オーストラリア・マカダミア・イノベーションチャレンジ0954規約
規約

1. 本コンテスト（以下「本プロモーション」といいます）の情報（エントリー方法及び提供さ
れる賞品を含む）は、本規約の一部となります。
2. 本プロモーションに参加することによって、各参加者は本規約に拘束されることについて十
分にかつ無条件に同意し確認します。本コンテストにエントリーすることにより本規約を受
諾したとみなされます。
3. 本規約と本プロモーションの他の資料に不一致がある場合、本規約が優先します。
4. 本プロモーションは技術に基づく競技であり、勝者を決める上で偶然性は関係ありません。
本プロモーションにエントリーするためにエントリー費用は請求されません。各エントリー
毎に、本規約に特定される基準に従い、個別に審査されます。審査員の決定が最終かつ拘束
的であり、やりとりはなされません。
5. 本規約はオーストラリア国ニューサウスウェールズ法によって支配され、解釈されます。
6. .本プロモーションの主催者は 113 Dawson Street, Lismore, NSW 2480, Australia 所在（電
話：+61 2 6622 4933）のオーストラリア・マカダミア協会リミテッド（企業番号 19 010
689）です（以下「本主催者」といいます）。
参加資格

7. 本プロモーションには、本プロモーションへのエントリー又は参加が禁止されていない限り、
オーストラリア、中国及び日本（以下「適格国」といいます）の居住者であり、本規約で規
定される要件を満たす者がエントリーすることができます（以下「参加資格者」といいま
す）。
8. セクション 7 に関して、居住者とは適格国内において現在、居住地住所に住んでいる者をい
います。
9. 全ての参加資格者は：
a. 18 歳以上であり、かつ
b.
i.
適格国の一つで認定された高等教育機関に現在在籍し食品科学・テクノロジ
ー又は関連する分野を学んでいる学生（以下「学生部門」といいます）、又
は
ii. 適格国の一つにおけるプロフェッショナルの食品技術者、食品商品開発者、
研究開発者、又は関連分野で研修・就業中の者（以下「プロフェッショナル
部門」といいます）のどちらかであって、かつ
c.

2019 年 4 月 4 日にオーストラリアのバイロン・ベイで開かれる最終審査（以下「最
終審査」といいます）に出席可能である必要があります。

10. 本主催者及び関係するエージェント・会社・委託者又は個人の従業員及びその直近の家族は
本プロモーションにエントリーする資格はありません。「直近の家族」とは、以下を意味し
ます：配偶者、前配偶者、事実上の配偶者、子又は養子（血縁、縁組に関わらず）、父母、
継父母、祖父母、継祖父母、おじ、おば、めい、おい、兄弟、姉妹、継兄弟、継姉妹、いと
こ。
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エントリー時期

11. 本プロモーションは、2018 年 7 月 30 日オーストラリア東部夏時間午前 9 時（協定世界時午
後 10 時、日本標準時午前 7 時）に開始し、2018 年 12 月 17 日オーストラリア東部夏時間午
後 11 時 59 分（協定世界時午後 12 時 59 分、日本標準時午後 9 時 59 分）に終了します（以
下「本プロモーション期間」といいます）。本プロモーションは、本プロモーション期間に
行われます。本規約における時間は全て、本主催者所在地（オーストラリア国ニューサウス
ウェールズ）の現地時間です。
12. 別途記載されない限り、本規約で本プロモーション期間が開始又は終了するとして記載され
る時間はオーストラリア国ニューサウスウェールズ、シドニー市の関連する日付における時
間に基づきます（オーストラリア東部夏時間）。本プロモーション期間外で提出されたエン
トリーは不適格です。
13. 本プロモーションにエントリーするために、参加資格者はエントリー手続（以下に概要）を
本プロモーション期間内に完成しなければなりません。
14. エントリーはエントリー手続に従ってのみ提出することができ、他の形式では本主催者に受
付されません。
15. エントリーは本プロモーション期間に本主催者に受領されなければなりません。オンライン
又は E メールによるエントリーは、参加者の送信時ではなく、プロモーションデータベース
の受領時に受領されたものとみなされます。
エントリー方法

