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 アステラス オンコロジー C3賞チャレンジ 

がん治療を変える 

公式規則 

 

本コンテストの応募や当選には、購入または支払いの必要はありません。 

禁止されている場所では無効。チャレンジは、米国50州、コロンビア特別区（プエルトリコならびにその他の全て

の米国準州及び属領を含む）および全世界（ブラジル、クリミア、キューバ、イラン、シリア、北朝鮮およびスーダ

ンを除く）の居住者が応募できます。 

本チャレンジへ応募頂くことで本公式規則に応募者が同意したことになります。 

 アステラス オンコロジー  C3賞チャレンジ 

(以下「本チャレンジ」)は、技能についてのチャレンジで、がん治療への革新的な解決策の着想を得、がん患者

と介護者の取り組みについて示することを目的としています。動画を含み応募は、本規則に従い応募者（以下

に定義する）の受賞を選出する審査員により評価されます。最高得点の応募者が受賞します。詳細な情報に

ついては以下をご覧ください。 

1. 拘束力のある 

合意：本チャレンジに応募して頂くには、本公式規則（以下「規則」）に同意して頂く必要があります。応募頂く

前に本規則をお読み頂き、それを必ず理解し同意するようにしてください。本チャレンジへ応募することにより、

応募者は本規則に同意することになります。応募者は、応募者が本規則に同意しない限り、本チャレンジへ応

募できませんし、本規則に記載されている賞品を受け取る資格はありません。本規則は、本チャレンジに関して

応募者とアステラスとの間に法的な拘束力のある合意を形成します。 

2. 

応募資格：本チャレンジに応募するには、応募者（以下「応募者」）は以下の条件を満たさななければなりませ

ん：(1) 応募時に居住する国、州、準州または法域の成人年齢に達していること（台湾では20才以上）、(2) 

居住地の法域または外国の法域においていつでも重罪判決を受けていないこと、(3) 

ブラジル、クリミア、キューバ、イラン、シリア、北朝鮮またはスーダンの居住者ではないこと、(3) 

米国輸出規制下もしくは制裁措置下にない個人または企業であること、(4) 

2017年6月19日時点でインターネットへのアクセスができること。アステラスは最終選考候補者（以下、第8条参

照）として選考された応募者に対して、有罪判決を受けていないことを確認するためにバックグランドチェックを課

すことができ、応募者は最終選考候補者として資格を得るために、必要な情報や許諾書を提出することに同

意します。追加情報や許諾書を提出しない場合は、適用法で禁止されている場合を除き、失格の理由になり

ます。本チャレンジへは、ブラジル、クリミア、キューバ、イラン、シリア、北朝鮮、スーダンおよび法律により禁止さ

れている場所では無効となります。社員、インターン、請負人ならびに、アステラス製薬株式会社、その子会社
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、関連会社の正式な会社の所有者、およびそれらの取締役、役員、社員、広告宣伝代理店、代表者および

代理人（以下「本チャレンジ関係者」）、本チャレンジ関係者およびその近親者（住んでいる場所は問わず、各

親、兄弟姉妹、子供、配偶者および人生の伴侶）、かかる社員、役員および取締役の世帯構成員（血縁関

係有無は問わない）は、本チャレンジへの参加資格はありません。主催者は、応募資格を確認し、いつでも問

題の解決を行う権利を留保します。 

応募者が会社もしくはその他の組織の一端として、またはそれらの社員の代理で応募する場合は、本規則が

各応募者個人、および/またはかかる会社/組織もしくはそれらの社員を拘束します。応募者が、社員、請負

人、または他の当事者の代理人として雇用の範囲内で行う場合は、本規則の条件および応募者が受賞する

可能性を含み、当該当事者はその行為を十分承知しており、それに同意していることを応募者は保証するも

のとします。応募者は、さらに、その行為が社員またはかかる会社/組織の方針および手順に違反していないこ

とを保証します。医療提供者である応募者がアステラスが市場で販売する医薬品もしくは製品を将来処方す

るまたは処方することを目的とする必要はありません。また、これは選定基準の対象とはなりません。 

3. 主催者：本チャレンジは、 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, 

USAに事務所を構えるイリノイ州の会社であるAstellas Pharma US, Inc.（以下「アステラス」または「主催者」） 

により主催されます。 

4. チャレンジ応募期間：本チャレンジは、2017年6月19日米国中部標準時午前零時に始まり、 

2017年8月21日午後11時59分59秒（以下「本チャレンジ応募期間」）に終了します。応募者は、その各管轄

区域に該当する時間帯を判断する責任を負います。 

5. 

