
Fortniteコンセプト・ロイヤル・コンテスト

公式規定

Fortniteコンセプト・ロイヤル・コンテスト（以下「コンテスト」）は、本公式規定（以下「公

式規定」）に準じて実施されます。本規定は、明示的に別段の定めがある場合を除き、本

コンテストに関する事項について最終的かつ拘束力を持つものとします。参加または当選す

るために購入の必要はありません。本コンテストはEpic Games, Inc.（以下「スポン

サー」）が主催します。本コンテストは、TwitterまたはInstagramが主催、承認、または管

理するものではありません。   

⦁ 参加方法:

  
オンライン応募のみとします。有資格参加者（以下に定義）は、コンテストの開催期間（以

下に定義）が終了する前に、冬のホリデーシーズンをテーマにしたオリジナルのFortniteチャ

ラクターのデザインを参加者自身のTwitterもしくはInstagramアカウントにハッシュタグ

#ConceptRoyaleContestで投稿し、それを一般公開および検索可能にすることでコンテストに

応募できます。

応募作品はすべてオリジナルのもので、カラー図画、3Dモデル、彫刻、コスプレ、またはそ

の他の視覚作品でなければなりません。応募作品は.jpgまたは.png形式で提出しなければな

りません。また応募作品のタイトルには、ハッシュタグ#ConceptRoyaleContestが入っていな

ければなりません。追加の要件については、応募ガイドラインをご参照ください。

TwitterアカウントまたはInstagramアカウントをお持ちでない場合、アカウントの設定は無料

です。TwitterおよびInstagram（該当に応じて）の全利用条件が適用されます。スポンサー

が応募作品を見ることができるようにするため、TwitterアカウントまたはInstagramアカウント

（該当に応じて）を「公開」に設定しなければなりません。参加者は、コンテストの開催期

間終了後いつでも各自のアカウントを「非公開」に戻すことができます。

⦁ 参加資格：本セクションに別段規定される場合を除き、本コンテストには全世界の13歳

以上のすべての方が参加できます（以下「参加者」）。応募は、1人1回までとします。  

参加者が18歳未満もしくは参加者の居住国において定義される成年未満（以下「未成年
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者」）の場合、コンテストに参加するためにはその保護者または法定後見人から許可を得な

