
 

 

 

サプライラマ コミュニティゴール チャレンジ 

 公式規則 

1) ルール遵守の同意 「サプライラマ コミュニティゴール チャレンジ」（以下、「本プロモー

ション」）に参加するには、本文書に定められた利用規約（以下、「公式規則」）に同意し、

これに従う必要があります。本プロモーションに参加することで、参加者は本公式規約の

一切の内容を無条件で承諾し、同意するものとみなされます。 

2) 主催者 本プロモーションの運営責任者は、以下表に定められた主催企業が担当します。

本プロモーションおよび公式規則に関する主催者の判断は、あらゆる点において最終的か

つ法的拘束力を持つものとします。本プロモーションあるいは公式規則に疑問のある個人

は、Epic Games, Inc.（以下、「Epic」）ではなく、参加者の居住する地域の主催者に連絡を取

るものとします。Epic は本プロモーションの主催者、運営者、管理者ではありません。  

 

本プロモーションに関して、居住地はその人物の PlayStation® Network アカウント（以下、「

PSN アカウント」）が登録された国とします。本プロモーションに参加する個人は前述の各

項に関わらず、公式規約およびこれに関連する一切の紛争に明示的に同意するものとしま

す。 

地域 参加国/地域 地域内主催者 

SIEA 

アルゼンチン、カナダ、チリ、コロンビア

、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマ

ラ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、ペ

ルー、パラグアイ、アメリカ合衆国、ウル

グアイ 

 

米国の領土、領地、海外の軍事施設、および米国もし

くは自治体の法律で禁止または制限されている場所で

は、本プロモーションは利用できません。 

Sony Interactive Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway 

Foster City, CA 94404 



 

 

SIEI 

日本、香港、韓国、台湾、シンガポール、

マレーシア、タイ、インドネシア 

株式会社ソニー・インタラクティブエ

ンタテインメント 

〒108-8270  

東京都港区港南 1 丁目 6 番 27 号 

SIEE 

英国、ドイツ、フランス、スペイン、オラ

ンダ、ベルギー、スウェーデン、スイス、

ポーランド、オーストリア、デンマーク、

ノルウェー、フィンランド、アイルランド

、ポルトガル、チェコ共和国、ハンガリー

、スロバキア、オーストラリア、ニュージ

ーランド 

Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited 
10 Great Marlborough Street,  
London W1F 7LP  

イギリス 

 

3) プロモーション期間およびタイムキーピング  

a) プロモーション期間:2022 年 5 月 18 日 日本時間 午後 5 時（世界標準時 午前 8 時）～

2022 年 5 月 23 日 日本時間 午後 12 時 59 分（世界標準時 午前 4 時）。   

b) 公式タイムキーパー：主催者のコンピューターシステムが本プロモーションに関するす

べての事項の公式タイムキーパーとなります。 

4) 参加資格 本プロモーションは、プロモーション期間（第 3 条に定めるもの）の開始時点

で本項に定める以下の資格要件をすべて満たす個人のみが対象です。以下の資格要件を満

たして本プロモーションに参加する方は、以下「参加者」といいます。 

a) 第 2 条に含まれるいずれかの国または地域（それぞれを「参加国・参加地域」と呼ぶ）の

法的居住者であること。 

 

b) 年齢が満 16 歳以上であること。プロモーション期間（第 3 条に定めるもの）の開始時

点で居住地において未成年とみなされる、もしくは法定成年に満たない年齢の方（以下

、総じて「未成年者」）は、本プロモーションに参加するには親もしくは法的保護者の許

可を得る必要があり、親もしくは法的保護者が代理として公式規定に同意する必要があ

ります。主催者は未成年者に賞品を授与する条件として、親もしくは法的保護者の許可

と同意の証拠を書面で求める場合があります。 



 