応募方法：本チャレンジ応募期間に本チャレンジに応募するためには、オンライン応募フォームを記入してくださ

い。その中で、以下の領域の１つを含む（ただし、これらには限定されない）がん治療における主要課題事項に

対処する新たな革新性を生み出すアイデアについて説明してください。 

i. 指導  

 革新的手段、方法またはプロセスは、医療制度を通してがん患者およびその愛する人た

ちを導く手助けをし、意思決定の負担を少なくして、患者が個人の健康状態をより良く

集中することができるようにするために必要です。 

 

ii. 遵守  

 革新的手段、方法またはプロセスは、がん患者が治療計画をよく守り、服薬遵守を高め

るようにするために必要です。 

 

iii. 治療支援  
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 革新的手段、方法またはプロセスは、治療の情報交換、連携、提供方法を改善するこ

とについてがん患者および介護者に、明確かつ容易に提供されるために必要です。 

 

iv. 生存 

 革新的手段、方法またはプロセスは、より多くの人がより病気を患っても長生きしたり、が

んを患わないで長生きするので、がんの影響を受けた患者、介護者およびその他の者の

ためにサポート体制を作るために必要です。 

動画の提出は応募には必要ありませんが、強くお勧めします。各動画は、長さが2分程度の.mp4、.mov、.wmv 

または.aviの形式で提出するほか、下記の「動画要件」を満たさなければなりません。応募フォームを確認し、動

画を作成した後で、www.C3Prize.comにアクセスし、指示に従ってオンライン上の応募フォームに記入し、応募

する動画をアップロードしてください。 

本チャレンジ応募期間中の応募動画数は、応募者１名につき動画1点に限らせていただきます。応募者は、

本チャレンジに参加する応募者の応募フォームの一部として1つの電子メールアドレス/アカウントに限り使用でき

ます。それ以降に受信された動画は失格となります。動画の全部または一部が不完全である、改変されている

、偽造されている、不正に入手されているまたは遅れて提出された場合は無効となります。全ての動画は、応

募時に提出した電子メールアドレスの正式なアカウント保有者が作成したとみなされます。または、受賞候補

者は、その電子メールアドレスの正式なアカウント保有者である証拠を示すことが求められる場合があります。「

正式なアカウント保有者」は、ドメインの電子メールアドレスを割り当てる責任のあるインターネット・サービス・プロ

バイダー、オンライン・サービス・プロバイダー、またはその他の組織により電子メールアドレスを割り当てた自然人

です。 

6. 動画要件：上記の第6条の基準を満たすことに加えて、各動画は以下の基準を満たさなければなりません。 

(a)        

軽蔑的な、侮辱的な、脅迫的な、中傷的な、名誉を棄損するような、誹謗するようなものであってはならず、ど

のような方法でも不適切な、下品な、性的な、卑俗な、遠回しの、誹毀的な、差別的な、またはどのような集

団もしくは個人に対しても憎悪もしくは悪意を助長する、または本チャレンジのテーマもしくは精神に反するコンテ

ンツを含んではいけません。 

(b)        

動画が作成された州もしくはその他の法域において、違法である、あるいは全ての適用される連邦、州、準州

もしくは地域の法律および規制に違反するまたは相反するコンテンツ、題材または要素を含んではいけません。 

(c)        

第三者の広告、スローガン、ロゴ、商標を表示する、または第三者の営利団体により主催されていることもしく
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はそれにより支持されていることを示唆する、あるいは主催者の自己裁量により、主催者が定めた本チャレンジ

の精神に反するコンテンツ、題材または要素を含んではいけません。 

(d)        第三者もしくはその団体が所有する、または 

第三者もしくはその団体の権利の対象となるコンテンツ、題材もしくは要素を含まない、組み込まない、または

使用しない独自の未発表作品でなければなりません。 

(e)        

第三者のパブリシティ、プライバシーまたは知的財産の権利に違反するコンテンツ、要素または題材を含むことは

できません。 

主催者は、自己の裁量により、主催者が定める動画要件を満たしていない動画を提出する応募者を失格に

する権利を留保します。 

7. 

