
FORTNITEコンセプト・ロイヤル・コンテスト2022

公式規定

● 参加または当選するために購入の必要はありません。購入や支払いによって当選確率が高く
なることはありません。

● ブラジル、イタリア、カナダのケベック州、および法律または国際的な公共政策により禁止、課
税、もしくは制限されている場所（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
ブエが含まれますが、これに限定されません）、または登録、申請、もしくは通知要件がある場
所では無効です（以下総称して「非対象国」）。

コンテスト（以下「コンテスト」）に参加する前に、これらの規定をお読みください。コンテストに申し込
み、参加することにより、参加者（または、参加者が未成年者/参加者の居住地において成年未満の
場合は、その代理として参加者の保護者または法定後見人）は、これらの公式規定に拘束されること
に同意し、以下に説明される参加資格要件をすべて満たしていることを表明します。

コンテストには、法律や本公式規定により無効とされるまたは禁止される場所以外の法域において、
またはそのような法域から（以下「対象国」）のみ参加することができ、無効な、または禁止される法域
からの応募には参加資格はないものとします。
1.参加方法。コンテストの開催期間中に（以下に定義）、以下のいずれかの方法で、ハロウィーンを
テーマにしたFortniteキャラクターデザイン（以下「デザイン」）を提出し、ハッシュタグ
#ConceptRoyaleContest2022とハッシュタグ#contestでそのデザインをアップロードします。

(i) Twitter：各自のTwitterアカウントにログインし、リンクと指示に従って、ハッシュタグ
#ConceptRoyaleContest2022とハッシュタグ#contestで@FortniteGameにあるスポンサーの
Twitterページ（以下「スポンサーのTwitterページ」）のフォロワーになります。 Twitterを介
してコンテストに登録する資格を得るためには、Twitterの公開アカウントの有効なアカウン
ト所持者で、かつスポンサーのTwitterページのフォロワーでなければなりません（つまり、
ツイートが「非公開」ではなく「公開」に設定されている必要があります）。この方法で参加
するにはTwitterアカウントが必要です。Twitterアカウントをお持ちでない場合は、
www.twitter.comからアカウントを作成することができます。Twitterアカウントは無料です。
参加者は、コンテスト開催期間の終了後いつでも各自のアカウントを「非公開」にして、ス
ポンサーのTwitterページを「フォロー解除」の状態に戻すことができます。

(ii) Instagram：各自のデバイス上のInstagramアプリにアクセスし、リンクと指示に従って、
@fortniteのフォロワーになります。ハッシュタグ#ConceptRoyaleContest2022と#contestでデ
ザインを投稿します。各自のInstagramアカウントのアカウント設定で「非公開アカウント」オ
プションが「オフ」に設定されていることを確認する必要があります。この方法で参加する
にはInstagramアカウントが必要です。Instagramアプリをお持ちでない場合は、各自のデ
バイスのアプリストアからダウンロードすることができます。Instagramアプリは無料です。参
加者は、コンテスト開催期間の終了後いつでも各自のアカウントを「非公開」にして、スポ
ンサーのInstagramページを「フォロー解除」の状態に戻すことができます。

モバイルデバイスを使用して登録することを選択される場合、標準的なデータ料金がかかることがあり
ます。詳細についてはご利用の無線通信事業者の料金プランをご確認ください。参加者は、ご利用



の無線通信事業者から請求されたすべての料金を負担することに同意します。また、各自のデバイス
の機能を確認し、特定の使用方法についてはデバイスのマニュアルを参照する必要があります。

2.応募作品。参加情報およびデザインはすべて、本書においては総称して、またはそれぞれ「応募作
品」と呼びます。応募作品は、以下に定義されるガイドラインと制限事項に準拠していなければなりま
せん。

参加することにより、各参加者は自身の応募作品について以下の事項を保証し、表明します。(a) 参
加者は応募作品の唯一かつ独占的な所有者であり、参加者には、本書に説明される応募作品につ
いてのすべてのライセンスをスポンサーに付与できるすべての適切な権利、権限、権力があること、お
よび (b) 応募作品が第三者の権利を侵害するものではないこと。

