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

本コンテストに応募または勝利するために、何も購入または支払う必要はありません。
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
の米国領土及び所有物を含む）および全世界、ただし、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ことを目的としています。動画（提出す
る場合）を含む応募は、本規則に従い応募者（以下で定義）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での法的に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ければなりませ
ん。（1）応募時に居住する国、州、準州または居住管轄区で成人年齢に達していること（台湾では 20 才以
上）、（2）任意の時点で、居住管轄区または外国で重罪を犯していないこと、（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、(4)米国輸出規制下もしくは制裁措置下にいない
こと、(5)2018 年 5 月 30 日現在でインターネットにアクセスできること。アステラスは、準決勝候補者（以下の第
8 条を参照）として選出された応募者に対して、重罪犯歴の身元調査を受けさせることができ、応募者は準決
勝者の資格として本目的に必要なすべての追加情報または同意を与えることに同意します。適用法で禁止さ
れている場合を除き、追加情報または同意を与えることができなかった場合は、失格の理由となります。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、アステラス製薬株式会社、その子会社、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
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、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、応募者は、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保証します
。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。医療提供者の応募者は、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、これが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、1 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、2018 年 5 月 30 日米国中部標準時午前零時に始まり、 2018 年 7
月 25 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：本チャレンジ期間中にチャレンジを入力するには、がん治療における大きな問題に対処する革新
を生むアイディアを述べ、以下のいずれかの地域を含むがこれらには限定されない開発途上国で見られる特定
の課題示して、オンラインフォームに入力します。
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により良く
集中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これまで以上に良く守る手
助けをし、薬物治療コンプライアンスの向上に役立たせるために必要です。

iii.

治療支援


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するために必要です。

iv.
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生存



革新的手段、方法またはプロセスは、より多くの人が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ため、がんで影響を受けた患者、介護者およびその他の者に対す
るサポート体制の開発に必要です。

申請者は提出する際に以下の 3 つのカテゴリーを選択する必要があります。


サポートツール：


インターネットにアクセスできるがん患者、介護者および医師の場合は、サポートグループ
およびフォーラムなど、利用できる多くのオンラインサポートツールがあります。ただし、開発
途上の世界では、患者はこれらのオンラインツールにアクセスすることはできず、別の形でサ
ポートを受ける必要があります。このカテゴリーへの入力によって、世界中の患者にサポー
トリソースへのアクセスが提供されます。提出するアイディアには、サポートシステムの作成
または患者、介護者およびがんの影響を受けているその他の人に勇気を提供する上で役
立つツール、方法またはプロセスを含めることができ、システムの指導および／または治療
計画の順守のサポートを含めることができます。



教育ツール：


がん診断は人生を変えるイベントですが、患者の多くには、ほとんどのリソースを利用でき
るようにするために必要な情報がありません。教育ツールは患者が、がん、治療プロセス、
使用できるリソースについて学習する上で役立ちます。このことは、がんに関する教育認識
プログラムが広く行き渡っていない発展途上の世界では特に重要です。提出するアイディ
アには、診断時、治療中または治療後を問わず、全行路を通じて、患者、介護者および
がんの影響を受けているその他の人を教育するツール、方法またはプロセスを含めることが
できます。



テクノロジー：


今までにない多くの人がモバイルデバイス、インターネット、ツールに接続され、このほとんど
によって、発展途上国の患者および介護者ががん治療および回復をよりよく管理する上
で役立っています。すべての技術デバイス、デジタル健康ツールまたはアプリがこのカテゴリ
ーに入ります。

アイディアを複数のカテゴリーに入力することはできません。申請者はその申請に最適のカテゴリーを 1 つ選択す
る必要があります。審査員は申請者の提出カテゴリーの選択を変更し、必要に応じて、最も適切と考えるカテ
ゴリーに提出する権限があります。
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提出の一部として動画が不要であっても、動画の提出は強く推奨されます。各申請者は、長さが 2 分程度で
、.mp4, .mov, .wmv または .avi 形式で、下記の「動画要件」を満たす動画を提出できます。フォームを確認し、
動画を作成した後で、該当する場合は、www.C3Prize.com にアクセスして、指示に従って、提供されているオ
ンラインフォームに記入し、応募する動画をアップロードする必要があります。
本チャレンジ応募期間中応募者１名につき動画 1 作品に制限。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。全ての動画は 7 月 25
日米国中部標準時午後 11:59 までに受け取る必要があり、その後に受け取っ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、カテゴリー勝者候補者は、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」とは、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られた自然人です。
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す必要があります。
(a)

軽蔑的、侮辱的、脅迫的、中傷的、名誉を棄損する、誹謗するものであってはならず、どのような方

法でも不適切、下品、性的、卑俗、遠回し、誹毀的、差別的、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むものであって
はなりません。
(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、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反するコンテンツ、素材または要素を含むものであってはな
りません。
(c)

第三者の広告、スローガン、ロゴ、商標を表示する、または第三者もしくは営利団体により主催されて

いること、もしく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、素材または要素を含むものであってはなりません。
(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、

