に必要となるあらゆる情報や

詳細を主催者に提供し、またそれに関して主催者から合理的に求められるすべての文書に

署名する必要があります。主催者は、賞の旅行を提供するために商業的見地から合理的な

努力を行いますが、主催者や第三者の技術的、交通上、法的、手続的要件やその他関連す

る必要性により、また当選者側の事情や制約により、上記第6.1条で当初定めたエクスペリエ

ンスに大小の変更や調整（旅行先やそれに関連するアクティビティを含みますが、これらに限

定されません）を加えることが必要となる可能性もあります。また、各当選者は、主催者は誠

実に努力を行いますが、上記第6.1条で定めた賞の旅行が、主催者の支配を超える事由によ

り、また賞の旅行の費用が不条理に高くなるか、催行が非常に困難になるようなその他の制

約のため、一切行われなくなる可能性もあることを了解します。各当選者は、上記の結果必

要となる変更を受け入れることを拒否した場合、その者への賞の授与は却下され、次点者に

賞が授与されることとなることを了解し、また当選者は、それに関して被免責者（以下に定義）

に対していかなる訴えも行わないものとします。  

6.4. 賞の旅行は、当選者と調整した上で主催者が予定を決定します。当選者の一人がその時に

参加できなかったときは、その賞は放棄したものとみなされ、次点者が代わりの当選者として

選出される場合があります。  

6.5. 主催者は、実際の当選者（および、上記に記載されている通り、当選者が選んだもう一人の

方）に対して、上記第6.1条に記載の賞（本規則の諸条件に従います）の詳細について説明し

ます。旅程と宿泊の規模や性質は、選択した賞の内容により異なり、またそれについては主

催者が単独で決定および承認を行います。当選者は、本人および同伴者の関連するあらゆ

る書類、パスポート、ビザ、渡航証、健康・傷害保険、自己の携行品に対する保険、ワクチン

、国際運転免許証、ダイビングライセンス、および賞の旅行を催行し、賞の旅行とドキュメンタ

リーの目的地へ渡航（場合により）するのに必要となるその他のあらゆる証明書類を取得・用

意する責任を負うものとします。  

6.6. 賞の旅行の催行およびドキュメンタリーの制作のために特別な承認や許可（入場許可、その

他のアクセスの承認を含みますが、第6.4条に規定の当選者および同伴者の個人的な許可

や書類は含まれません）が必要となる場合、主催者は、主催者の費用で、商業的見地から合

理的な努力を行いそれを取得するものとします（それが合理的であることが条件となります）。    

6.7. 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と反対の決定をした場合は除きます。賞の

旅行の催行およびドキュメンタリーの制作のあらゆる側面、そのプロモーションや表示方法、

その他本規則で定められていない賞に関する詳細事項（タイムラインを含みます）は、主催者

が、その単独かつ絶対的な裁量で決定するものとし、またそれにつき変更される場合もあり

ます。それらの点につき、当選者の承認は要しないものとします。 

6.8. 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の黙示の保証

、また賞の旅行の催行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。  

6.9. 当選者は、それぞれの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
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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。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をそれぞれの当選者名で発行する可能性があります。

また、当選者は、主催者の求めにより、Wixウェブサイトに関する追加の詳細情報、個人情報

、職歴およびその他の詳細を主催者に提供するよう求められる場合があります。   

6.10. 賞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。上記

の一般的な妥当性から逸脱することなく、参加者が主催者に協力しないこと、賞の請求や受

取を行わないこと（主催者が決定したスケジュールやタイムラインが原因で受取れない場合も

含みます）、主催者が賞の授与等の詳細を調整するために当選者に連絡できなかったこと、

当選者が適切な渡航書類を取得できなかったこと、主催者が求めた文書に署名しなかったこ

と、また主催者と協力しなかったこと、または主催者の合理的な裁量によるその他の理由に

より、主催者は、当該当選者への賞の授与を拒否し、次点者に賞を授与することができるも

のとします（主催者はそれにつき一切責任を負いません）。  

6.11. 主催者は、当選候補者の資格の有無および当選者が本規則を遵守しているかを確認するた

め、バックグラウンドチェック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、当選候補者が主催者の評判また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、各賞は代わりの

当選者に授与され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、2017年3月23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

可能な場合）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。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可能性があり、その際

