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Wix「CAPTURE YOUR DREAM PHOTO」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でコンテストの当

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「スポンサー」）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「Capture Your Dream Photo」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り、（ロ）参加時にその居住国の成

人年齢に達していて、（ハ）Wix プラットフォームで作成したウェブサイトを有しており、かつそれが公開

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おり（そのようなウェブサイトを「Wixポー

トフォリオ」といいます）、かつ（二）Wixポートフォリオには参加者が作成・撮影した写真（それにつき参

加者がすべての権利および権原を有している）のみを掲載している方（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、販売店その他賞に係るサプライ

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。   

3. エントリー可能期間 

エントリー（応募）は、2017年 2月 22日の深夜零時（米国東部標準時）から開始し、2017年 3月 9日

の深夜零時（米国東部標準時）まで受け付けます（以下「エントリー可能期間」）。   

4. 参加方法 

4.1. 本規則は、「Wix Capture Your Dream Photo Photography」コンテストの公式ウェブサイト 

（http://www.wix.com/wix-photography/dreamphoto-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、感銘を受けるドリームシュート（以下に定義）と Wixポートフォリオ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以下のことを行ってく

ださい。  

http://www.wix.com/
http://ja.wix.com/about/privacy
http://ja.wix.com/about/terms-of-use
http://www.wix.com/wix-photography/dreamphoto-ja
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a) ご自身の Wix アカウントにログインして、本コンテストに送信したい Wix ポートフォリオ

を選択してください。選択した Wix ポートフォリオ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) 指定されたスペースに、ご自身の夢に描くような写真撮影はどのようなものかを記入

してください。記入内容には、撮影場所、被写体、必要な撮影機器や撮影技術、撮影

時期・日時等（場合により）を含めることができます。またスペースがある場合は、自

分自身、自分の仕事、自分がインスピレーションを感じるものや自分の夢に関するそ

の他のことを記入しても構いません。さらに、スケッチ、想像力をかきたてる画像への

リンクや、自分のアイディアを体現・描写するその他のフォーマットを含めることもでき

ます（以下、総称して「ドリームシュート」）。なお、主催者がそのリンク付けされたファ

イルを閲覧およびアクセスできるようにする責任は、ユーザー自身が負っています。

主催者がアクセスできないファイルは、審査の対象とはなりません。ウィルス、バグや

マルウェアを含めてはなりません。 

  

c) 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）氏名、（ロ）電話番号、（ハ）メールアドレス、（二）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。  

 

d) 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可能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 ポートフォリオの正当な所

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 ポー

トフォリオ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、エントリー可能期

間にかけて Wixポートフォリオのウェブサイトを更新することはできます。 

4.7. エントリー可能期間中、主催者は、参加者の Wix ポートフォリオ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/wix-

photography/dreamphoto/submissions-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 ポ

ートフォリオの所有者の氏名（応募フォームに記載されているもの）、（ロ）参加者のWixポート

フォリオへのリンク、（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 ポ

ートフォリオを紹介する一般的な紹介文、および（ホ）スポンサーが適当と認めるその他の内

http://www.wix.com/wix-photography/dreamphoto/submissions-gallery
http://www.wix.com/wix-photography/dreamphoto/submissions-gallery
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容が掲示されます。本規則の内容やスポンサーの何らかの行為によりギャラリーに Wix ポー

トフォリオ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えん。ギ

ャラリーに掲載される Wix ポートフォリオは、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. なお、上記にかかわらず、主催者はユーザーがドリームシュートに記載した内容は厳格に機

密保持され、主催者、その代表者および下請業者のみが本コンテストの目的のために審査、

評価および処理します。  

4.9. 各参加者は、1回のみエントリーを送信することができます。  

4.10. エントリー（Wixポートフォリオとドリームシュートも含めて）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、（ヘ）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ポ

ートフォリオやドリームシュー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。  

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 1 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

査員団がすべての応募から当選候補者リストを作成します。（ロ）次に、主催者の従業員や代
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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当選候補者リストの中から絞

り込み、20名の最終当選候補者リスト（以下「ショートリスト」）を作成します。そして、ショートリ

ストから 1名の当選者を選出します。     

5.2. エントリーの審査基準は、Wixポートフォリオの品質、創造性、構成およびレイアウト（33%）、そ

の参加者が記述したドリームシュートの記載内容の明確なビジョン、計画および構成（33%）、

ならびにドリームシュートの記載内容の創造性およびオリジナリティ（34%）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. 2017年 3月 9日の深夜零時（米国東部標準時）から 2017年 3月 29日の深夜零時（米国東

部標準時）にかけて（以下「判定期間」）、一次審査員団とそれに続く二次審査員団は、エント

リー可能期間中に受け付けたエントリーを審査し、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。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ポートフォリオやドリームシュー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. 主催者は賞の内容・数を削る権利を留保し、また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、また主催者の単独裁量で、ショートリスト中の参加者の

ドリームシュートが合理的な手段その他で実現することができないと判断した場合は、賞の授

与を差し控え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、本規則の条件に従い、当選者のドリームシュートの写真撮影の夢を実現します。