審査：オンラインフォームおよび動画は全ての提出物を受理してから、専門家の委員会（以下「審査団」）によっ

て審査されます。審査団は、十分な医療経験および/または患者管理の経験があります。オンライン応募フォー

ムおよび動画は、以下の基準に基づいて審査団が評価します。(i) アイデアの妥当性(35%)、(ii) 

革新的な創造性および独創性(35%)、 (iii) 

その革新的アイデアを今後の用途に運用/実行するする応募者の能力(30%)。 

審査団は、上記の各基準にを1～10の得点に基づいて各応募フォームおよび動画を評価します。合計で最高

得点を獲得した10名の応募者が「最終選考」候補者として選ばれます。同点となった場合は、「アイデアの妥

当性」のカテゴリーにおいて審査団からより高い得点を獲得した応募者が最終選考候補者として選ばれます。

それでも尚同点の場合は、同点となった応募は、主催者が定める資格を有する別の審査団により再審査され

ます。最終選考候補者が理由の如何を問わず失格となった場合は、次に合計点で最高得点を獲得した応

募フォームと動画が最終選考候補者として選ばれます。応募者は、この種の審査は、主観性に基づくことを承

諾します。最終選考候補者は各自のアイディアを発表するために、ビデオ会議または電話による面接に出席し

ます。 

2017年9月11日頃に、主催者の裁量により、10名の最終選考候補者が選ばれ、電子メール、郵便および/ま

たは電話で通知されます。最終選考候補者が通知から5日以内に通知に返答しない場合は、最終選考候

補者は失格となり、別の最終選考候補者が本書に記載されている審査基準に基づいて審査された全て対象

者の中から選ばれます。各最終選考候補者は2017年9月11日から2017年10月12日の間に行われる、約30

分から60分のビデオ会議または電話での面接に出席することが義務付けられ、最終選考候補者が居住する

法域の法律で許可されている範囲で、主催者が実施する資格確認のためのバックグラウンドチェックに承諾す

るものとします。 

資格の確認が行われてから、10名の最終選考候補者は上記の本来の審査基準に基づいて再度審査されま
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す。合計で最高得点を獲得した5名の応募者が最終選考候補者として選ばれます。2017年10月13日頃に、

主催者の裁量により、5名の最終選考候補者が選ばれ、電子メール、郵便および/または電話で通知されます

。法律により禁止されている場合を除き、各最終選考候補者は、適格性宣言および責任・パブリシティ免責

書に署名して返送する必要があり、主催者が求める下記の第11条で言及されているような追加情報を提供し

ます。最終選考候補者は、通知後5日以内にかかる全ての必要書類を返送しなければ、当該最終選考候

補者は受賞の権利を喪失し、別の最終選考候補者が本書に記載されている審査基準に基づき選出されま

す。全ての通知要件および本規則のその他の要件が厳しく適用されます。審査員の決定は、最終的且つ拘

束力があります。 

8. 

最終選考審査会議：最終選考候補者5名は、2017年11月13日から2017年11月14日にメキシコ・メキシコシ

ティで行われるUICC（国際対がん連合）World Cancer Leaders’ 

Summit（世界がん対策リーダー・サミット）で各自の革新的アイデアを発表するための旅行を受け取ります。各

最終選考候補者は専門家委員会の前で、自分のアイディアを発表した後、質疑応答がを受けます。専門家

は上記第7条で定められている基準と採点プロセスに基づいて各プレゼンテーションを審査し、新たに採点をしま

す。合計で最高得点を獲得した1名の最終選考候補者が最優秀賞候補者として選ばれ、2017年11月14日

に発表されます。同点の場合には前述と同様の手順がこの場合に適用されます。 

9. 

