
 

 

 

 
Rise to the Challenge Awards 

Terms & Conditions 2022 
利用規約ボタン 

 
ライズ・トゥ・ザ・チャレンジ・アワード 

ご利用規約 2022 

この文書は、参加者がRise to the Challenge Awards 2022に参加するために申請書を提出する際の、

WEConnect Internationalと参加者の間の条件を規定するものである。参加者は、登録することにより

、以下のすべての条件を遵守し、承諾することに同意するものとします。 

1. 定義 

申請書。Rise to the Challenge Awardsの応募フォームに必要事項を記入したもの。 

賞 参加者が応募する WEConnect International の Rise to the Challenge Awards コンペティション。 

ファイナリスト。応募作品がアワードのファイナリストに選ばれた参加者。 

インターナショナルデー。ファイナリストと受賞者が発表されるイベント。 

参加者。参加者：自然人または法人で、アプリケーションに事業体として記載されている参加者。 

関係者。当事者とは、WEConnect Internationalおよび/またはスポンサーを含みます。 

賞品：グローバル勝者には賞金1点が与えられます。 

スポンサー  本アワードを支援し、貢献するスポンサーを指します。 

受賞者。賞の受賞者として選ばれた参加者。 複数の受賞者が指名されることもあります。 

2. 一般条件  

応募にかかる一切の費用は、参加者の負担とします。 

本アワードの審査員の決定は、いかなる場合においても最終的なものであり、いかなるやりとりも行

われないものとします。 

該当する場合、両当事者は受賞者に賞品を提供することができます。当該賞品は、他の個人または企

業に譲渡することはできません。賞品は入手可能であり、両当事者は賞品を修正または変更する権利

、またはコンテストの精神に従わない参加者から賞品を取り消す権利を留保します。 

 



参加者は、WEConnect Internationalが特定の国の当選者が管理する口座に賞金を支払うことを妨げる

制約があることを認めます。さらに、WEConnect Internationalが現在認識していない賞品の支払いを

妨げる他の制限が存在する可能性があります。 

当選者が賞品の条件を受け入れる意思がない、または受け入れることができない場合、そのような当

選者候補は失格となり、当選者としてのすべての特典が終了し、両当事者の独自の裁量により時間が

許す限り、受領した残りのすべての適格なエントリーの中から別の当選者を選択することができます

。 

受賞者は、賞品の支払いおよび受領に関連するすべての費用を負担するものとします。WEConnect 

Internationalは、銀行手数料を含むがこれに限定されない、受賞者が賞品を受け取るために発生した

いかなる費用についても責任を負いません。 紛争が生じた場合、WEConnectは最終決定を下す権利を

有します。 

参加者は、WEConnect International が独自の判断で、アワードの名称、テーマ、コンテンツ、プログ

ラム、スピーカー、パフォーマー、ホスト、モデレーター、会場、時間を含むがこれに限定されない

、アワードのあらゆる側面を変更する権利を有することを認め、これに同意するものとします。当社

は、正当な理由（不可抗力、参加者が少なすぎる場合、スポンサーが少なすぎる場合など）があれば

、いつでも本アワードを中止する権利を有します。この場合、参加者は直ちに中止の通知を受けるも

のとします。 

 

4. アワード応募に関する問題 

また、電話回線、コンピュータ・オンライン・システム、サーバー、サービス・プロバイダー、コン

ピュータ機器、ソフトウェアの問題や技術的な不具合に関しても、一切の責任を負いません。インタ

ーネット上の技術的な問題や交通渋滞、WEConnect Internationalのウェブサイトや外部パーティのウ

ェブサイトの問題、またはそれらの組み合わせを理由としてWEConnect Internationalが受信した電子

メールやエントリーの失敗、WEConnect Internationalとアワードに関連する素材をダウンロードした

結果、応募者または他の人のコンピュータへの傷や損害も含まれます。追加、複数、または機械的に

生成された応募は無視され、賞の全体的かつ永久的な失格となる場合があります。 

 

5. WEConnect International 行動規範と方針 

WEConnect International は、WEConnect International 関連イベントにおいて、すべての参加者に安全で

生産的、かつ歓迎される環境を提供することを約束します。WEConnect International は、WEConnect 

International 関連イベントにおいて、いかなる形態の差別、ハラスメント、いじめも許容しません。 

ウェブサイトに登録し、アカウントを作成することは、参加者がウェブサイトの使用、アワードへの

参加、WEConnect International との交流において、WEConnect International 利用規約と関連ポリシーに

記載されているすべての価値観と規定を尊重することを約束することを意味します。 

参加者は、これらの原則を遵守し、他者の権利を尊重することが期待されます。参加者は、これらの

原則に反する行為を行った場合、会場またはバーチャルイベントのスタッフに報告する必要がありま

す。 



 