16. 参加資格者は、本プロモーションに個人で（以下「個人」といいます）、または、5 人以内の
チームの一員として（以下「チーム」といいます）エントリーすることができます。
17. 参加資格者は、本プロモーションに以下の手順でエントリーできます（以下「本エントリー
手続」といいます）。
a. マカダミアチャレンジウェブサイト－macadamiachallenge.com（以下「マカダミア
チャレンジウェブサイト」といいます）に規定される、そして本規約に含まれる基
準に合致する、新規の、著しく改良された又は適応する、マカダミアを材料として
使用した包装食品製品（以下「本デザイン」といいます）を製作する。
b. 本プロモーション期間中にマカダミアチャレンジウェブサイトを訪れ、本プロモー
ションのエントリーページの指示に従い、オンラインエントリーフォームを完成さ
せ提出する。
i. 以下の詳細を含みます：
1. 個人のエントリー：参加者の氏名、E メールアドレス、携帯電話番
号、住所（以下「個人詳細」といいます。）
2. チームのエントリー：チームメンバー全員の個人詳細（上記定義の
とおり）
ii. オンラインエントリーフォームの 11 項目 要請されるすべての情報
1. 作品名
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2. 作品の説明
3.

ノミネートされる作品のカテゴリー－コンフェクショナリー、シリ
アル食品、スナック／軽食、又は未来の食品（詳しくは
macadamiachallenge.com をご覧ください。）

4. 作品の風味－洋風又はアジア風
5. 作品開発の背後にある洞察及び作品を商業化する市場機会
6. マカダミアがどのようにあなたの作品を革新的にしているかという
ことも含めた、作品の味及び独創性についての説明
7. 作品の市場における進歩性・新規性
8. 大量生産への考慮
9. 材料及び作り方
10. このチャレンジをどう知ったか
11. 作品の写真

18. 参加資格者は何度でも望むだけエントリーできますが、各エントリーは、本エントリー手続
に従って個別に提出されなければならず、提出される各本デザインは異ならなければなりま
せん。参加資格者は最大一つのメジャー賞を受賞できます。本エントリー手続を完了するこ
とによって、参加資格者は 1 エントリーができます。
19. 審査において同じチーム／個人から複数のエントリー作品が選ばれた場合、最も上位のエン
トリー作品が審査に進み、他の選ばれたエントリー作品は終了となります。
20. 不完全で参加資格のないエントリーは無効とみなされます。エントリーはまた、本規約に違
反すると本主催者の単独の裁量によって決定されるか、又は本プロモーションのエントリー
手続中に本主催者から通知された他のガイドラインに違反する場合、無効とみなされます。
本主催者は、いかなる遅れた、失われた、誤ったエントリーについて責任を負わず、そのよ
うなエントリーは本主催者によって非適格とみなされることがあります。
審査

選抜審査
21. 参加資格者が提出した各エントリー作品は本主催者、その関係者又は本主催者又はその関係
者が選んだ一つ以上の第三者専門家（以下「選抜審査会」といいます）によって検討されま
す。これは本主催者の施設内で 2018 年 12 月 18 日に行われます（以下「選抜審査」といい
ます）。
22. 選抜審査会は、以下の基準を用いて、計 30 ポイント制で各エントリー作品を審査します。
a. 作品開発の背後にある洞察及び作品を商業化する市場機会（10 点）
b. マカダミアがどのようにあなたの作品を革新的にしているかということも含めた、
作品の味及び特別の品質についての説明（10 点）
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c.

作品の市場における進歩性・新規性の程度（10 点）

23. 上記 17(ii)(3)で言及された全てのカテゴリーから、最も点数の高い 10 組のエントリーが選抜
審査会により決定され、最終審査に進みます（以下「選抜ファイナリストデザイン」といい
ます）。
24. 23 項の最も点数の高い 10 組のエントリーは、下記の各部門からそれぞれ最低 3 つの最高得
点エントリーで構成されます。
a. 学生部門（個人のエントリーのみ）
b. プロフェッショナル部門（個人のエントリーのみ）
c.