ければなりません。

次の人物は参加資格または賞金獲得資格を持ちません：スポンサーの社員、役員、取締

役、エージェント、代表者（スポンサーの法務、宣伝、広告を担当する代理店も含む）およ

びその近親者（居住地にかかわらず、配偶者、母、父、姉妹、兄弟、息子、娘、叔父、

叔母、従兄弟、従姉妹、祖父母、姻戚）および同世帯に居住する者（血縁関係を問わ

ず）、またコンテストの制作または管理に関係する各個人または組織、およびスポンサーの

親会社、関連会社、子会社、エージェント。

前述を制限することなく、コンテストは、カナダのケベック州、ブラジル、イタリア、またはシ

ンガポールの個人には提供されません。また、コンテストには、クリミア地域、キューバ、エ

リトリア、ギニアビサウ、イラン、イラク、レバノン、ミャンマー（ビルマ）、北朝鮮、ソマリ

ア、スーダン、シリア、トルコ、およびジンバブエの個人は参加できません。

コンテストは適用されるすべて連邦法、州法、現地法および法令諸規則に準じます。法律に

より禁止されている場合は無効になります。  

⦁ コンテストの開催期間：コンテストの開催期間は、2021年6月15日米国東部標準時（以

下「東部標準時）午前10時から始まり、2021年7月11日東部標準時午後11時59分に終了

します（以下「コンテストの開催期間」）。当選の資格を得るには、コンテストの開催期間

中に応募作品が受理される必要があります。

参加にあたり、各参加者（および有資格未成年者の場合はその参加者の保護者または法定

後見人）は、本コンテストおよび判定者および/またはスポンサーの決定に拘束されることに

同意し、またそれらの決定は本コンテストに関連する事項において拘束力を持ち最終としま

す。

⦁ 賞品：本公式規定の下で参加資格を満たす場合、参加者2名の応募作品はゲーム内ス

キン/コスチュームになります（以下「当選者」）。また、当選者にはそれぞれ、$2,500.00 

USDの賞金が贈られます。

スキン/コスチューム賞品はスポンサーが販売するものではないため、おおよその小売価格は

ありません。賞金はすべてHyperwalletを介して授与されます。賞品は譲渡できず、現金に

引き換えることはできません。賞品は、明示あるいは黙示を問わず一切の保証なく「現状有

姿」で贈呈されます。当選者は、所得税や源泉徴収税を含むすべての連邦税、州税、およ

び地方税（課税される場合）、および本規定において提供されることが指定されていない、

賞品の受領と使用に関連するその他すべてのコストと経費の責任を負います。当選者は賞金
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を取り換えてもらうことはできませんが、スポンサーは正当な理由がある場合に、その単独の

裁量により賞金（またはその一部）をそれと同等またはそれよりも価値が高いものと取り換

える権利を有します。スポンサーは、当選者の納税管理人またはその他の代理人としての役

割は果たしません。

⦁ 応募ガイドライン：

⦁ 応募作品は、「参加方法」セクションに従って行い、スポンサーが直接アクセスでき

る必要があります。

⦁ 応募作品はオリジナルコンテンツのみでなければなりません。

⦁ 応募作品は追加のソフトウェアを使用せずに実行できる必要があります。

⦁ 応募作品には、個人、または競合製品を含む識別可能な製品に対する攻撃を含め

ることはできません。

⦁ 応募作品には、ヌード、動物虐待、違法な行為や薬物、またはスポンサーが独自裁

量によりその他の攻撃的もしくはわいせつなテーマと見なすような描写をしてはなりま

せん。

⦁ 応募作品はスポンサーを否定的に表現するものであってはなりません。

⦁ 応募作品は幅広い視聴者にふさわしいものでなければなりません。

⦁ 応募作品には、スポンサーが所有しているものを除き、いかなる商標（ロゴを含

む）も採用することはできません。

⦁ 応募作品は、作品を提出した参加者によって実現/作成されたオリジナルのものでな

ければなりません。参加者は、いかなるソースからの複製もしくは盗用も認められ

ず、応募作品に著作権所有者の許可を得ることなく第三者が著作権を保有する素材

や作品を含めることはできません。参加にあたり、各参加者（および有資格未成年

者の場合はその参加者の保護者または法定後見人）は、各参加者の応募作品がい

かなる第三者の権利も侵害しないこと、また関連するすべての第三者から参加者の

作品の応募に必要な許可をすべて得ていることを保証する必要があります。各参加

者（および有資格未成年者の場合はその保護者または法定後見人）は、スポンサーに

よる応募作品の使用に対する第三者からのあらゆる申立に対しては参加者がスポン

サーを補償することに同意するものとします。

⦁ スポンサーは応募作品の著作権違反について確認は行いませんが、スポンサーの

独自の裁量により参加者の応募作品が著作権を侵害している、あるいは侵害してい

る可能性があると見なされた場合、その応募作品は不適格とみなされます。

⦁ スポンサーは、独自の裁量で定めた手続きにより、応募作品の検証を求めることが

できます。

⦁ スポンサーは、独自の裁量により、これらのガイドラインを満たさない、または本公

式規定に違反する応募作品を除外する権利を留保します。また、スポンサーの管理

下にあるあらゆる場所から、かかる応募作品を削除または除外する権利を留保しま
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す。