7. 損害賠償 

申請書を提出することにより、参加者は、（i）懲罰的損害賠償、付随的損害賠償、結果的損害賠償

、（ii）損害の倍増またはその他の増加に関するあらゆる権利、および（iii）実際に支出した費用に

対する損害以外のその他の損害、または差し止めによる救済もしくは特定の履行を含む衡平法上の救

済を求めるすべての権利を放棄したものとします。 

 

8. 参加者の知的財産権 

参加者は、参加申込書を提出することにより、参加申込書およびそれに続くプレゼンテーション、ピ

ッチまたはその他に含まれる知的財産権（商標等）、プログラムおよび／またはコンテンツについて

十分な所有権を有すること、およびコンテンツに関して第三者がその本国または海外で有するいかな

る知的財産権またはその他の権利も侵害せず、WEConnect Internationalおよびそのスポンサーが上記

コンテンツの使用に関するいかなる責任も負わないことを宣言するものとします。 

具体的には、参加者がアワード期間中に公開するコンテンツや映像について、参加者は以下の点を保

証し、当事者および第三者に対して責任を負うものとします。 

- 参加者が正当な権利者であり、関係者に公開の許諾を与え、場合によっては第三者から公開に必要

な承諾を得ていること。 

- プライバシー権、肖像権、名誉権、知的財産権、工業所有権、その他の権利、および個人・法人を

問わず第三者の権利に関する法律等に違反しないこと。 

万一、参加者が他人の個人情報を本アプリで公開する場合は、事前に本人の承諾を得るものとします

。 

参加者は、第三者ではなく参加者に該当することを確認した上で、報告された内容の正確性について

当事者に対して責任を負い、上記の記述に関連して第三者からなされる可能性のある要求または請求

、およびイベントの一部として当事者に対して公表または提供される内容に対する正当な権利から当

事者に損害を与えないものとします。 

参加者は、いかなる場合においても、提案、提示またはそれらに関連するコンテンツの使用およびそ

れらの複製・拡散に起因する損害または行為の結果について単独で責任を負うものとします。 

 

9. WEConnect Internationalの知的財産権 

アワード、アワードの内容、アワードで配布されるまたはアワードに関連するすべての資料における

すべての知的財産権は、WEConnect International および／またはスポンサーまたは講演者によって所

有されます。参加者は、いかなる理由であれ、WEConnect International の書面による事前の許可なし

に、賞、賞の内容、賞で配布される、または賞に関連して表示される商標またはその他の商号を使用

または複製したり、誰かに使用または複製を許可してはならないものとします。 



疑問を避けるため、本契約のいかなる部分も、WEConnect International が所有またはライセンスに基

づき使用する商標またはその他の知的財産権に対する法的または有益な権利を参加者に与えるとはみ

なされず、WEConnect International のその他の知的財産権に対するいかなる権利またはライセンスも

参加者に付与されないものとし、それらはすべて常に WEConnect International の独占所有物となりま

す。 

 