受賞確率：最終選考に残る確率は対象となる応募者数により異なります。主催者は2016年の応募者数を基

にして115名ほどの応募者数を予想していますが、その数は2016年とは大きく異なる場合があります。 

10. 賞品：以下、3つの賞が授与されます。 

最優秀賞（1名）：50,000米ドル、MATTER 

Chicagoの会員権1年間、ならびにロバート・ハージャベック氏との協議30分間を授与。アステラスは、

自己裁量により、受賞者のアイデアを発展させるために支援する場合もあります。最優秀賞の推定賞

品総額60,000米ドル。 

準優秀賞（4名）：25,000米ドルおよびMATTER 

Chicagoの会員権1年間を授与。アステラスは、自己裁量により、準優秀賞受賞者のアイデアを発展

させるために支援する場合もあります。準優秀賞の推定賞品総額14,500米ドル。 

最終選考者賞(5名)：各最終選考者は賞品としてメキシコ・メキシコシティまでの2泊3日の旅行を受賞

します。受賞者の自宅の最寄りの主要国際玄関口空港（自己裁量により主催者が決定する）からメ

キシコ・メキシコシティへのエコノミークラスでの航空輸送、空港からホテルまでの出発と到着の際の移動

費、主催者が指定するホテルでの宿泊費2泊分を含みます。各最終選考者の推定賞品総額2,000

米ドル。各最終選考者賞の実際の市場価格は、最終選考者が永住する最寄りの民間空港および
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旅行時のホテル変動相場にも左右されます。旅行は主催者が指定した日に完了しなければ、賞品へ

の権利を喪失します。主催者は、かかる最終選考者に対してこれ以上の義務を負いません。最終選

考者は、旅行に先立ち、旅行に必要な全ての書類（パスポート、査証、有効な写真付き身分証明

書など）を取得し予防接種を行う責任を負います。最終選考者は、本書の最終選考者賞の説明で

明示的に述べられていない全ての費用および付随的な旅費について全責任を負います。その費用に

は、最終選考者の自宅から出発空港の間の地上での移動、賞品の一部として定められていないメキ

シコ・メキシコシティ滞在中の追加の地上輸送、客室内での利用料金（ミニバー、ルームサービス、電

話、映画など）、飲食、チップ、旅行のアップグレード、手荷物料金、および個人的な諸費用を含みま

す。最終選考者は、ホテルでのチェックインの際に、ホテルの独自の裁量により定められている有効な主

要クレジットカードおよびその他の認められている支払い方法で支払いをする必要な場合があります。

また、全ての客室内での料金、通話、飲食、ホテルのアップグレード、アメニティ、個人的な諸費用およ

び最終選考者の客室に請求されたその他の費用は、その有効な主要クレジットカードに請求されるか

、提供されている保証金から差し引かれます。主催者は、航空会社、ホテル、その他の輸送会社、ま

たはこれらのサービスおよび宿泊施設を旅行者に提供する個人により、キャンセル、遅延、転用もしくは

代用、または作為もしくは不作為（サービスまたは宿泊施設が必要とするサービスまたは宿泊施設の

変更などその結果を含む）に対して一切責任を負いません。主催者は、手荷物の紛失または損傷に

ついては賠償責任を負いまん。最終選考者の身体が不自由になった、または病気のため賞品を十分

享受できない場合は、主催者は、自己の単独裁量により、賞品の実施から免責されることができ、賞

品の代わりとなるその他の報酬は授与されません。最終選考者は、自己の医療・生命保険の付保お

よびその関連費用について責任を負います。全ての旅行は、必要に応じて、米国国防省および/また

は国土安全保障省が定めている全ての制限の対象となります。 

賞品の譲渡、交換または現金同等物の提供は、主催者の単独の裁量による場合を除き、認められていませ

ん。理由の如何に関わらず説明されている通り、賞品（一部または全部）が授与できない場合は、主催者は

金銭価値以上の賞品（一部または全部を）に置き換える権利を留保します。価額は、市況によって、変動する

可能性があり、実際の市場価格とARV（概算市場価値）との間での差額は授与されません。本チャレンジ関

係者は、賞品に関し、または賞品の使用、価額もしくは享受に関し、事実または法律に基づいているかを問わ

ず、また明示的か黙示的かを問わず、保証、表明もしくは保障（賞品またはその構成要素に適用される標準

の製造者保証がある場合を除き、その品質、機械的状態、商業性または特定の目的への適合性を含むが、

これらには限定されない）をしたことはなく、それをしておらず、またそれに対して一切責任を負いません。 

応募フォームおよび動画を受け取られなかった場合は、賞品の授与はありません。賞品の交換に関する上記の

規定に従い、本規則を遵守している少なくとも5名からの提出があった場合は、全員に賞品が授与されます。 

11. 