⦁ 当選者の選考および通知：すべての応募作品は、応募ガイドラインおよびスポンサーの

一般基準と慣行に対するコンプライアンスを確実にするため事前に選別されます（「有資格

応募作品」）。コンテスト開催期間の終了時に、コンテスト開催期間中に受領された有資格

応募作品の中から有資格判定者で構成される委員会が以下の基準に従って2名の当選候補

者を選考します。

⦁ テーマのユニークな使用（1～5ポイント）

⦁ 楽しさ要素（1～5ポイント）

⦁ 全体的なビジュアル（1～5ポイント）

同点の場合、同点の応募作品は「全体的なビジュアル」を2倍に重視して再採点されます。

コンテストの開催期間に最高得点を獲得した2つの有資格応募作品が当選候補者とみなされ

ます。評価スコアは開示されません。

各当選候補者には、コンテストの開催期間終了から7日以内、またはスポンサーが通知を行

うために必要となる妥当な期間内に、有資格応募作品の提出に使用されたプラットフォームを

通じて、当選候補者のステータスが通知されます。当選候補者は、スポンサーから正式な通

知を受けたら、その通知の送信日から72時間以内に返信を行い、参加資格の確認を目的と

した免責書（以下に定義）を含むスポンサーから要求された情報または資料の提出を行うも

のとします。  

当選候補者が本項に記載されている期限を遵守したかどうかは、スポンサーによる受信日に

よって判断されます。当選候補者が通知への返信に遅れた場合、その参加者は当選候補者

となる資格を失うことになります。その場合、この参加者はコンテストに関連して賞品を獲得

する権利を持たないものとします。このような場合、スポンサーは残りの有資格応募作品の

中から、次に最も高い得点を獲得した応募作品を代わりの当選候補者として選定することが

できます。  

各当選候補者には賞金受諾・免責書（以下「免責書」）が提供されます。適用される法律

により制限される場合を除き、各当選者（または有資格未成年者の場合はその当選者の保

護者または法定後見人）は、本セクションに規定された期限に従って免責書に記入し、それを

提出することが義務付けられます。当選候補者が以下に該当する場合、残りの有資格応募作

品の中から次に最も高い得点を獲得した代わりの当選候補者が選定される場合がありま

す。(a) 連絡が取れなかった場合、(b) 宣誓書にすべての署名を行わなかった場合、または文

書を公式規定に準拠した所定の方法で期限通りに返送しなかった場合、(c) 何らかの理由で
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賞を受け取ることができない、または受け取らない場合。