プロフェッショナル及び学生部門（チームエントリーのみ）

25. 10 エントリーについて同点があった場合、本主催者は、22 項で明記される審査基準の総合的
な組み合わせに基づき、同点のエントリーを再審査します。

最優秀部門の最終審査
26. 選抜ファイナリストデザインとして選ばれた各チーム及び個人は、2019 年 4 月 4 日オースト
ラリアのバイロン・ベイでの最終審査に出席しなければなりません（出席に関する詳細は 35
項に規定されます）。しかしながら、選抜ファイナリストデザインがチームの場合、選抜フ
ァイナリスト賞を求めるチームの 2 名分のみの費用が本主催者によって負担されます。チー
ムのメンバーは、だれがその 2 名になるか決めなければなりません。選抜ファイナリストデ
ザインのチームの他のメンバーは最終審査及び受賞者紹介イベントに出席することが可能で
すが、10 週間前までに本主催者に出席することにつき事前に確認を行い、宿泊及び交通費を
含む自己の費用に対応することが必要です。別途本規約で明記されない限り、最終審査への
出席に関するビザ及び旅行保険費用は出席者の負担となります。
27. 最終審査において、各選抜ファイナリストデザインの個人及びチームは、本主催者又は関係
者の単独の裁量で選ばれた一流の食品イノベーター4 名で構成される審査会（以下「最終審査
会」といいます）に対して口頭のプレゼンテーションを行い、審査員に本デザインのサンプ
ルを提供する必要があります（総称して「本プレゼンテーション」といいます）。
28. 最終審査会は、以下の基準を用いて、各本プレゼンテーションを計 55 ポイント制で審査しま
す。
a. 口頭プレゼンテーション
i. 作品の背後にある消費者洞察又はトレンド（10 点）
ii. 作品を商業化する市場機会（10 点）
iii. 作品の特別の品質及びマカダミアがどのようにあなたの作品を革新的にして
いるか（10 点）
iv. 作品の市場での新規性についての実証。又は現存商品を変えたものである場
合、どのようにそれが取り入れられるか、又は好まれるかの説明（5 点）
v. 材料及び作り方（5 点）
vi. 大量生産への考慮（5 点）
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b. 審査試食テスト
i. 作品の試食（10 点）
29. 最終審査会は最高得点のプレゼンテーションを決定し、以下の 3 つの各部門から受賞者 1 組
を決定します。
a. 学生部門（個人）
b. プロフェッショナル部門（個人）
c.

プロフェッショナル部門及び学生部門（チーム）

最終審査（特別部門）－オーストラリア・マカダミア業界賞
30. さらに、最終審査においては、本主催者又は関係者の単独の裁量で選ばれた、オーストラリ
ア・マカダミア協会の職員及び業界会員で構成される審査会（以下「オーストラリア・マカ
ダミア協会審査会」といいます）が別途、以下の基準を用いて各本プレゼンテーションを計
40 ポイント制で審査します。
a. 洞察／革新
i. 作品の背後にある消費者洞察又はトレンド（10 点）
ii. 作品の特別の品質及びマカダミアがどのようにあなたの作品を革新的にして
いるか（10 点）
b. 本デザインの味と見た目
i. 作品の味及び見た目（20 点）
31. オーストラリア・マカダミア協会審査会は最高得点の本プレゼンテーションを決定し、受賞
者 1 組を決定します（以下「オーストラリア・マカダミア業界賞」といいます）。オースト
ラリア・マカダミア業界賞の受賞者は、学生部門（個人）、プロフェッショナル部門（個
人）及びプロフェッショナル部門及び学生部門（チーム）の受賞者とは区別されます。
32. 26 項から 31 項で説明された各部門の受賞者には、以下の賞品が提供されます。
a. 学生部門（個人）：
メジャー賞品 1―2019 年 12 月 2 日から 6 日までパリで行われる Fi ヨーロッパ 2019
参加のための 5 泊の旅
b. プロフェッショナル部門（個人）：
メジャー賞品 2―2019 年 12 月 2 日から 6 日までパリで行われる Fi ヨーロッパ 2019
参加のための 5 泊の旅
c.