 

c) (i) 有効な PSN アカウント、および (ii) 有効な Epic Games アカウントを所持していること

。（注意:PSN アカウントを作成するには、(i) アカウントが登録された国の法定成年年齢

に達している、もしくは (ii) 親もしくは法的保護者に、成年者アカウントの管理下にあ

る子供用アカウントもしくはサブアカウントとしてアカウントを作成してもらっている

必要があります。  

d) 重要: 以下に定める方は前述の要件 (a)～(c) を満たしている場合でも、参加資格を持たな

いものとみなされます。(i) 主催者もしくは Epic の従業員、及びそれらの親会社、系列会

社、子会社、関係企業の従業員、または (ii) 前述 (i) のいずれかに該当する方の直系尊属

（親、子、兄弟姉妹、配偶者およびそれぞれの配偶者と定義され、居住地は問わない）

、または (iii) 血縁関係の有無に関わらず、前述 (i) のいずれかに該当する方と同じ世帯に

居住している方。   

5) 参加方法 参加については http://fortnite.sony.com/  を開いて、指示された手順にしたがっ

て登録してください。この時にアカウントの関連付けが必要となる場合があります。参加

者は登録およびログイン後、Fortnite バトルロイヤルもしくはゼロビルド ゲームモード（ソ

ロ、デュオ、トリオ、スクワッド）でストームサークルから生き残ることで、以下 3 つの

コミュニティゴール（以下、それぞれ「コミュニティゴール」）の 1 つ以上の達成へ貢献す

ることを試みることができます。本プロモーションへの参加に使用された PSN アカウント

に割り当てられたメールアドレスの許可されたアカウント保持者が「参加者」とみなされま

す。プレイヤーは本プロモーションに最大 1 回まで参加できます。プレイヤーが本プロモ

ーションにエントリーを複数回おこなう目的で、複数もしくは代理の PSN アカウントもし

くは Epic アカウントを作成もしくは使用することは禁止となります。 

6) 賞品を獲得する方法 参加者は登録およびログイン後、プロモーション期間中に Fortnite バ

トルロイヤルもしくはゼロビルド ゲームモード（ソロ、デュオ、トリオ、スクワッド）を

プレイすることで、第 7 条に定めるコミュニティゴールに貢献することで、商品を得るこ

とができる場合があります。コミュニティゴールはプロモーション期間中に全ての参加者

（以下、「コミュニティ」）が閉じたストームサークルの合計数に基づきます。コミュニテ

ィゴールは順番に達成される必要があり、参加者が次のコミュニティゴールへの貢献を試

みる前に、初期のコミュニティゴールまたは直前のコミュニティゴールが達成されている

必要があります。1 つのコミュニティゴールが達成されると、当該コミュニティゴールの条

件にあるストームサークルの合計数に含まれる 1 つ以上のストームサークルを生き残った

参加者全員に、対応する賞品（第 7 条に定めるもの）の授与資格が与えられます。 

 

参加者はプロモーション期間中は公式規則、および Fortnite エンドユーザー利用規約（

http://fortnite.sony.com/


 

 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula）（「Fortnite EULA」）、"PlayStation Network"利用規

約（https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/）（「PSN 利用規約」）を含

むがこれに限らない Fortnite のあらゆる規則と規約を遵守する必要があります。これに違反

した場合、当該の参加者は本プロモーションへの参加資格を喪失し、授与された一切の賞

品を没収されるものとします。 

7) 賞品   

a) 賞品は以下の表に基づいて授与されます。コミュニティゴールに対応する賞品の授与に

は当該コミュニティゴールの達成が必要です。全てのコミュニティゴールが達成された

場合、授与資格を有する参加者に下記全ての賞品が授与されます。どのコミュニティゴ

ールも達成されたなかった場合、賞品は一切授与されません。参加者は各賞品をそれぞ

れ 1 つまで受け取ることができ、参加者が本条項に定められた賞品を過去のチャレンジ

もしくはプロモーションの一環として受け取っている場合は、当該参加者は本プロモー

ションにおいてその賞品を受け取ることはできません。報酬の授与はいずれも参加者の

参加資格および本公式規則への遵守に対する確認の対象となります。 

ナンバー 目標 賞品 

コミュニティゴール 1 コミュニティによって閉じられ

たストームサークルの数が 1500

万を突破 

PS4 サプライラマ ダイナ

ミックテーマ（※） 

「A Llotta Llamas」ゲーム内

コスメティック ロード画

面 

※PS5 本体では使用でき

ません。 

コミュニティゴール 2 コミュニティによって閉じられ

たストームサークルの数が 3000

万を突破 

PSN キャラクターアバタ

ーセット 1 

Fortnite 「Fresh Iridescence

」ゲーム内コスメティッ

ク ラップ 

https://www.epicgames.com/fortnite/eula
https://www.playstation.com/en-us/legal/psn-terms-of-service/