税金：受賞/最終選考の候補者の賞品の受け取りには、適用される連邦、州、準州、地域および海外の確

定申告および源泉徴収の義務にアステラスが従うことができるように、アステラスが要請した全ての書類をアステ
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ラスに提出する明示的な要件を満たすことが条件となります。これには、確定申告のために受賞者の社会保障

番号を提出する必要がある場合があります。全ての賞品は税抜きで、アステラスは法律により源泉徴収が義

務付けられています。賞品に課されている税金は全て、税金が源泉徴収されているか否かを問わず、受賞者/

最終選考者が全責任を負います。受賞候補者は、賞品を受け取るために、受賞候補者が居住する国の法

律を含め適用法により定められている通り、アステラスが要請するまたは適用法により義務付けられている税務

書類を、アステラスまたは関連税務当局に提出することが必要な場合があります。受賞候補者は、全ての適

用される税法および申告義務を確実に遵守する責任を負います。受賞候補者がかかる書類を提供しない、ま

たはかかる法律を遵守しない場合は、その賞品の権利を喪失し、アステラスは、自己の単独裁量により、別の

受賞候補者を選出します。 

12. 

一般条件：全ての連邦、州、準州および地域の法律および規制が適用されます。応募者が不正行為、偽装

またはその他の不当な行為により本チャレンジの正当な運営を妨げようとした、またはその他の応募者、観覧者

、アステラスまたは審査団に迷惑、虐待、脅迫、もしくはハラスメント行為を行ったと、アステラスが単独の裁量に

より考える場合は、アステラスは本チャレンジの応募者を失格にする権利を留保します。 

13. 

知的財産権：アステラスと応募者との関係では、応募フォームおよび動画の全ての知的財産権および工業所

有権（著作者人格権を含む）は応募者に帰属します。応募者は、適切な保護を確保する責任を負います。ア

ステラスは、所有権についての責任を負いません。応募者は別の個人または団体の知的所有権を侵害してい

ない責任があります。応募者は、応募条件として、アステラス、その子会社、代理人および提携企業に、以下

の場合に動画を使用、再生、適合、変更、公開、配布、公に上演、派生作品を作成および公に展示する永

久的、取り消し不能、全世界的、ロイヤリティ無償の非独占的なライセンスを付与します（広告宣伝の目的で

スクリーンショット、アニメーション、および動画クリップを利用できる権利を含むが、これに限定されない）。(1)アス

テラスおよび審査団が本チャレンジのために動画を評価することを目的とする、(2)公的またはそれ以外の団体に

通信回線を介してC3賞について広告宣伝する。 

14. 

プライバシー保護：応募者は、アステラスが本チャレンジを通してアステラスに提供された個人を識別可能な情

報（氏名、郵送先住所、電話番号、電子メールアドレスを含むが、これらには限定されない）を収集、保存、

共有および利用することができることを承諾し、これに同意します。アステラスは、法律で認められている通り、そ

のプライバシーポリシーhttp://www.astellas.us/footer/privacy/)に従ってこの情報（本チャレンジの運営、およ

び動画が受賞資格がある場合に応募者の身元、郵送先住所および電話番号の確認ため並びにマーケティン

グの目的を含むが、これらに限定されない）を利用します。応募者の情報は、米国を含み居住国以外の国に

転送される場合があります。そのような他の国には、応募者の居住国の法律および規制と同様の、またはそれ

らに相当するプライバシー保護についての法律および規制がない場合があります。応募者は、次の電子メール
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アドレス：C3Prize@astellas.comのアステラス宛にメールを送信して、本チャレンジに関係してアステラスが保持

する個人データにアクセス、確認、訂正、または削除する権利があります。 

15. 

パブリシティ：応募者は、賞品を受け取ることにより、法律で禁止されている場合を除き、追加の対価なくC3賞

について広告宣伝の目的で主催者およびその代理人が応募者の氏名並びに/または認識可能情報、コンテン

ツおよび動画を利用することに同意します。第7条に規定されている通り、応募者はパブリシティ免責書を記入

するよう求められることがあります。 

16. 