当選候補者は、本公式規定に準じたスポンサーの確認プロセスが完了した後で初めて当選

者とみなされます。

スポンサーは、その公正な裁量により当選者のために、または法律や条約により義務付けら

れる場合は、適用される予備源泉徴収税率を使用して税金の源泉徴収を行うことがありま

す。ただし、コンテストへの参加に従ってスポンサーから授与され、当選者が受け取った賞

品に関連して支払われるべき税金は、最終的には当選者の責任となります。各当選者はス

ポンサーに対し、(a) スポンサーから要請された当選者の銀行の情報、および (b) 当選者の

状況に応じて、記入済みの納税申告書W-9、W-8BEN、またはW-8BENE（必要な場合は

米国または各国の納税者番号 (TIN) を含む）を提供しなければなりません。スポンサー

は、不完全な、不正確な、または失効した支払い情報または税金情報が提供されたために

コンテストに関連する賞品が授与されなかったことに対しては一切責任を負いません。当選者

は、コンテストに関連して発生する各自の納税義務については各自の税務アドバイザーに相

談する必要があります。

⦁ ライセンス：参加の条件として、参加者（および有資格未成年者の場合は参加者の保護

者または法定後見人）はスポンサーに対し、応募作品を世界中のあらゆるメディアで、スポン

サーがそれとみなすいかなる目的においても使用、修正、複製、派生作品の作成、流通、上

映、表示できる非独占的、恒久的、解約不可な、世界規模の、譲渡可能な、サブライセンス可

能な、著作権使用料無料のライセンスをここに与えるものとします。参加者が当選者となった

場合、上述のライセンスに代わり、参加者（および有資格未成年者の場合は参加者の保護者

または法定後見人）は、スポンサーに対し、応募作品を世界中のあらゆるメディアで、スポン

サーがそれとみなすいかなる目的においても使用、修正、複製、派生作品の作成、流通、上

映、表示できる、独占的、恒久的、解約不可な、世界規模の、譲渡可能、サブライセンス可能

な、著作権使用無料のライセンスを与えるものとします。

参加者は、応募作品もしくはスポンサーに対するこれらの権利付与に対して特別な支払いを

受けることはありません。

スポンサーは応募作品を応募時に提供された形で掲載するよう努めますが、各参加者（およ

び有資格未成年者の場合は参加者の保護者または法定後見人）は、技術制限や内部基準

により参加者の応募作品がそのオリジナルから改変される可能性があること、またスポン

サーがその独自裁量により、応募作品にスポンサーのロゴやその他の商標を追加することを

含めた修正を加える権利を留保することに同意するものとします。スポンサーは注釈付きある

いは注釈無しで、応募作品をいかなる順序や順番でも掲載したり、その独自裁量においてサ

ムネイルとして使用する画像を選択したりする場合があります。
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⦁ プライバシー：参加者から提供された情報は、スポンサーのプライバシーポリシー

（https://www.epicgames.com/privacypolicy）に従ってのみ使用されます。

⦁ 宣伝：スポンサーは、コンテストの前、最中、およびコンテスト終了日以降も、宣伝を目

的として、世界中のあらゆるメディアで参加者の名前、肖像やアカウントIDを、特に法で禁止

されていない限り、無償あるいは事前調査なく使用する権利を永久に留保します。ただし、こ

れはコンテストの宣伝に関する場合に限られます。

本コンテスト開催期間の前後および期間中のいかなる時にも、スポンサーは独自の裁量によ

り、販促またはエンターテインメントの目的に限り、1つもしくは複数の応募作品、作成者の

名前、ネット上のプロフィール情報（Instagramページ、Twitterのフィード、YouTubeチャン

ネル、および第三者ウェブサイトを含む）を掲載もしくは配布することを選択できます。このよ

うな応募作品の掲載は、その応募作品が受賞資格を有することや、当選者となることを意味

するものではありません。参加者（および有資格未成年者の場合は参加者の保護者または

法定後見人）は、これらウェブサイトのユーザーが応募作品をシェアしたり、それにコメントし

たり（否定的な内容も含む）、再投稿したりする可能性があることを理解するものとします。

参加者から応募作品を審査対象から除外するよう要求があった場合は、実質的に可能な範

囲内において対応されます。スポンサーは第三者による応募作品の再投稿には責任を負い

ません。

⦁ 一般条件：参加にあたり、参加者（および有資格未成年者の場合はその保護者または

法定後見人）は完全かつ無条件に本公式規定およびスポンサーの決定に従い、コンテストお

よび本公式規定における不明瞭さを主張する権利を放棄するものとします。スポンサーの独自

の意見により、あらゆる詐欺、技術的不具合、またはその他スポンサーが管理できない事由に

よりコンテストの安全性、および正常な機能が損なわれた場合、本コンテストの全体、または一

部が中止、保留、あるいは変更される可能性があります。スポンサーは、コンテストの参加手

続きや運営を妨害している、本公式規定に違反している、公正でない行動や破壊的な行動を

している、またはコンテストの正当な運営を阻害したり、間接的に攻撃したりする、他の個人に

対して迷惑となる、暴言を吐く、脅迫をする、または嫌がらせをする意図を持っていることが判

明した個人の参加資格を、独自の判断で剥奪する権利を有します。参加者は、複数のID、自

動化されたシステム、ボット、またはその他のデバイスや技術を使用して最大数を超える有資

格応募作品を応募または取得することはできません。スポンサーは、独自の裁量で本コンテス

トを終了する権利を留保し、終了した場合はその裁量により、終了前に受領された疑惑の対象

となっていないすべての有資格応募作品の中から当選候補者を選定します。当選者から申し

出がない賞品は授与されません。

コンテストの正当な運営を故意に阻害したり間接的に損害を与えたりする試みは、刑法およ
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び民法に違反する可能性があり、コンテストへの参加資格の剥奪という結果をもたらします。