プロフェッショナル部門及び学生部門（チーム）：
メジャー賞品 3－チームメンバー全てで平等に分ける 5,000 オーストラリアドル

d. オーストラリア・マカダミア業界賞：
オーストラリア・マカダミア業界賞―オーダーメイドの指導プログラム
33. 賞品のさらなる詳細は下記の通り。
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賞品

34. 本プロモーションの賞品総額見込みは 2018 年 7 月 27 日現在において、100, 400 オーストラ
リアドル（GST 含む）です。賞品価額は、本プロモーションの開始日における推奨販売価格
に基づいています（商品サービス税を含む）。メジャー賞品１（以下定義されます）の価値
は、旅行の日数及び受賞者の最も近い国際空港の場所によって変わります。本主催者は、現
在及び賞授与日の間の賞品価額の変動には責任を負いません。受賞の確率は、受領された適
格なエントリー数及び参加者の技術により変わります。

選抜ファイナリストデザイン賞
35. 選抜ファイナリストは 2019 年 4 月 3 日と 4 日の最終審査に出席するため、2 泊 3 日のオース
トラリアのバイロン・ベイへの旅が提供されます。賞品の価額見込みは一人 8,000 オースト
ラリアドル以内であり（最も近い首都又は国際空港により変わります）、以下を含みます
（以下合わせて「選抜ファイナリスト賞」といいます）：
a. 選抜ファイナリストから最も近いオーストラリア、中国、日本内の首都からオース
トラリアのバイロン・ベイまでのエコノミークラス往復航空券（受賞者がバイロ
ン・ベイに住んでいない場合）
b. 2 泊のエレメンツ・オブ・バイロン・ベイでのシングル又はツイン（共同）の宿泊
c.

宿泊場所からの往復の移動
i. 空港
ii. 最終審査
iii. 受賞者紹介イベント（以下に定義されます）

d. 2019 年 4 月 4 日オーストラリアのバイロン・ベイで行われる受賞者紹介イベント
（以下「受賞者紹介イベント」といいます）への招待
36. 選抜ファイナリスト賞を求めるチームの 2 名分のみの費用が本主催者によって負担されます。
チームのメンバーは、だれがその 2 名になるか決めなければなりません。一度当該メンバー
が決められ主催者に連絡された場合、変更又は交替は不可です。選抜ファイナリストデザイ
ンのチームの他のメンバーは最終審査及び受賞者紹介イベントに出席することが可能ですが、
10 週間前までに本主催者に出席することにつき事前に確認を行い、宿泊及びオーストラリア
のバイロン・ベイへの交通費を含む自己の費用に対応することが必要です。チームの他のメ
ンバーがエレメンツ・オブ・バイロンに宿泊する場合、本主催者は宿泊場所から最終審査及
び受賞者紹介イベントへの往復の交通費を提供します。交通費には空港までの往復の移動は
含まれません。別途本規約で明記されない限り、最終審査への出席に関するビザ及び旅行保
険費用は出席者の負担となります。

メジャー賞品 1 及びメジャー賞品 2－2019 年 12 月 2 日から 6 日までパリで行われる Fi ヨーロ
ッパ 2019 参加のための 5 泊の旅
37. この賞品は、プロフェッショナル部門（個人）及び学生部門（個人）の優勝参加者に贈られ
ます（以下「メジャー賞品１及びメジャー賞品２受賞者」といいます。）。
38. メジャー賞品１及びメジャー賞品２は、Fi ヨーロッパ 2019 に出席するための 5 泊で構成され
ます。メジャー賞品１及びメジャー賞品２の賞品の販売額見込みはそれぞれ 10,000 オースト
ラリアドル（2018 年 6 月 28 日現在）であり、以下を含みます（以下合わせて「メジャー賞
品１」及び「メジャー賞品２」といいます）：
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a. 受賞者のための、受賞者から最も近い首都（オーストラリア、中国、日本）からフ
ランス・パリまでの往復エコノミー航空券

b. 全ての航空路線及び空港税
c.