は他の者が当選候補者として選出されます。Wixは、理由の如何を問わず、通知が到達しな

いことにつき一切責任を負わず、配信不能により送信エラーメッセージを受信したときはエン

トリーは失格となり、他の者が当選候補者として選出される可能性があります。 

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。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. 各当選者は、賞を受け取る資格を有することに関する宣誓供述書、免責書および賞受取合

意書（「賞受取合意書」）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る可

能性があります。当選候補者が賞受取合意書を適時に提出しなかった場合、主催者の単独

裁量で当該当選候補者のエントリーは失格とされる可能性があります。 

8. プライバシーおよび本コンテストに関する連絡 
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8.1. 本規則に明示的に規定されている場合を除き、ユーザーの参加、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。ユーザーは、適用される連邦、州および地方の法律、条例、規則や規制の一切に従

うことを約します。 

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、また主催者のプログ

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ていることに

なります。また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ていることになります。  

9. エントリーライセンスおよびパブリシティー権  

9.1. 本コンテストにエントリーを送信することで、ユーザーは以下の事項を了解し、同意したことに

なります。 

9.1.1. 審査員のエントリーの審査および評価プロセスは、被授権者（以下に定義）が記録、

録画および編集する可能性があること（以下「判断資料」）。 

9.1.2. 当選者は、被授権者（以下に定義）の求めに応じて、本コンテストに関してソーシャル

メディア上にリンクまたは記事を投稿し、また賞を受け取る際またはその前後に被授

権者の撮影、記録、インタビューや写真撮影を受ける可能性があること（以下「本コン

テスト資料」）。なお、判断資料および本コンテスト資料（形式を問いません）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、各被授権者が独占的に保有するものとします。 

9.1.3. 被授権者は、参加者の氏名、ユーザー名、写真、音声、その他の肖像、エントリーの

内容および本コンテストに関係するその他の通信内容やコメント（以下、総称して「肖

像等」）を使用することができます。  

9.2. ユーザーは、本コンテストに参加することにより、Wixやその株主、取締役、役員、従業員およ

びライセンシー（以下「被授権者」）が、その立場により、（A）プロモーション目的、（B）賞の旅

行の催行のため、（C）本コンテストを宣伝する目的や本コンテストに関連するその他一切の

目的のため、ユーザーのエントリー、Wixウェブサイトおよび肖像等、ならびにユーザーが当選

者の場合は賞（またはその一部。当選者の写真または当選者を映した写真、およびドキュメ

ンタリーのために撮影された資料を含みます）（以下、総称して「参加者資料」）を使用、複製、

配信、表示および派生作品の作成を行う取消不能、永続的、世界規模、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。それは、どの媒体（現在知られているか、

将来開発されるもの）でそうするかを問わず、また（イ）書面またはオンライン上で行う場合、（

ロ）Wixのウェブサイト（www.wix.com）上またはその他の媒体やプラットフォーム上で行う場合

や、（ハ）本コンテストのウェブサイトや主催者のソーシャルメディアチャネル上で表示する場

合もあります。上記のライセンスは、ユーザーがWixウェブサイトに関して主催者に付与したそ

の他のライセンス（例えば、主催者の利用規約に基づき付与した制限ライセンス）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。 

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


 8 

9.3. なお、いずれの被授権者も、いかなる点でも、ユーザーのエントリーやWixウェブサイトを宣伝

または公開す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。 

9.4. 被授権者のウェブサイトまたはその他のチャネル（ギャラリーは除きます）上にエントリーを表

示または公開することにより、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。被授権者は、当該使用につき、

更に対価を支払い、承認を求められることもありません。  

9.5. ユーザーはここに、法律が許容する最大限の範囲で、主催者が、参加者資料、判断資料、本

コンテスト資料中にあるユーザーの人格権、プライバシー権やパブリシティー権を侵害する行

為を行うか、不作為によりそれを侵害してしまうことに同意し、かつこれらの権利を放棄します

。  

9.6. 主催者の要求に応じて、各参加者は、本コンテストおよびその宣伝に関連して、どの媒体（現

在知られているか、将来開発されるもの）でそうするかを問わず、被授権者が参加者資料を

複製、頒布、表示およびその派生作品を作成することを承認した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は、本コンテストの期間中随