写真撮影は、主催者の管理および資金提供の下、主催者が指定するクリエイティブ・ディレク

ターの指揮に従い、当選者に行っていただきます（以下「ドリームプロダクション」または「賞」）。 

6.2. 主催者は、ドリームプロダクションを制作している間、撮影現場の当選者の様子に脚光を当て

た舞台裏ビデオ（以下「ドキュメンタリー」）を作成する権利を留保します。 

6.3. 賞の授与は、スポンサーがその裁量で行います。当選者は、ドリームプロダクションおよびド

キュメンタリーを制作するの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、

ドリームプロダクションを制作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、法的、手続的要件やその他関連する必要性により、当選者が当初記

述したドリームシュートに大小の変更や調整（撮影場所やその内容の変更を含みますが、こ

れらに限定されません）を加えることをお願いする可能性もあります。また、主催者は誠実に

努力を行いますが、ドリームシュートの記述内容で想定していたドリームプロダクションの制

作が、主催者の支配を超える事由により、またドリームプロダクションの費用が不条理に高く

なるか、制作が非常に困難になるような予算上またはその他の制限のため、一切行われなく

なる可能性もあることをご了解ください。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、ショートリスト中の次点者に賞が授与

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。  
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6.4. ドリームプロダクションとドキュメンタリーは、当選者と調整した上で主催者が予定を決定しま

す。当選者がその時に参加できないときは、賞は放棄したものとみなされ、ショートリスト中の

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、当選者本人に対してドリームプロダクションとドキュメンタリーの撮影期間中の宿

泊費と航空券を支給します。旅程と宿泊の規模や性質はドリームシュート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、関連するあら

ゆる個人に係る書類、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、およびドリームプロダクションを制作し、

ドリームプロダクション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. ドリームプロダクションの撮影機材については当選者と相談し、主催者の承認を得るものとし

ます。必要な場合、主催者は、ドリームプロダクションが行われている間、必要な撮影機材

（主催者が決定します）を主催者の費用で提供します。当該撮影機材は主催者または主催者

がそれを借り受けた第三者の財産であり続けます。当選者が特定の制作クルーやスタッフを

使用することを求める場合は、主催者がそれを検討し、主催者の単独かつ絶対的な裁量で

承認（もし可能であれば）の可否を決定します。  

6.7. ドリームプロダクション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、

モデルリリース（肖像権の使用許諾）、その他のアクセスの承認を含みますが、第 5.4 条に規

定の当選者の個人的な許可や書類は含みません）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）。  

6.8. 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・撮影

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。 

6.9. 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、商品性や特定目的適合性の黙

示の保証、またドリームプロダクションやドキュメンタリーの制作によりある水準・金額の収入

や所得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。  

6.10. 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。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。また、当選者は、主催者

の求めにより、Wix ポートフォリオ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。   
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6.11. 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・用意できなかったこと、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、ショートリスト中の次点者に賞を授

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）。   

6.12. 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、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 31 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（以下「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 

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

http://ja.wix.com/about/privacy
http://ja.wix.com/about/terms-of-use
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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。なお、判断

資料および本コンテスト（形式を問いません）の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、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を使用することがで

きます。 ただし、ドリームシュートの記載内容については、以下に詳述されている目

的のために機密に保持されるものとします。 

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）賞の授

与・制作のため、（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ポートフォリオおよび肖像、ならびにユーザーが当選者

の場合は賞（またはその一部。当選者が撮影した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制作を行う取消不能、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 ポートフォリオに関して主催者

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。 

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ポートフォリオを宣

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
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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。 

9.7. なお、参加者のエントリーに含まれるドリームシュートの記載内容は、上記第 4.8 条で規定さ

れている通り機密に保持され、主催者が公開することはありません（ただし、当選者がそうす

る場合は除きます）。  

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ポートフォリオは除きます）、

ドリームプロダクション、ドキュメンタリーおよび関連するウェブページ（ただし、送信されたドリ

ームシュートの記載内容は著作者である参加者のものであり続けるため、除外します）、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ポートフォリオは、各 Wixポートフォリオ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）。 

10.3. さらに、本規則のその他の規定から逸脱することなく、当選者は、ドリームシュートの記載内

容、およびドリームプロダクションの一環として当選者が撮影したドリームシュートの写真の著

作権者となります。上記にかかわらず、主催者は、ドリームシュート、ドリームプロダクション、

およびそれらから生成された写真およびその他の派生作品を編集、トリミングその他変更・加

工し、また本規則に規定されている通りに使用、公開および促進する権利を有するものとしま

す。なお、主催者は、ドキュメンタリー、ならびにドキュメンタリーの一環として制作されたすべ

ての写真および派生作品の著作権者となります。  

10.4. 上記にかかわらず、ドリームシュートの実行が、当該ドリームシュートの実行の性質に起因し

て使用制限または第三者の権利の制限を受ける場合は、主催者、被授権者、当選者および

ドリームプロダクションやドキュメンタリーに関連するその他の当事者は、同制限に服し、かつ

それを遵守するものとします。  
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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

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 ポートフォリオ中に表

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。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。  
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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 ポートフォリオおよび Wix ポートフォリオ中に表示されている写真に関して、

ならびに主催者が当該写真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. Wixポートフォリオ中の写真はユーザーが撮影したものであり、また、ユーサーは、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、かつ

それらを有し続けること。Wix ポートフォリオ中の写真は、い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侵害し

ないこと。  

12.6. エントリー中のドリームシュートの記載内容は、ユーザーが考案し、権限を有しており、かつそ

れへのあらゆる権利および権原を有しており、またユーザーの名の下にエントリーに記載さ

れているドリームシュートを制作し、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エントリーに記載のドリームシュート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. 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、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。 
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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

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。 
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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、または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

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