パリの宿泊場所と空港間の往復交通

d. パリの 4 つ星ホテルでの 5 泊
e. 2 日分の宿泊場所と Fi ヨーロッパ間の往復の車移動（詳しくは、
https://www.figlobal.com/fieurope/をご覧下さい）
f.

2 日分の Fi ヨーロッパ 2019 の入場券

g. 滞在費用 1,000 オーストラリアドル
39. メジャー賞品１及びメジャー賞品２は 2019 年 12 月 3 日から 5 日までの Fi ヨーロッパ 2019
（以下「本イベント」といいます）出席の提供も含みます。個人が指定された期間に旅行す
ることを望まず、またはできない場合、メジャー賞品１及びメジャー賞品２を全て放棄する
ものとし、主催者は賞品を代替する義務はありません。
40. 授与した後は、本主催者は航空券、Fi ヨーロッパチケット又は宿泊バウチャーのいかなる紛
失、盗難、偽造、破損又は改ざんに関して責任を負いません。
41. メジャー賞品１及びメジャー賞品２受賞者は、出発のため、自己の居住場所から最も近い首
都までの交通について負担しなければなりません。航空券は各航空の通常の運行サービスの
旅のためのものであり、シーズン的制限の対象となります。旅程は主催者の単独の裁量によ
って決定されます。マイレージポイントは、本プロモーションで授与されるフライトに関し
ては使用することができません。クレジットカードの読み込み又は現金デポジットがホテル
チェックインの際に要請されることがあり、これは付随的費用として使用されます（これは
メジャー賞品１及びメジャー賞品２には含まれていません）。本プロモーション中の宿泊の
ための宿泊バウチャーが授与された以後は、それについては請求できません。有効な書類を
持っているかを確認するのは旅行者の個人的な責任です。それには、イミグレーション及び
他の各渡航先の政府当局の要件を満たす、有効なパスポート及びビザが含まれます。かかる
書類が当局の要件を満たさないことによって生じた罰金、違約金、支払及び支出は全て旅行
者単独の責任となります。主催者は渡航先における安全、条件その他の存在する事項につい
ては何等の表明をしません。国際旅行のアドバイスは政府、現地の領事館、関連ウェブサイ
トを含む、様々な情報源から得ることができます。
42. 本規約に明記されない限り、メジャー賞品１及びメジャー賞品２の受賞者は、受賞者につい
て責任を有します。これには、現在のパスポート、ビザ、飲み物、付随的なもの、ミニバー、
ランドリー、ルームサービス、電話の通話、アクティビティ、チップ、サービスチャージ、
旅行保険、前泊及び延泊、フライト日の変更費用（変更が受賞者の選択により行われる場
合）、オプショナルアクティビティ又は小旅行、及びその他全ての付属的な費用が含まれま
すが、これらに限定されません。
43. メジャー賞品１又はメジャー賞品２は、本主催者が別途指定しない限り、現金又は他の賞品
との交換、償還はできず、譲渡もできません。

メジャー賞品３ －勉強又はビジネスの努力に授与される賞金 5000 オーストラリアドル
44. この賞品はプロフェッショナル部門及び学生部門（チーム）の優勝参加者に授与されます。
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45. この賞品は賞金 5,000 オーストラリアドルで構成されます（以下「メジャー賞品３」といい
ます）。
46. プロフェッショナル部門及び学生部門（チーム）により選ばれた場合、賞金はチームメンバ
ー間で個人小切手又は各チームメンバーに指定された銀行口座への電子振込によって平等に
分けられます。

オーストラリア・マカダミア業界賞賞品－オーダーメイドの指導プログラム
47. この賞品はオーストラリア・マカダミア業界賞を受賞した参加者に授与されます。
48. この賞品はオーダーメイドの指導プログラムで構成され、経歴又は勉強の目的に基づき、以
下の通り提供されます。
a. 1 人又は 2 名のチーム：最終審査員の 1 人との 3 か月間の指導プログラム
b. 2 名から 5 名のチーム：最終審査員の 1 人との 1 か月間の指導プログラム
受賞者の通知