10. データ保護 

WEConnect Internationalは、データプライバシーと参加者の個人情報の保護に努めています。

WEConnect Internationalが参加者のデータをどのように収集し、処理し、使用するかについての情報

は、WEConnect Internationalプライバシーポリシーに含まれており、このプライバシーポリシーは本

利用規約に組み込まれるものとします。また、応募の際に参加者のメールアドレスを提出することに

より、参加者はWEConnect Internationalが賞関連の情報を送信することに同意するものとします。有

効な電子メールアドレスは、すべての応募に必要です。 

WEConnect Internationalは、参加者が応募で提供した個人データを、参加者のアワードへの参加を管

理するために使用します。 

応募の際、またはアワードに参加する際、参加者は自分自身と会社に関するデータを提供する必要が

あります。このデータは、主催者と共有されることがあります。両当事者は、参加者の参加管理、ア

ワードにおける選考手続き、紹介、ファイナリストおよび受賞者との連絡管理、賞品の発送、ウェブ

サイトおよびその他の形式での参加者の名前および画像の公表のために、アワードの登録またはサイ

ンアップフォームを通じて収集した参加者の個人データを処理します。これには、参加者が応募の際

に提供したデータまたは応募後に収集したデータも含まれます。 

データ処理の正当な根拠は、主として、本条件の承諾または応募の提出を通じて付与されたデータ対

象者または参加者の同意です。参加者は、「Rise to the Challenge Awards」と「Withdrawal of 

Application」を明記し、submission@WEConnectInternational.org宛てに書面を提出することにより、い

つでも、簡単に、無料で、付与された同意を撤回する権利を有しますが、これは撤回前の処理の合法

性に影響を与えるものではありません。参加者は、WEConnect Internationalによる個人情報の収集、

使用、共有を望まない場合、または電子メールによる連絡を望まない場合は、応募をご遠慮ください

。いかなる場合においても、必要な個人情報を提供しなかった場合、参加者は本アワードに参加する

ことができなくなる可能性があります。 

参加者が提供する個人情報は、常に正確かつ完全でなければなりません。万が一、虚偽であった場合

、WEConnect Internationalは、参加者が獲得した賞品をいつでも撤回する権利を有します。 

参加者の個人情報は、法律で定められている場合を除き、原則として他の第三者に開示されることは

ありません。上記にかかわらず、参加者の個人情報は、賞の組織、参加者のプロモーション、参加者

の賞への参加の結果生じた関心による参加者への連絡を目的として、協力、プロモーションまたは組

織体および賞の他の参加者に開示される場合があります。これらの共同事業体が欧州連合外に所在す

る場合、データの国際的な移転が行われます。 

最後に、参加者は、「Rise to the Challenge Awards」と「Exercise Rights」を明記した書面を電子メール

で submission@WEConnectInternational.com に送信することにより、個人情報へのアクセスおよび修正

https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2020/12/WEConnect-International-Privacy-Policy-12.18.20.pdf
https://media-weconnectinternational-org.s3.amazonaws.com/2020/12/WEConnect-International-Privacy-Policy-12.18.20.pdf
mailto:submission@WEConnectInternational.org


または消去、データポータビリティの権利、異議申し立ての権利、場合によってはプロファイリング

を含む自動処理に基づく意思決定の対象とならない権利などを行使できます。 

 

11. 映像・記録の使用 

アワードおよびインターナショナル・デー期間中、関係者は、公的な記録として、または広報および

/または宣伝の目的で使用する写真および映像を撮影します。参加者は、両当事者、関連会社、子会

社が、両当事者によって撮影された写真、ビデオ撮影、音声録音、両当事者のウェブサイトでのその

後のインターネット利用、現行または後続のイベントのプログラム、両当事者のプロモーション利用

を記録し自由に利用することについて、取消不能の同意と許可を与えるものとします。 

参加者は、応募を行うことにより、以下の事項を認識し、同意するものとします。(a) WEConnect 

Internationalは、マーケティングやプロモーション活動、その他通常の業務における合法的な目的の

ために、アワードやインターナショナル・デーで撮影した映像を編集し使用することができる。 (b) 

現代社会では携帯用録画機器の普及により、WEConnect Internationalは、アワードやインターナショ

ナル・デーの他の参加者が参加者の映像をあらゆるマルチメディア形式で撮影することに関して、一

切の責任を負わないものとします。 

さらに、参加者は、WEConnect Internationalが付与された権利を第三者に譲渡すること、参加者がい

かなる素材も承認する権利を持たないこと、アワードまたはインターナショナル・デーの参加者とし

て名前が挙がらない可能性があることを認めます。参加者は、アワード関連の素材に出演することで

金銭的な利益を得ることを期待していないことを認める。 

参加者は、ウェブサイト上の画像は世界中で閲覧可能であり、海外の一部の国では個人の権利に対し

て同じレベルの保護が提供されていない場合があることを理解しています。参加者は、一部の画像ま

たは録音が公開されると永久に保存され、当事者のアーカイブとして保管される場合があることを理

解するものとします。 

 

12. 招待講演者としてのサービス 

参加者がアワードまたはインターナショナル・デーでの講演に同意した場合、WEConnect 

Internationalは、参加者の連絡先および経歴を他の参加者と共有する場合があります。また、

WEConnect インターナショナルは、写真撮影を依頼することもあります。その他の場合、WEConnect 

Internationalは、参加者の氏名、事業内容、実際の事業所住所、勤務先Eメールアドレスなどの情報を

ウェブサイトに掲載し、一般に公開される参加者の会社のウェブサイトへのリンクも掲載します。こ

れは、参加者や講演者を含むウェブサイト訪問者が、質問や詳細情報の要請、必要に応じてフィード

バックを参加者に連絡できるようにするためです。また、講演者には、講演前にリリース契約書や著

作権フォームへの記入をお願いすることがあります。 

 

 