参加の条件として、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）
はスポンサーに対し、既知のまたは今後開発される世界中のすべてのメディアまたはテクノロジーで
（ただし、コロンビア、ギリシャ、スペインの参加者については、権利が付与された時点で既知のメディ
アまたはテクノロジーで）、応募作品の使用、修正、複製、派生作品の作成、流通、上映、表示を行う
非独占的、永久的（または永続性が無効とされる場所では権利保護期間に限定）および解約不可
な、世界規模の譲渡可能および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与えるものと
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。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、技術的な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。

応募作品は応募方法につき1人1点に限定されます。参加者は、コンテスト開催期間中に1回まで応
募作品を提出することが認められます。同じ参加者による重複する応募作品は、失格の対象となりま
す。Twitter.comとInstagram.comおよび/またはコンテストウェブサイトのすべての規約と条件が適用さ
れます。複数の参加者が同じTwitterアカウントまたはInstagramアカウントを共有することはできませ
ん。参加者が複数の/異なったTwitterアカウントまたはInstagramアカウント、アイデンティティ、登録、ロ
グイン、またはその他の方法を使用して所定の回数を超える参加を試みると、その参加者の参加は無
効となり、その参加者は参加資格を失います。自動システムを使用した参加は禁じられており、参加
資格を失う結果となります。TwitterアカウントまたはInstagramアカウントに関して疑いが持たれた場合
は、プラットフォームでの登録またはそのアカウントの登録に使用されたメールアドレスの正式なアカウ
ント所持者が参加者と見なされます。「正式なアカウント所持者」とは、インターネットアクセスプロバイ
ダー、オンラインサービスプロバイダー、または提出されたアドレスに関連するドメインについてメール
アドレスの割当て責任を負うその他の組織によりメールアドレスを割り当てられた自然人です。各当選
候補者には、正式なアカウント所持者であることの証明の提示が義務付けられます。

3.免責事項。スポンサーは、(a) スポンサーによる重過失または意図的な不正行為に直接起因しない
場合の、伝送または参加の遅延、喪失、誤送信、文字化けもしくは歪み、不正確、不完全、または損
傷、(b) スポンサーによる重過失または意図的な不正行為に直接起因しない場合の、電話、電気、
ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、インターネット、またはその他のコンピューターまたは通信に
関連する機能不良または障害、(c) スポンサーが制御できない事象を原因とするコンテストの中断、損
傷、損失、損害、または (d) コンテストに関連する資料の印刷エラーまたは誤植については責任を負
いません。



応募作品の受理は確認または返送されません。スポンサーは、応募作品の損失、遅延、判読不能、
盗難、不完全、無効、理解不能、郵便料金不足、宛先の間違い、技術的な破損または文字化けにつ
いては責任を負わず、これは参加資格の喪失になります。またスポンサーは機械的、人的、電子的な
いかなる問題にも責任を負いません。応募の証明は、スポンサーによる応募作品受理の証明とは見
なされません。コンテストに参加することにより、参加者は、本コンテストに関連するあらゆる事項につ
いて最終的かつ拘束力があるとされる本規定および判定者の決定により、完全にかつ無条件で拘束
されることに同意します。参加者は、対象国の法律、法令、規制、およびガイドラインを遵守しなけれ
ばならず、スポンサーには本規定を変更または修正したり、本規定に別途規定がある場合を除き、そ
の対象国の法律、法令、規制、またはガイドラインの結果それ以外の措置を講じたりする義務はありま
せん。

4.コンテストの参加開始日/終了日。本コンテストは、2022年3月7日の米国東部標準時（以下「東部標
準時」）午前10時から、2022年4月5日の東部標準時午後11時59分まで開催されます（以下「コンテスト
開催期間」）。