49. 選抜ファイナリストデザインは電子メッセージで 2019 年 1 月 30 日までに通知されます。選
抜ファイナリストデザインの名前はまた、macadamiachallenge.com 上で 2019 年 1 月 31 日
までにオンラインで公表されます。
50. メジャー賞受賞者は 2019 年 4 月 4 日の受賞者紹介イベントで通知されます。メジャー賞受賞
者の名前はまた、macadamiachallenge.com 上で 2019 年 4 月 10 日にオンラインで公表され
ます。
受賞の請求

51. 選抜ファイナリストデザインに選ばれたチーム又は個人は、通知から 10 日以内に、本主催者
から受賞者に提供される請求指示に従って、受賞を請求する必要があります。
52. 本プロモーションに関連する賞を請求する条件として、受賞者は受賞者紹介イベントに出席
する準備をしなければならず（ただし、本規約に従い出席することのできる他のチームメン
バーは除く）、本プロモーションに付随または関して生じる、宣伝に参加しなければなりま
せん。そのようなプロモーション活動について付加的な補償はなされません。
53. 本規約に規定される日までに賞が受諾されず、又は請求されない場合、関連する受賞者のエ
ントリーは無効とみなされます。本主催者はその単独の裁量により、請求されなかった賞を
次点の参加資格者に、選抜審査会又は最終審査会によって決定されたとして分配するか、授
与されない賞を放棄することができます。ただし、関連当局の指示に従います。請求されな
い賞は、本規約のセクション 57 に規定される通り選抜審査会又は最終審査会によって決定さ
れる順を用いて再度割り当てられます。本主催者は、請求されない賞に対し授与する義務を
負いません。
ライセンス

54. 本プロモーションに参加することによって、各参加者は本主催者及びその関係者（商品製造
者を含む）に対し、本主催者にライセンスすることの可能な本デザイン及び本コンテンツに
かかる全ての知的財産権を使用し、複製し、公表し、頒布し、広めるための、永久的、非独
占的、移転可能、取消不能、ロイヤルティフリー、世界的なライセンスを付与します。また、
本主催者が望む場合には、本主催者に対し、放送、電子及び印刷メディア、ニュースレター、
本主催者の商品化及び関連するマーケティング活動において、エントリー作品の作成者につ
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いて出所表示することなくエントリー作品の全部又は一部を使用、複製、又は編集し、及び
採用することについて同意します（以下「本ライセンス」といいます）。本主催者は、可能
な場合エントリー作品の作者を確認し出所表示するよう努力します。
55. 疑義を避けるため、参加者は本デザイン及び本コンテンツの知的財産権を保持し、本ライセ
ンスを付与することに同意します。これには以下が含まれます。
a. マーケティング、PR 及びその他の類似のプロモーションに関する商業目的のために
エントリーの本コンテンツを無制限に使用すること
b. 以下を許可すること：
i. マカダミアを含めた新しい商品開発の目的で、食品製造者とエントリー作品
を共有・提示すること
ii. 食品製造者がエントリー作品又はそれを変えたものを商業的に生産すること
56. 参加者は、本プロモーションに参加することによって、本主催者（及びその継承者、譲受人
及びライセンシー）に対し、本主催者又は本主催者に権限を与えられた個人若しくは法人に
よる、本コンテンツに関する参加者又はその他の作成者／人物の何らかの人格権（著作権法
1968 年第 9 章に記載の通り）、又は世界に存する若しくは存し得る類似の権利を侵害し得る
可能性のある全ての作為又は不作為について、無条件かつ取消不能な同意を付与します。上
記を制限することなく、参加者は本主催者が作者の出所表示をすることなくいかなるエント
リー作品を複製又は公表できることに同意します。
一般