 

 

コミュニティゴール 3 コミュニティによって閉じられ

たストームサークルの数が 4200

万を突破 

PSN キャラクターアバタ

ーセット 2 

Fortnite 「Mecha Team 

Glider」ゲーム内コスメテ

ィック グライダー  

 

b) 税金と経費 参加者に授与された賞品の価値に対して、参加者の国で税金が支払われる

必要がある場合があります。現地の法律で禁止されている場合を除き、当選者は、当選

または受け取った賞品に関連して適用される税金、経費、費用、手数料を単独で負担す

るものとします。  

c) 当選のお知らせとお届け PS デジタル賞品はプロダクトコード（PlayStation Store で引換

可能なもの)としてプロモーション終了から 15 営業日以内に授与されます。PS デジタル

賞品の当選者は、当選者の PlayStation 4 本体もしくは PlayStation 5 本体の PSN システム

メッセージ経由で主催者よりプロダクトコードを受け取れます。プロダクトコードを引

き換える方法については、次を参照してください：

playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/。Epic の賞品の授与は該当す

るコミュニティゴールの達成から 7 日間以内、もしくは Epic が授与に必要とする合理的

な期間内に当選者の Epic アカウントへ直接授与されます。  

d) 現状のままで提供；代替不可 賞品は明示的および暗示的に関わらず、一切の保証もし

くは確約なく現状のままで提供されます。賞品の一切の詳細は、Epic（以下に定めるよ

うに Epic リワードに関して）および主催者（以下に定めるように PS デジタルリワード

に関して）の独自の裁量に基づきます。参加者は賞品の実際の小売価値と ARV の一切の

差額を受け取る権利を有さず、賞品の推定価値と実際の価値の差額が授与されることは

ありません。賞品の譲渡はできません。また、代替品、交換、現金同等物の要求は認め

られません。主催者が PS デジタル賞品について、および Epic が Epic 賞品についてそれ

ぞれ何らかの理由で授与ができなくなった場合、主催者および Epic は賞品を同等以上の

価値のある代替賞品で代替する権利を留保します。  

e) 没収された賞品 参加者が参加資格を持たない、もしくは公式規則に違反した事が判明

した場合、またはいかなる理由においても賞品の受け取りを拒否した場合、該当する賞

品は没収されます。没収された賞品は授与されません。賞品は当選通知の受け取りから

90 日間以内に受け取る必要があります。当該通知に後日の受取期限が指定されている

場合はこの限りではありません。 

http://playstation.com/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/


 

 

f) 賞品の利用規約 参加者の PS デジタル賞品の使用は PSN 規約および Sony Interactive 

Entertainment プライバシーポリシー（https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/）

（以下、それぞれ「PlayStation ポリシー」）の対象となります。参加者が PlayStation ポリ

シーを承諾しない場合、当該参加者は PSN および該当する PS デジタル賞品を使用する

ことができません。参加者の Fortnite における Epic 賞品の使用は Epic 利用規約（

https://www.epicgames.com/site/ja/tos）および Epic Games プライバシーポリシー（

https://www.epicgames.com/privacypolicy）、Fortnite EULA（以下、それぞれ「Epic 規約」）

の対象となります。Epic は各参加者に対してこれら契約を執行する権利を有しています

。参加者が Epic 規約を承諾しない場合、当該参加者は Fortnite および該当する賞品を使

用することができません。 

8) パブリシティ権 参加者は本プロモーションに参加することで、主催者に対して本プロモ

ーションに関連して主催者に提供された自身の名前、イメージ、肖像、PSN ID、アバター、

その他略歴等の情報およびコンテンツを、広告もしくは取引を含むあらゆる合法的な目的

で使用するための永久的かつ世界的な非限定的ライセンスを、適用される法の許容する範

囲内で主催者に無償で与えるものとします。主催者は参加者に対するそれ以上の一切の支

払いをおこないません。前述の許可を参加者への通知および参加者の確認ならびに参加者

の承認なく行使できるものとします。  

 

公式規約に基づいて主催者に付与された一切の許可は、参加者が本公式規約 第 2 条に定め

られた主催者の住所における「SIE Legal Department, Legal Notices」に対してこの許可の取り消

しを書面で正式に通知しない限り、本プロモーションの終了後も適用されるものとします

。   

 