このような試みがなされた場合、スポンサーは刑事訴追を含む法律の最大限の範囲で、損

害賠償（弁護士費用を含む）を求める権利を留保します。

⦁ 責任の制限：各当選者（および有資格未成年者の場合は当選者の保護者または法定

後見人）は、スポンサー、Twitter、Instagram、それらの各役員、取締役、従業員、代表

および代理人（総称して「被免除者」）を、あらゆる訴訟、損害、障害、弁護士費用、訴

訟・調停費用、ならびに以下の事由から、その全部または一部であるとを問わず、直接的ま

たは間接的に生じたあらゆる人物や所有物に対する被害、損害、損失（死亡事例を含む）

について、免除、放免、補償、免責することに同意します。(a) 賞品の使用、引き換え、受

領、占有、所有または悪用、(b) 賞品に関連して提供された活動、イベント、旅行への参

加、(c) 賞品に関連する施設、サービスや宿泊施設の使用、または (d) コンテストに関連す

る活動、または本コンテストへの参加。被免除者は、以下の事柄について責任を負わないも

のとします。(i) 送信方法に拘らず、参加、連絡、または宣言が、遅延、喪失、遅延、宛先

間違い、不完全、判読不能、不正確、不明瞭、または曖昧であること、(ii) 電話システム、

電話もしくはコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、またはその他の技術的なエラー、接

続の喪失、切断、遅延または伝送エラー、(iii) 参加情報およびその他の資料におけるデータ

の破損、盗難、破壊、不正アクセスまたは変更、または (iv) コンテストに関連するあらゆる

資料における印刷上（誤植を含む）、管理上または技術上の誤り。上記の一般性を制限す

ることなく、被免除者はコンピュータの誤動作、ネットワーク接続、電子メールの配信におけ

る問題、システムの不具合や互換性の欠如、誤植、技術、またはキーストロークに関するエ

ラー、インターネットサービスの中断、および通知に存在・発生する不完全性、判読不能、

宛先間違い、誤植、遅延、紛失、損害、または盗難について責任を負いません。  

万が一、以下のようなやむを得ない状況により、スポンサーが本規定の計画するコンテスト

を継続できなくなった場合、スポンサーはコンテストを変更、保留、または終了する権利を留

保するものとします。かかる状況には、火災、洪水、地震、爆発事故、パンデミック（感染

症の世界的な大流行）、労働争議やストライキ、天変地異や内乱、あるいは連邦、州や地

方自治体の法律、命令や規制、あるいはその他スポンサーの合理的な支配の及ばない事由

（「不可抗力事象」）が含まれますが、これらに限定されません。本規定のいずれかの条

項が無効または執行不能であっても、その他の公式規定の有効性または執行力に影響は及

ばないものとします。いずれかの条項が無効、もしくは執行不能または違法と判断された場

合には、本公式規定のその他の部分は引き続き効力を有するものとします。その場合、無

効または違法と判断された条項が本規定に含まれていないものとして、本規定のその他の部

分はその条件に従って解釈されるものとします。スポンサーが本公式規定のいずれかの条項

を執行しなかった場合でも、かかる条項の権利放棄とはみなされないものとします。

⦁ 争議：これらの公式規定および/またはコンテストに関する争議は、ノースカロライナ州の
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州法に準拠します。スポンサーの決定は最終的かつ拘束力のあるものです。スポンサーが

関与する一切の紛争のいかなる申立人も、間接的、懲罰的、付随的、もしくは派生的な損

害について、損害賠償を求めたり受けたりする権利を持たないものとします。

⦁ 当選者のリスト：当選者のリストは、申請書と切手を貼り付けた返信封筒を以下に送るこ

とにより、郵送で入手することができます。Fortnite Concept Royale Contest-Winning 

Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518。この申請は、コ

ンテストの終了後90日以内必着で送付する必要があります。

© 2021, Epic Games, Inc. All rights reserved.
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