57. 選抜審査会及び最終審査会は、次点で良いと決定する付加的な保留エントリー作品を選び、
無効又は不適格なエントリーがある場合に備え順位を記録することができます。
58. 本主催者は、エントリー作品のオリジナリティ及び参加者の適格性（参加者の同一性、年齢
及び居住地を含む）について、検証し確認する権利を随時保留します。参加者は本主催者の
要請から 10 日以内に要請された証拠を提供しなければなりません。受賞者が適切な証拠を提
供できず、又は本主催者からエントリーを有効にするために要請された要請期間内に行えな
かった場合、受賞者は賞を全て放棄し、代替は提供されません。不完全、判読不可能、聞き
取り不能、不正確、読み取れないエントリーは、適用ある場合、本主催者の裁量によって無
効とみなされ受賞はできません。
59. 参加資格者は、プロモーションを通じて提出した全ての資料（本デザインに関するレシピ、
ノウハウ、材料リスト、指示及び作り方、エントリーフォームへの回答を含む）（以下「本
コンテンツ」といいます）について完全なる責任を有することに同意します。本主催者はか
かる本コンテンツに関し、法により許される限度において、一切責任を有しません。本主催
者はどのような理由でも通知なくして本コンテンツを削除し又は使用を断ることができます。
参加資格者は、以下につき保証し同意します：
a. 不法又は不正な、又は本主催者が知的財産、プライバシー、パブリシティその他の
権利に反する、中傷的、わいせつ、名誉棄損、ポルノ、性的不適切、暴力的、虐待
的、嫌がらせ、脅迫的、人種・宗教・出自若しくは性差に関して不愉快、15 歳以下
の子供に不適切、その他使用又は公表に不適切であるとみなし得る本コンテンツを
提出しないこと
b. 本コンテンツはウィルスを含まず、人又は法人を負傷させ又は害さないこと
c.
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本コンテンツに使用され又は現れる財産の所有者から事前の書面承諾を得る事

d. 本コンテンツは参加者のオリジナル作品であり、本規約により予定される使用及び
ライセンスのための全ての知的財産権を所有すること、又は、共同して作成した、
若しくは何らかの権利を本コンテンツに有する、人又は法人（参加者の雇用者を含
む）から書面による完全な事前承諾を得ていること。疑義を避けるため、参加者が
本コンテンツ又は本コンテンツの一部を仕事の一環で作成し、本コンテンツ又は本
コンテンツの一部の知的財産権その他の権利は雇用者に帰属する可能性があり、又
は本コンテンツ、本コンテンツの一部、若しくはその何らかの権利が何かしらの方
法によって雇用者又はその他の法人若しくは個人により所有又は制限される場合、
参加者は、雇用者又はその他の法人若しくは個人から、本デザイン及び本コンテン
ツに関する本ライセンス（以下に定義される）を本主催者及びその関係者に対して、
本規約で予定される通りに付与することについての完全な事前承諾を得なければな
りません。
e. 本コンテンツが、及び本主催者又は本主催者から権限づけられるその他の者が本コ
ンテンツを使用することが、いかなる第三者の権利も侵害しないこと。
f.

参加者が全ての適用される法令（著作権、コンテンツ、名誉棄損、プライバシー、
パブリシティ、他者の設備、コンピューター又は通信システムへのアクセス又は使
用を支配するものを含む）を遵守すること。