5.参加資格。対象国に合法的に居住する（つまり、登録済み住所を持つ）13歳以上の個人のみが参
加できます。ただし、参加者が未成年者/その参加者の居住地において成年未満である場合、コンテ
ストに参加するためには、その参加者は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。
非対象国においては無効です。

Epic Games, Inc.（以下「スポンサー」）およびその親会社、子会社、関連会社、パートナー、広告代理
店および販促会社、販促資料の作成会社または代理店、コンテンツプロバイダー、コンテンツの制作
会社および代理店の従業員、役員、および取締役、ならびにその近親者（居住地を問わず、親、子
供、兄弟姉妹、配偶者、叔父、叔母、甥、祖父母、および姻族）、または当該の従業員、役員、および
取締役と同世帯に居住する個人（血縁関係を問わず）には、参加資格はありません。参加者が対象
国に居住していない場合、コンテストへの参加は許可されません。適用されるすべて連邦、州、県、お
よび現地の法令が適用されます。

6.応募ガイドラインとコンテンツ制限事項：コンテストに参加することにより、各参加者は、参加者の応
募作品が以下に定義される応募ガイドラインとコンテンツ制限事項（以下総称して「ガイドラインと制限
事項」）に準拠していること、またスポンサーがその独自裁量により参加者の応募作品がガイドラインと
制限事項に準拠していないと考える場合は、その独自裁量で応募作品を削除し、参加者をコンテスト
から失格とすることに同意します。

応募ガイドライン：

● 応募作品には、タイトルにハッシュタグ#ConceptRoyaleContest2022を含め、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Instagramおよび/またはTwitterでシェア（共有）する必要があります。
● 応募作品は.jpgまたは .png形式とします。
● 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。

コンテンツ制限事項：



● 応募作品には、他の当事者の権利を違反する、またはそれを侵害する題材を含めてはなりま
せん。これには著作権、商標、プライバシー、パブリシティ権、またはその他の知的財産権が
含まれますが、これに限定されません。

● 応募作品には、作品を提出する個人によって実現/作成されたオリジナルのコンテンツのみを
含め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（こ
れにはコンセプトアートが含まれますがこれに限定されません）、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。

● 応募作品は、スポンサーやその他の個人や当事者の名誉を傷つけてはなりません。
● 応募作品には、不適切な、下品な、わいせつな、憎しみに満ちた、不法な、中傷的な題材、ま
たは名誉毀損となるような題材を含めてはなりません。

● 応募作品には、グループまたは個人に対する偏見、人種差別、憎悪、または危害を促したり、
人種、性別、宗教、国籍、障害、性的指向、または年齢に基づく差別を促したりする題材を含
めてはなりません。

● 応募作品には、対象国や、応募作品が作成または提出される法域において、非合法となる、
法令に違反する、またはそれに反する題材を含めてはなりません。

● 応募作品は、スポンサーのイメージと価値観に一致し、コンテストの目的に従うと同時に、それ
を満たすものでなければなりません。

各参加者は、各自の応募作品に含まれるアイデアや概念と類似する可能性のあるアイデアや概念
が、他の参加者の応募作品に使用されている可能性があることを認めます。各参加者は、いかなる参
加者またはスポンサーに対しても、そのような類似性から生じる賠償の請求権はなく、そのような類似
性を理由として補償を受ける権利はないことを理解し、これに同意します。

スポンサーの決定は、本公式規定の解釈と適用を含むコンテストに関連するあらゆる事項について最
終であり、かつ拘束力があるものとします。コンテストに参加することにより、参加者は、本コンテストに
関連するあらゆる事項について最終的かつ拘束力があるとされる本公式規定および判定者の決定に
より、完全にかつ無条件で拘束されることに同意します。また参加者は、必要に応じて、本公式規定
に示される条件に従い、参加者の応募作品に関連してスポンサーに有益となる権利の付与を完全に
するため、スポンサーに要請された賞品免責書（以下に定義）に署名し、これを返送しなければなりま
せん。さらにスポンサーは、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。