保証および補償：応募者は、その形態や動画が自己の独自作品であり、応募者が提出した動画およびその

全てコンテンツの唯一かつ独占的な所有者および権利保有者であること、また応募者が本チャレンジに動画を

提出する権利があり、その他の団体または個人の同意、許可もしくは承認（既に取得済の同意、許可もしくは

承認を含むがこれには限定されない）を得る必要なく、全ての必要なライセンスを付与することを保証します。各

応募者は、次について知りながらコンテンツまたは動画を提出していないことに同意します。(1)第三者の所有

権、知的財産権、工業所有権、人格権もしくは著作者人格権、またはその他の権利（著作権、商標権、特

許権、営業秘密、プライバシー権、パブリシティ権、または機密保持の義務を含むがこれには限定されない）を

侵害していること、(2)適用される州、連邦、準州、または地域の法律に違反していること。 

法律で認められている最大限の範囲で、各応募者は、本チャレンジ関係者が常に応募者の作為、不履行、

もしくは不作為、並びに/または本書で定められている表明もしくは保証の違反に起因する法的責任、請求、

要求、損失、損害、費用および経費に対する責任から免責されることに同意します。法律により認められてい

る最大限の範囲で、各応募者は、(a) 

個人の著作権、商標権、営業秘密、トレードドレス、特許もしくはその他の知的財産権を侵害する、個人の

名誉を棄損する、またはそのパブリシティ権もしくはプライバシー権に違反する応募者がアップロードあるいは提

供した動画またはその他の題材、(b) 本チャレンジに関して応募者が行った不実表示、(c) 

応募者による本規則の違反、(d) 

応募者による本チャレンジの関与に起因してまたはそれに関連する本規則の当事者以外の個人もしくは団体

が提起した請求、 (e) 

賞品の受賞、所持、誤用もしくは利用、または本チャレンジに関連した活動に参加、または本チャレンジへの参

加、(f) 本チャレンジサイトでの不具合または他の問題、 (g) 応募情報の収集、処理もしくは保存のエラー、 

(h) 

賞品もしくは受賞者についての印字、申し出もしくは発表における誤字またはその他の誤りから起因するあらゆ

る請求、法的措置、訴訟、訴訟手続き、ならびにあらゆる損失、法的責任、損害、費用および経費（合理的

な弁護士費用）に対して本チャレンジ関係者を、防御し、補償し、および損害が被らないようにすることに同意

します。 
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17. 

失格：本チャレンジの応募者が本チャレンジ関連の中で提供した、身元、郵送先住所、電話番号、電子メー

ルアドレス、所有権、または本規則の違反などの情報に虚偽または誤った情報があった場合、当該応募者は

直ちに失格になることがあります。 

18. 

インターネットおよびその他の技術的問題：本チャレンジ関係者は、システムエラー、故障、不完備、もしくは文

字化けするコンピューターまたはその他の伝送通信による機能不全、あらゆる種類のハードウエアやソフトウエア

の故障、ネットワーク接続の切断もしく利用不可能、誤字、システム上/人的エラーや不具合、電話網や電話

線の技術的な誤作動、ケーブル接続、衛星伝送、サーバーやプロバイダー、コンピューター機器、インターネット

や本チャレンジサイト上での交通渋滞、またはその組み合わせ（応募者が参加できる可能性を制限し得るその

他の通信、ケーブル、デジタル、または衛星の不具合を含む）に起因する機能不全に対して、または遅延、紛

失、破損、誤った、不完全、配信不可能、または破壊された動画に対して責任を負いません。 

19. 