60. 本規約の他の規定を制限することなく、参加者は本規約のいかなる違反に関しても本主催者
を補償することに同意します。
61. 賞品は、個別の賞及びサービスの提供者の基本取引条件に支配されます。参加する賞品提供
者の取引条件に支配されることによって、何らかの理由により受賞者が、一度賞品が予約さ
れた以後に規定された時に賞品（又は賞品の一部）を取得しない場合、その賞品（又はその
賞品の一部）は剥奪され、現金に償還されません。
62. 第三者によって提供される賞品又はその一部は、主催者ではなくかかる第三者が単独の責任
を有します。受賞者に提供される時点においてかかる賞品に適用される取引条件は、不一致
の限度において参加規約に優先します。本主催者は、第三者による賞品の引渡の遅延若しく
は不履行、賞品そのものに関する遅延若しくは不履行、又は参加規約その他の義務を第三者
が果たせないことに関して一切責任ないし費用の負担はしません。
63. 本主催者は、不可抗力により生じる状況を含み、本プロモーションをいかなる段階において
も単独の裁量によって中止する権利を保留します。
64. 本主催者は、本プロモーションを実施するために全ての参加者から個人情報を収集します。
本プロモーションに参加することによって、参加者は個人情報を提出し、本主催者は個人情
報を処理する必要があります。本プロモーションへの参加及び受賞適格は、要請される個人
情報を提供することが条件となります。本規約に承諾することによって、参加者はその個人
情報が、本プロモーション及び賞品授与を継続しとり行うために、本主催者によって収集さ
れ、保管され、処理され、使用されることに同意します。別途合意しない限り、個人情報の
収集、使用、処理は本規約及び本主催者のプライバシーポリシー（http://www.australianmacadamias.org/consumer/privacy-policy）に規定される使用及び開示に従って、実施されま
す。
65. 要請される個人情報が提供されない場合、参加者は本プロモーションに参加し賞品を請求す
ることができず、エントリー作品は終了となります。受賞者が、本プロモーション又は賞品
に関する宣伝又は記事における名前及び出身市の公表に同意すること、本主催者又はその関
係者による受賞者の写真を含む、メディアリリースへ参加することは、本プロモーションの
参加の条件となります。本プロモーションに参加することにより、参加者の名前等がこのよ
うに使用されることに参加者は同意します。
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66. 受賞者は課税のために賞品を申告し、賞品に関して支払うべき税金について責任を有します。
参加資格者は、本プロモーションに参加する前に、賞品について支払うべき税金及び個人の
財務状況に与える潜在的影響に関して、独立した財務アドバイスを求めるものとします。
67. 除外できない、法により規定される保証、約束及び条件以外には、本主催者又はその関係者
は、明示的にも暗示的にも、本規約に基づき授与される賞品の品質又は適切性に関し、いか
なる保証、表明、約束を行いません。
68. 本規約のいかなる規定も、法律上除外又は制限できない法により示唆され課される、いかな
る権利、救済、保証、約束その他の条項若しくは条件を除外し、制限し又は修正するもので
はありません。
69. 現地の法で認められる限りにおいて、本主催者及びその関係者は、参加者の本プロモーショ
ンへの参加又は賞の受諾に関して被った、若しくは継続する、いかなる損失又は損害（間接
又は結果的損失を含む）又は個人の負傷に関し、明示的に責任を否認します。受賞者は本主
催者及びその関係者を、受賞者の作為若しくは不作為（過失を含む）、賞への参加、又は本
規約の違反に関連して生じる若しくは何かしら関連する、本主催者及びその関係者が被る、
それらに生じる又は継続するいかなる責任、負傷、滅失又は毀損についても補償します。
70. 本主催者及びその関係者は、コンピューターオンラインシステム、サーバー又はプロバイダ
ー、コンピューター設備、ソフトウェアの問題又は技術的な作動障害、技術的問題又はイン
ターネット上の通信混雑を理由とする本主催者に受領されるべき E メール又はエントリーの
不具合に関して、責任を負いません。
71. 本プロモーションが何らかの理由により計画通りに運営できない場合（本プロモーションの
運営の安全、公正、統合又は適切な実施を破壊し又は影響を与える、コンピューターウィル
スの感染、電源異常、バグ、改ざん、権限のない介入、詐欺、又は技術的不具合又はその他
の理由によるコンピューター設備の不具合又は動作故障を含む）、本主催者は、本プロモー
ションの完全性又は公正な運営を阻む（エントリー手続を改ざんする行為を含む）個人から、
他の参加者のために単独の裁量により資格をはく奪し、また、関連する法的当局と相談の上、
単独の裁量によって、本プロモーションを中止、終了、修正又は停止する権利を保留します。
72. 本主催者がいかなる段階においてその権限行使を行わない場合であっても、それらの権利を
放棄することにはなりません。
73. 規約は英語で記載され他の言語に翻訳されます。英語版と外国語翻訳版に齟齬がある場合、
英語版の解釈が優先します。
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