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。

7.判定委員会/判定基準。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」）。2022年4月
6日またはその前後に、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ような均等加重判定基準（以下「判定基準」）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、同点の有資格応募作品は「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（以下に定義）とみな
されます。評価スコアは開示されません。

8.賞品。 本公式規定の下で参加資格を満たす場合、参加者2名の有資格応募作品がゲーム内スキ
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。

賞品は譲渡できません。賞品の代用または交換（現金への換金を含む）は認められません。ただし、
スポンサーはいかなる賞品も、それと同等以上の価値がある別の賞品で代用する権利を留保します。
賞品はすべて「現状のまま」および明示または暗示の保証なく進呈されます（これには商品性または
特定目的の適合性の黙示保証が含まれますが、これに限定されません）。

当選候補者への賞品の進呈は、米国および当選候補者それぞれの法域において税務報告に適用
される連邦、州、県、現地、およびその他の法令をスポンサーが遵守できるようにするため、スポン
サーが義務付けるすべての書類をスポンサーに提出するという明示的な要件が条件となります。賞品
の価値はすべて、法律により源泉徴収がスポンサーに義務付けられている税金を差し引いたものとな
ります。法律により認められる範囲において、賞品に課されるすべての税金は当選者が単独で責任を
負うものとします。参加者が当該の書類の提出や義務付けられるフォームや義務の完了を拒否した
場合、当該の当選者は賞品を放棄する結果となり、賞品は未請求のままとなります。

賞品は1人または一世帯につき1点とします。進呈される賞品の価値は、各当選者が居住する国/法域
に基づきます。賞品の実勢価格と概算価格の差額は提供されません。

9.通知。当選候補者への通知は、コンテスト開催期間の終了後7日以内またはスポンサーがその通知
のために合理的に必要とするその他の期間内に、以下に説明される適切な方法で行われ、合法であ
る場合は、通知を受け取ってから5日以内に、賞品受諾・免責書（以下「賞品免責書」）に署名し、それ
を返送することが義務付けられる場合があります。当選候補者が居住する法域において未成年であ
る参加者の場合、賞品免責書は参加者の保護者または法定後見人が署名しなければなりません。

フランス、ギリシャ、アルゼンチン、チリ、ロシア連邦、およびベルギーの居住者のみ：各当選候補者に
は、その氏名、肖像、居住都市、応募作品を販促目的のため追加の補償を支払うことなく使用するこ
とについて、当選候補者の自由意志に基づく同意を入手するためのパブリシティ免責書が届きます。
どのような場合においても、これに同意しないことにより当選候補者の入賞が妨げられることはありま
せん。

● Twitterを利用した参加者が当選候補者となった場合、その当選候補者には、当選候補者の
応募作品のリツイートまたはそれに対するリプライ（返信）、および/またはTwitterのダイレクト



メッセージで通知が行われます（注：ダイレクトメッセージを受信するには、当選候補者は (a)
スポンサーのTwitterページのフォロワーであること、また (b) Tweetのプライバシー設定の
チェックマークを解除する必要があります）。

● Instagramを利用した参加者が当選候補者となった場合、その当選候補者にはダイレクトメッ
セージにより、および/または当選候補者のInstagramアカウントで当選候補者の応募作品への
スポンサーによるコメント投稿により通知が行われます。

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賞品免責書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。

前述を制限することなく、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) 賞品免責書にすべての署名を行わなかった場合やそれを公式規定に従って期限通りに返
送しなかった場合、または (c) 何らかの理由で賞品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。