時失格となり、代わりの当選者が選出される可能性があります。 

10. 知的財産権 

10.1. 本規則、本コンテスト、本コンテストのウェブサイト、ギャラリー（Wixウェブサイトは除きます）、

ドキュメンタリーおよび関連するウェブページ、ならびに主催者が作成したか、主催者の代わ

りに作成されたコンテンツおよびコードは、主催者または主催者から授権された第三者の財

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。  

10.2. 上記にかかわらず、また本規則のその他の規定から逸脱することなく、ギャラリー中に掲載さ

れたWixウェブサイトは、各Wixウェブサイトの所有者の財産であり続けます（ただし、Wixの利

用規約、および本規則に基づき主催者に付与されたライセンスに従います）。 

11. 免責 

11.1. 本コンテストに参加することにより、ユーザーは、本コンテストへの参加、賞の獲得、エントリ

ーや本コンテストに関するその他の通信の削除またはそれを保存しなかったこと等に直接的

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、主催者、その親会社、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たことになります。  

11.2. ユーザーは、（イ）被免責者は、本コンテスト（賞を含みます）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、また（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を含みます）による違法行為またはその他の原因により
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発生した傷害につき責任または法的責任を一切負わないことに、同意します。  

11.3. 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。」 

11.4. 主催者の求めに応じて、各参加者は、主催者が求める、参加者のWixウェブサイト中に表示さ

れている特定の写真に登場する者や、それに含まれる財産の所有者から、またその特定の

写真に写り込んでいる物の所有者から、本条に定められている通り被授権者に当該写真を

使用する権限を付与することを内容とする、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

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）本規則に基づく主催者の権利の放棄また

はユーザーの義務の引受を免除したこととはならず、また（ロ）ユーザーのエントリーが本規

則または適用法令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。 

12. 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。  

12.1. 本規則を読み、理解し、かつ遵守したこと。  

12.2. ユーザーは、本規則に同意および拘束され、本コンテストに登録する権利および法的地位を

有すること。  

12.3. 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への参加、または賞の利

用に起因または関連する第三者のあらゆる訴えから被免責者を補償および免責することに

つき同意したこと。 

12.4. ユーザーは、WixウェブサイトおよびWixウェブサイト中に表示されているコンテンツに関して、

ならびに主催者が当該コンテンツを本規則の通りに使用または公開したことによる結果につ

き、単独で責任を負うこと。 

12.5. ユーザーのWixウェブサイト上の画像およびコンテンツはユーザーが制作したものであり、ユ

ーザーがすべての権利および権原を有しているか、またはユーザーに授権されていてそれを

使用する権利および権原を有し、またユーザーは、当該画像およびコンテンツを使用し、本コ

ンテストに参加するのに必要となるすべての権限、権原、ライセンス、同意等を有し（かつ将

来も有し続け）、本規則を遵守して、主催者が本規則で規定されている通りにそれらの画像お

よびコンテンツを使用することを認めること。Wixウェブサイト中の画像およびコンテンツは、い
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かなる人または団体の著作権、商標権、プライバシー権、パブリシティー権およびその他の

知的財産権や他の権利をも侵害しないこと。  

12.6. エントリーにより本規則または適用法に違反せず、また、エントリーには、ユーザーが居住国

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、ユーザーが拘束される契

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。 

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、かつ何らの

義務を負うことなく、当該中止前に受領したすべての適格なエントリーから当選者を選出する

ことができるものとします。 

14. 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。 

15. 準拠法、責任制限 

15.1. 本規則は、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。 

15.2. 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。  

15.3. ユーザーは、本コンテストへの参加は、自己の判断と危険で行うことを理解および同意しま

す。ユーザーは、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
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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。 

16. 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。 

 

17. 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。「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）。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。  

 

18. 雑則 

18.1. 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りません。 

18.2. 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。 

18.3. 主催者の求めに応じて（特に、本規則や適用法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認するため、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、エントリーに

誤情報もしくは不完全な情報を提供したことが発覚してから、その他本規則もしくは適用法違

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、

賞を獲得すること、および主催者が開催する本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。 

18.4. 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。 

18.5. 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（本規則の印刷や投稿、当選者の選出や発表、賞の頒布に係る誤りを含

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。ユーザーは、本規則の



 12 

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。 

18.6. 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。  

18.7. 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、州および地方の法律、規則および規制の一切を遵守することを約したこ

とになります。 

18.8. 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、本規則が優先され、それに準拠し、支配されるものとし

ます。 
             以上 

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