アルゼンチン在住の方限定：アルゼンチンに居住する参加者が本公式規則に基づいて主催

者に与えた許可は本プロモーションの終了もしくは失効から 3 年間有効であり、当該参加

者はその間支払いを求める権利を持たないものとします。参加者は、本プロモーションへ

の参加が第三者に対していかなる経済的損失を与えるものではないことを認め、延いては

、第三者は党外の経済的損失もしくは収益の低下により起こす可能性のあるあらゆる請求

を放棄するものとします。 

9) データ収集および処理 Fortnite 経由でユーザーが提供した情報は Epic プライバシーポリシ

ー（https://www.epicgames.com/privacypolicy）の定める目的でのみ使用されます。

PlayStation Network 経由で提供された情報は Sony Interactive Entertainment プライバシーポリ

シー（https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/）の定める目的でのみ使用されます。 

https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/
https://www.epicgames.com/privacypolicy
https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/


 

 

10) 一般条件  

a) 変更、中断、中止の権利 主催者は、主催者が次のように決定した場合、本プロモーシ

ョンあるいはその一部に関して、あらゆる手段における中止、中断、変更の独占的権利

を有するものとします。  

i) 主催者の意図に沿う形でのプロモーションが不可能だと判断した場合、あるいは  

ii) 何らかの誤り、不作為、詐欺行為、技術的欠陥、改ざん、コンピューターウィルス

、戦争、公衆衛生上の緊急事態、あるいは技術的であるか否かを問わないその他の

要素により、主催者の適切な管理の範囲内を超えた事態が発生した場合、または主

催者が適切にプロモーションを行う能力が毀損された場合、適用されるあらゆる法

または制限の影響下に置かれた場合。  

 

そのような中止、終了、中断が行われた場合には、当該の中止、終了、中断が発生した

時点で達成されたあらゆるコミュニティゴールの賞品を、授与資格を有する参加者全員

に授与する場合があります。 

b) バグ、エラー、機能不全 主催者は本プロモーションにおいて参加者が直面するあらゆ

る問題、バグ、および機能不全については責任を負うものではありません。  

c) 本プロモーションの改ざん、干渉、濫用 次の場合、主催者は独自の絶対的な裁量によ

り、本プロモーションおよび主催者、主催者の関連会社が開催中の他のプロモーション

、あるいは将来的に開催するプロモーションから任意の参加者（および彼／彼女のすべ

てのエントリー）の参加資格を無効にする権利を留保します。 

i) エントリー手順が改ざんされた、あるいは  

ii) 本プロモーションの完全性に影響するマクロ、スクリプト、BOT、その他類似する

手法で生成されたエントリーの使用を含むがこれらに限らない詐欺行為もしくは不

正行為が行われた、あるいは  

iii) あらゆる他者に対して暴力的、脅迫的、もしくは不適切な言動をおこなった、

PlayStation™Network のコミュニティ行動規範および PSN 規約の定めるその他の規定

に該当する違反行為をおこなった参加者。 

d) 公式規則の制御 公式規則と本プロモーションにおけるその他あらゆる素材との間で不

整合が起きた場合は、公式規則が適用されます。 

https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/
https://www.playstation.com/support/account/community-code-of-conduct/


 

 

e) 可分性 公式規則のいかなる部分であれ、適切な法域の法廷において違法あるいは無効

、もしくは効力がないと判断されたものは、除外されるものとし、その他の規則は引き

続き適用されるものとします。 

f) 翻訳 主催者は公式規則について、英語以外の言語で利用できるように公式で翻訳を行

う場合があります。法で許容される範囲内において、英語版における公式規則とその他

言語における規則で矛盾が生じた場合は、英語版の解釈が適用されます。 

11) 免責および責任の制限 

法律で許容される最大限の範囲において、プロモーションに参加することでそれぞれの参

加者は、主催者および Epic の従業員各員、代理店、親会社、提携会社、子会社、関連会社

（以下、「責任免除された関係者」）をプロモーションのための準備、移動、参加や賞品の

所有、受領、使用、またはプロモーションに関連する活動への参加によって引き起こされ

る可能性のある物的損害や人的被害、死亡など、プロモーションに関連して引き起こされ

るあらゆる責任あるいは損失、損害やパブリシティ権、著作権、商標権の侵害や、プライ

バシーの毀損または侵害、あるいはデータ保護や商品発送に基づいた請求から保護し、免

責し、損害から守ることに同意したことになります。  

 