10.条件。法律により認められる範囲において、および除外が認められない保証（以下に定義）を条件
とし、各参加者および当選者（または、参加者/当選者が未成年/居住地において成年未満である場
合は、その代理として参加者/当選者の保護者または法定後見人）は、コンテストに参加することによ
り、スポンサー、その販促パートナー、TWITTER、INSTAGRAM、およびその広告代理店ならびに販
促会社、コンテンツプロバイダー、コンテンツの制作会社および代理店のそれぞれ、およびそのそれ
ぞれの親会社、子会社、関連会社、パートナー、代表者、代理人、後継者、譲受人、従業員、役員、
および取締役（以下総称して「被免責者」）を、コンテストへの参加に関連して、その準備において、ま
たはそのための旅行や参加、賞品の受諾および/または使用や誤用、またはコンテスト関連アクティビ
ティへの参加から生じる可能性のある法的責任、損失、危害、被害、損害、費用または経費（物的損
害、人的傷害、または死亡を含むがそれに限定されない）、およびパブリシティ権、名誉棄損、プライ
バシーの侵害、著作権の侵害、商標の侵害、またはその他の知的財産権に関連する訴因に基づくす
べての賠償請求から、免責、補償し、かつ無害に保つことに同意します。コンテストへの参加および
賞品の受諾は、法律により禁じられる場合を除き、当選者の氏名、住所（市および州/県/領土）、肖



像、写真、絵、描写、音声、略歴、および/またはコンテストやスポンサーに関して各当選者が行った
発言を、スポンサーが広告および販促目的で、通知または追加の補償を支払うことなく使用すること
を各当選者が許可するものと見なされます。これらの公式規定に従わなかったり、またはいかなる方
法であってもコンテストを妨げようとする参加者は、参加資格を失うものとします。参加者は、コンテスト
への参加は参加者とスポンサー間の信任関係、信託関係、雇用関係、代理関係、またはその他の特
別な関係ではなく、また参加によってこれらの関係が構築されることはないことを認識し、同意します。
除外が認められない保証を条件に、スポンサーが制御できない事象により、コンテストが開催できな
い、または賞品が進呈できない場合、スポンサーには一切責任はありません。これには、天災、戦争
行為、テロ行為、政府または軍当局による行為（国内外を問わず）、病気の蔓延、またはその他の公
衆衛生上の危険、自然災害、天候、または労働争議やストライキを原因とする旅行のキャンセル、遅
延、または中断が含まれますが、これに限定されません。

11.追加条項。上述されたもの以外の参加方法を試みることは禁じられます。自動機能、プログラム
化、ロボット、またはそれに類似する手段を用いた参加は一切認められません。適用法で認められる
範囲において、かつ除外が認められない保証を条件に、スポンサー、その関連会社、パートナー、お
よび販促会社ならびに広告代理店は、技術、ハードウェア、ソフトウェア、電話、またはその他の通信
手段のあらゆる不具合、エラー、または故障、ネットワーク接続の切断、ウェブサイト、インターネット、
またはISPの障害、不正な人物の介入、交通渋滞、コンテストに参加する個人の能力を制限する可能
性のある不完全あるいは不正確な参加情報の取得（原因を問わず）またはコンピューター転送の失
敗、不完全、文字化け、混乱、または遅延には一切責任を負いません。これには、コンテストへの参
加またはコンテストの資料のダウンロードに関連する、またはそれに起因する参加者やその他の個人
のコンピューターへの被害や損害が含まれますが、これに限定されません。スポンサーが（その単独
裁量により）ウイルス、バグ、不正な人物の介入、詐欺、またはスポンサーの妥当な制御力を超えるそ
の他の原因により、および/または適用される法律、規制、布告、またはガイドラインの結果として、コン
テストの管理、セキュリティ、公平さ、または適切な実施に支障や影響が出たと判断した場合、スポン
サーはその単独裁量によりコンテストをキャンセル、終了、変更、延長、または一時停止する権利を有
します。その場合、スポンサーはスポンサーがその措置を取る前および/または後（適切な場合）に受
理されたすべての有資格参加者の中から当選者を選択することができます。スポンサーが本公式規
定に従ってコンテストをキャンセルまたは変更することを決定した場合、スポンサーはそのようなキャン
セルや変更について自社のTwitterページおよびInstagramページで通知します。スポンサーは、コン
テストへの参加手続きやその運営、またはウェブサイトを妨害しているとスポンサーが独自裁量により
判断する個人の参加資格を、独自裁量により剥奪する権利を有します。参加者が不正行為、ハッキ
ング、ごまかし、その他のあらゆる不正なプレイ行為により（参加登録を迅速に行う自動化プログラム
の使用を含む）、または他の参加者やスポンサーの代表者を困らせる、虐待する、脅す、または嫌が
らせることを意図して、コンテストの正当な運営に損害を与えようとしているとスポンサーが単独裁量に
より判断した場合、スポンサーはその参加者によるコンテストへの参加もしくは賞品の獲得を禁じること
ができます。