取消、変更または失格の権利：本チャレンジの運営、安全性、公平性、完全性もしくは適切な実施を乱すま

たはそれに影響を及ぼすコンピューターウイルスの感染、バグ、改ざん、不正介入、不正行為、技術的故障、そ

の他の原因を含む、理由の如何を問わず、本チャレンジが主催者の目的通りに実行できない場合は、アステラ

スは、自己の単独の裁量により、本チャレンジを取消、終了、変更または保留する権利を留保します。また、

終了する場合は、アステラスは、上記に定められている審査基準を利用する行為が取られる前に受け取った全

ての有資格応募者から本チャレンジの受賞候補者を決定することができます。さらに、アステラスは、本公式規

則に違反する、または本チャレンジの提出プロセス、本チャレンジのその他の部分、または本チャレンジのサイトを

改ざんする応募者を失格にする権利を留保します。本チャレンジサイトを含むウエブサイトを応募者が故意に

損害を及ぼそうとすること、または本チャレンジの正当な運用を損おうとすることは、刑法および民法の違反とな

ります。そのような試みがなされた場合は、アステラスは、適用法の最大限の範囲で、かかる応募者から得られ

るあらゆる救済を求める権利を留保します。 

20. 

雇用の申し出または雇用契約を意味しない：どのような状況においても本チャレンジへの動画の提出、賞品の

授与または本規則のいずれも、アステラスまたは本チャレンジ関係者との雇用の申し出または雇用契約とは解

釈されません。応募者は、応募者の動画は自主的に提出されたものであり、信頼や信用に基づいて提出され

たものではないことを承諾します。応募者は、応募者とアステラスの間に機密、信託、代理もしくはその他の関

係、または事実上の黙秘契約はなく、当該関係は当該規制に従って、応募者の形態や動画の提出により築

かれないことを承諾します。 

21. 賠償責任の制限：アステラスは次の責任を負わないものとします。(a) 

失格となる応募の紛失、遅延、破損、破棄、盗難、間違い、不備、または判読不能の応募、あるいは容認さ
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れない経路または違法の経路を通して受け取った応募、(b) 

電話、コンピューター、オンラインシステム、コンピューター装置、ウェブサイト、サーバープロバイダー、ネットワーク、

ハードウェア、またはソフトウェアを含むが、これらに限定されない）あらゆるタイプの技術的障害、(c) 

ウェブサイトまたはサービスの不便さ、アクセス不可能、(d) 応募プロセスまたはコンテストへの不正介入、(e) 

コンテストまたは応募処理のオファーまたは管理の最中に起きたタイプミス、電子エラー、または人的ミス。応募

者は全ての請求、審査、賞品はコンテストに応募するために発生した費用を含むが、応募の開発費用と弁護

士費用用は含まない）実際に発生した現金支出費に限定されることに同意します。また、応募者は実際に発

生した現金支出費以外の懲罰的、偶発的、結果的、およびその他の損害を請求する全ての権利のほか、倍

増する権利、および増加する権利など一切の権利を放棄するものとします。法域によっては、派生的または付

随的な損害に対する責任の免除または限定が認められていない場合があるため、上記の限定は適用されな

いことがあります。 

22. 

裁判地と司法手続きの手段：本規則は、抵触する規則を除き、アメリカ合衆国のイリノイ州法にによって統治

されます。本規則のいずれかの規定が無効または執行不可能と考えられる場合は、本書のそれ以外の全ての

規定は完全な効力を有します。法律により認められた範囲で、訴訟、差し止めによる救済、司法もしくは他の

手続きによるその他の手段に訴える権利は、本チャレンジに起因する、または関連する紛争、請求が発生した

場合には、本書に従って除外され、全ての応募者は全てのかかる権利を明示的に放棄します。 

23. 

仲裁：本チャレンジに応募することにより、応募者は、本チャレンジに関係する紛争、請求または要求について

の専属管轄権は拘束力のある調停を通じて決定されることに同意するものとします。本規則に起因してまたは

何らかの形で関連して発生する応募者とアステラスの間に生じる全ての紛争は、米国イリノイ州のその時点で

有効な規則に従って、両当事者が相互に合意した1名の仲裁者の前に、拘束力のある仲裁を目的として法

的仲裁および調停サービス（以下「JAMS」）に提出されるものとします。両当事者は、仲裁に発生した費用を

折半することに同意するものとします。 

24. 

受賞者リスト：応募者は、2017年11月15日以降、切手を貼り宛先を記入した返信用封筒を次の住所に送

付して受賞者リストを要求できます。C3 Prize Winners, c/o Tyler Marciniak, 1 Astellas Way S5.203, 

Northbrook, IL 60062 USA  

  

  