適用される地域法によって要請される場合を除き、上記を制限することなく、責任免除さ

れた関係者は次に関して責任を負わないものとする：誤りのある、あるいは不正確なエン

トリー情報；人的過失；技術的不具合；損失、盗難、損傷、誤配送、無効あるいは不完全

または時期の合わないエントリーで参加者がプロモーションに参加できなくなる可能性の

あるもの（これは主催者の過失であったとしても責任を負わないものとします）；不具合

、怠慢、妨害、削除あるいはプロモーションへの参加もしくは参加できなかったことに関

して引き起こされた参加者およびその他の人物のコンピューターに対する損傷もしくはダ

メージを含む電話回線、コンピューターのオンラインシステム、コンピューターの備品、

サーバー、プロバイダー、あるいはソフトウェアの障害；サイトへのアクセスおよび情報

あるいはデータのアップデートができなかったこと；エントリーの強奪、改ざん、破壊、

不正なアクセスあるいは変更；間違ったあるいは不完全なデータの処理、または時機を逸

したデータの処理あるいは電話システム、コンピューター、電子機器の不具合、電話回線

かインターネットまたはウェブサイト（本サイト含む）の混雑、あるいはその他あらゆる

理由によるデータの紛失；誤植またはその他の誤り；あるいはこれらの要因が複合された

もの。サイトに情報またはデータをアップロードしたとの証拠は送信や受領の証拠とは見

なされません。入力情報が判読不可能であったりコピーであったり不完全であったりする

場合は、無効になります。虚偽、詐欺行為、欺瞞目的のエントリーや行為と主催者により



 

 

判断された場合は、参加者は参加資格を失い、関連するすべてのエントリーが無効になり

ます。 

 

法の適用される最大限の範囲において、責任免除された関係者はいかなる場合であっても

、本プロモーションに関連して起こった事件、重要な結果、懲罰的賠償に関して責任を負

うものではありません。 

 

事件や重大な結果、その他の損害に対する責任の制限および免除を認めない法域もありま

す。結果として、上記の制限あるいは除外は、そのような法域に居住している参加者には

適用されない可能性があります。  

12) 準拠法および法域 適用される法の許容する範囲内において、公式規則および発生するあ

らゆる紛争は、下記の表に定める準拠法に基づいて解決するものとします。  

地域 地域内主催者 準拠法および法域 

SIEE Sony Interactive 
Entertainment 
Europe Limited 

SIEE 担当地域に居住する参加者に関しては、公式規則は

英国法の下に解釈されるものとします。  

 

法廷における紛争においては、当事者はイングランドお

よびウェールズの裁判所の非専属管轄権に服するものと

します。 

SIEA Sony Interactive 
Entertainment LLC 

SIEA 担当地域に居住する参加者に関しては、本規則は抵

触法にかかわらずアメリカ合衆国カリフォルニア州法に

従って運営され、理解され、解釈されるものとします。

カリフォルニア州上級裁判所またはサン･マテオ群上級裁

判所あるいはカリフォルニア北部地区合衆国地方裁判所

という管轄権を有する裁判所で、当事者により少額裁判

所外において仲裁に服さない紛争が起こされる可能性が

ありますが、その場合、当事者（参加者および主催者）

各々がその裁判所の専属管轄権および裁判地に従い、管

轄、裁判地、不便宜法廷地に関する異議申し立てを断念

す る こ と を 同 意 し た も の と し ま す 。   

 

これら公式規則に関係するあらゆる仲裁もしくは訴訟に



 

 

おいて、あらゆる費用、弁護士費用を含むあらゆる料金

は敗訴側が支払うものとします。 

 
SIEI 株式会社ソニー

・インタラクテ

ィブエンタテイ

ンメント 

SIEI 担当地域に居住する参加者に関しては、公式規則は抵

触法にかかわらず日本国法の下に解釈されるものとしま

す。  

 

法廷における紛争においては、当事者は東京地方裁判所

の専属管轄権に服するものとします。 

 
  

 