注意：スウェブサイトに故意に損害を与えたり、コンテストの正当な運営を故意に阻害したりする試み
は、刑法および民法に違反するものであり、そのような試みがあった場合、スポンサーは法律が認め
る最大限の範囲において、その個人に対して損害賠償を請求する権利を留保します。

12.法的責任の制限、保証の否認。法律で認められる最大限の範囲において、コンテストに関連する
ウェブサイトへのアクセスおよびその使用、またはコンテストに関連するウェブサイトからの資料のダウ
ンロードまたはダウンロードされた資料の印刷から生じる、直接的、間接的、付随的、派生的、または
懲罰的な損害を含むどのような損害や損失についても、被免責者が責任や法的責任を問われること
はないものとします。前述を制限することなく、コンテストおよびすべての賞品は「現状のまま」、明示ま
たは暗示の保証なく進呈されます。これには商品性、特定目的の適合性、および権利の非侵害の黙



示保証が含まれますが、これに限定されません。法域によっては、(a) 適用される制定法上の権利に
関する黙示保証の除外、および (b)契約当事者の過失または故意の違法行為を原因とする損害また
は死亡に関する契約当事者の法的責任の制限は許可されないため、上記の除外および制限が適用
されないことがあります。この制限はすべての法域において強制執行可能とならないため、すべての
有資格参加者に適用されない可能性があります。さらに、これらの諸条件の内容は、法定の消費者
保護または黙示の条件や保証を除外、修正、または制限することを主張するものではなく、そのような
消費者保護または黙示の条件や保証を本公式規定から除外すると、制定法の違反となるか、これら
の諸条件のどの部分であっても無効となります（以下「除外が認められない保証」）。これらの制限また
は除外に関する制約または制限については、現地の法律をご確認ください。

13.争議、準拠法。法律で認められる最大限の範囲において、当事者は、本公式規定（コンテストを含
むがこれに限定されない）に関連して起こされる訴訟または審理において裁判を受ける権利をすべて
放棄します。

法律で認められる最大限の範囲において、本公式規定およびその諸条件は、抵触法の原則の適用
を除き、ノースカロライナ州の法律に準拠し、解釈されるものとします。当事者は、ノーカロライナ州
ウェイク郡上級裁判所、または連邦裁判所の管轄権が存在する場合はノースカロライナ州東部地区
連邦地方裁判所の専属管轄権に従うことに同意します。当事者は、フォーラム・ノン・コンビニエンス
（不適切な法廷地）の弁護を提起しないことに同意します。

14.データの使用。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。

15.当選者名/当選者リスト。国および/または市と州/その他の居住法域（該当に応じて）を含む当選者
リストを入手するには、十分な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。送付先：Fortnite Concept Royale Contest 2022-Winners 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。
16.スポンサー。Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518, United States of
America。

本公式規定の一つ以上の条項が無効、違法、または執行不能とされた場合、公式規定の残りの条項
の有効性、合法性、または執行力に影響は及ばないものとします。

本プロモーションはTWITTERやINSTAGRAMが主催、推奨、または運営するものではなく、
TWITTERとの関連はありません。参加者は、各自の情報をTWITTERやINSTAGRAMではなくスポ
ンサーに提供します。

これらの公式規定および公式規定への変更はすべて、スポンサーのTwitterページおよびInstagram
ページに掲載されます。