13. 権利の留保 



当社は、本規約に違反する行為、非倫理的または破壊的な行為など、いかなる理由であれ、本アワー

ドへの参加を制限し、応募資格を喪失させる権利を留保します。また、不正行為、技術的またはその

他の要因により、本アワードの完全性または機能が損なわれた場合、当社は独自の判断で本アワード

を中断、終了または修正し、もしあれば、責任者に弁護士費用を含む妥当な損害を求める権利を留保

します。 

 

14. イベントの中止 

WEConnect Internationalは、その合理的な裁量により、参加者に対していかなる責任も負うことなく

、電子メールにより即時にアワードをキャンセル、遅延、および／または再開する権利を有するもの

とします。WEConnect インターナショナルは、独自の判断でアワードをキャンセルすることができま

す。 

 

15. 責任の排除 / 補償 

イベントへの登録および参加を許可される対価として、参加者はここに18歳以上であることを保証

し表明し、いかなる費用、損失、損害、人身事故に対しても、自由に免責し、すべてのリスクを引き

受け、WEConnect International またはそのメンバー、従業員、役員、代理人、ボランティアを訴えな

いことを約束します。ただし、当該費用、損失、損害、生命の損失を含む人身傷害、障害、財産の損

傷、財産の盗難、またはいかなる種類の行為も、WEConnect International の単独かつ重大な過失によ

って引き起こされた場合はこの限りではありません。この責任放棄と免責は、特に参加者の相続人と

譲受人を拘束するものであり、故意に与えられたものです。 

参加者は、参加者の行為または不作為に起因するかどうかにかかわらず、あらゆる性質の損失または

損害に対して責任を負い、適切な保険に加入する必要があります。参加者は、参加者の行為または不

作為に関連して第三者がWEConnect Internationalに対して起こす可能性のある、あらゆる請求に対し

てWEConnect Internationalを補償します。 

 

16. 不可抗力 

WEConnect Internationalは、不測の事態または合理的な支配を超える状況の結果、アワードの下、ま

たは賞品に関する義務を遂行できない場合、その責任を負わないものとし、WEConnect International

は、その状況下で参加者に補償する責任を負わないものとします。 

 

17. 機密情報 

参加者は、WEConnect International、WEConnect International のビジネスまたはアワードに関連する機

密情報であることを参加者が知っているか、合理的に知るべきであり、機密を保持することに同意す

るものとします。また、スポンサー、WEConnect International、審査員、パネリストのいずれも、そ

のような応募とその内容を機密情報として扱う義務はないものとします。 

 



18. 諸条件の受諾 

応募された時点で、本規約の全内容に同意されたものとみなします。本規約の各項目に同意されない

場合は、本アワードに参加されないものとし、受賞された場合は、自動的に賞品を放棄するものとし

ます。 

 

19.その他 

本規約のいずれかの条項が強制力を有しないとされた場合であっても、残りの条項の有効性および強

制力に影響を与えるものではありません。 

本規約は、随時変更されることがあります。いかなる改正も、ウェブサイト上の改正された利用規約

を更新することにより影響を受けるものとします。WEConnect Internationalは、参加者に電子メール

で改正を通知することができますが、その義務はありません。 

本契約の解釈および参加者が契約に違反したとする判断は、WEConnect Internationalの合理的な裁量

で、WEConnect Internationalが知る事実に基づいて行われるものとします。 

WEConnect Internationalが本規約に基づく権利を行使しなかったとしても、WEConnect Internationalの

権利を放棄するものではありません。 

参加者、講演者、出席者、スポンサーによって表明された見解は、必ずしもWEConnectインターナシ

ョナルのものではありません。すべての参加者、講演者、出席者、スポンサーは、個人または企業の

すべてのプレゼンテーション、マーケティング資料、広告の内容に対して単独で責任を負うものとし

ます。 

本利用規約は、本利用規約の主題に関する参加者と WEConnect International との間の完全な合意を意

味します。本規約は、書面または口頭を問わず、本規約の主題に関して参加者とWEConnect 

Internationalとの間で過去または同時に行われたすべての表明、理解、合意、またはコミュニケーシ

ョンに優先するものです。WEConnect Internationalは、本利用規約の規定と異なる、または本利用規

約の規定に追加されるいかなる条件またはその他の規定にも拘束されず、特に反対します（本利用規

約を実質的に変更するか否かにかかわらず）。WEConnect Internationalが本利用規約の英語版の翻訳

を提供した場合、矛盾がある場合は本利用規約の英語版が支配的となります。 

________________________________________ 

© 2022 WEConnect International 

 

 

 