素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、要素または素材を

含めることはできません。
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。
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7. 審査：オンラインフォームと動画は、全ての提出を受領後、専門家パネル（「審査員」）によって審査されます
。審査員は、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（
提出された場合）は、以下の基準に基づいて審査員が評価します。(i)アイディアが適用カテゴリーを反映する範
囲(15%)、(ii)アイディアの妥当性（30%）、（iii）革新の創造性および独創性(30%)、(iv)その革新的アイディアを今
後の用途に運用／実装するする応募者の能力(25%)。
審査員は、上記の各基準を 1～10 の得点に基づいて各応募と特性を評価します。3 つのカテゴリーの合計で
最高得点を得た 3 人の各応募者が、合計 9 人の準決勝候補者として選出されます。同点となった場合は、「
アイディアの妥当性」のカテゴリーにおいて審査員からより高い得点を獲得した応募者が準決勝候補者として選
出されます。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員団に
より再審査されます。準決勝候補者が理由のいかんを問わず失格となった場合は、次に合計で最高得点を
獲得した応募者が準決勝候補者として選出されます。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。準決勝進出者は電話会議または電話によるインタビューに参加して、そのアイディアを発表します。
2018 年 8 月 8 日頃に、主催者の裁量により、9 名の準決勝候補者が選ばれ、電子メール、郵便および／ま
たは電話で通知されます。準決勝候補者が通知から 5 日以内に通知に返答しない場合は、準決勝候補者
は失格となり、別の準決勝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
から選出されます。2018 年 8 月 8 日と 2018 年 8 月 22 日の間で、各準決勝候補者は約 30～60 分間のテ
レビ電話会議または電話によるインタビューに参加する必要があり、準決勝候補者の居住管轄区の法律が認
める範囲で、主催者が実行する資格（つまり、重罪歴がない）を確認する身元調査に同意する必要があります
。資格の確認に続き、9 人の準決勝進出者が上記の概略に示した独自の基準を使用して再得点されます。
各カテゴリーの合計で最高得点を得た 1 人の準決勝進出者がカテゴリー勝者として選出され、最優秀賞を競
う資格を得ます。2018 年 8 月 24 日頃に、主催者の裁量により、3 名のカテゴリー勝者候補者が選ばれ、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、各カテゴリー勝者
候補者は、資格・責任宣言および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。カテゴリー勝者候補者は、通知後 5 日以内にかか
る全ての必要書類を返送する必要があり、そうしないとカテゴリー勝者候補者は受賞の権利を喪失し、別のカ
テゴリー勝者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密に適用されます。審査員の決定は、最終的かつ拘束力があります。
8. カテゴリー勝者審査セッション： 各カテゴリーの 3 人のカテゴリー勝者は、2018 年 10 月 1 日から 2018 年 10
月 4 日までマレーシアのクアラルンプールで開催が予定されている国際対がん連合（UICC）の世界がん会議へ
の旅行を受け取り、革新的なアイディアをプレゼンテーションします。各カテゴリー勝者は、専門家パネルの前で
自分たちのアイディアをプレゼンテーションし、質問に答えるチャンスを得ます。専門家は、各プレゼンテーションを
、(i)アイディアの妥当性（30%）、(ii)革新の独創性および創造性（30%）、(iii)革新的なアイディアを将来の適用
に運用／実施する応募者の能力（25%）、(iv)聴衆の投票（15%）の基準に基づきレビューします。UICC 世界が
ん会議の聴衆は、3 つのカテゴリー勝者の口上の直後の投票にライブで参加できます。投票は UICC の会議ア
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プリで行われ、聴衆の結果は集約され、追加審査として加重されます。合計で最高得点を獲得した勝者 1 名
のプレゼンテーションが最優秀賞の受賞候補者として選出され、2018 年 10 月 4 日頃発表されます。同点の
場合には上記と同様の手順がここで適用されます。
9. 受賞確率：カテゴリー勝者を選出する確率は受け取った有資格応募数と受け取った応募の質によって異な
ります。主催者は、2017 年の応募者数に基づき約 130 人の応募者を予想していますが、応募者は 2017 年
からは大幅に変動する可能性があります。
10. 賞品：以下の 3 つの賞が授与されます。
最優秀賞(1 名)：50,000 米ドルおよび MATTER の 1 年間の夜および週末会員権を授与。アステラス
も、その独自の裁量により、最優秀賞受賞者のアイディア開発を支援します。最優秀賞の総額は約
52,350 米ドルです。
カテゴリー勝者（2 名）（最優秀賞勝者は除く）： 25,000 米ドルおよび MATTER の 1 年間の夜および
週末会員権を授与。アステラスも、その独自の裁量により、カテゴリー勝者のアイディア開発を支援しま
す。各カテゴリー勝者の総額は約 27,350 米ドルです。
勝者賞品（3 名）：各カテゴリー勝者は、マレーシアのクアラルンプールまでの 3 泊 4 日の旅行を受け取
ります。受賞者の自宅の最寄りの主要玄関口国際空港（主催者の独自の裁量により決定）からマレ
ーシア・クアラルンプールへのエコノミークラスでの航空輸送、空港とホテルの出発と到着の際の移動、
主催者が指定するホテルでの 3 泊の宿泊を含みます。各カテゴリー勝者の賞品総額は約 2,350 米ド
ルです。各カテゴリー勝者賞の実際の市場価格は、カテゴリー勝者の永住地の最寄りの民間空港およ
び旅行時のホテル料金の変動によっても異なります。旅行は主催者が指定した日に完了する必要が
あり、そうしないと、賞品への権利は喪失し、主催者は、かかるカテゴリー勝者にこれ以上の義務を負
いません。カテゴリー勝者は、旅行前に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。カテゴリー勝者は、本書の説明で明
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、
カテゴリー勝者の自宅と出発空港の間の地上での移動、賞品の一部として指定されていないマレーシ
ア・クアラルンプール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（ただし、これらに限定されません）。カテゴリー勝者は、ホテルへ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またはその他の認められている形態の支払い方
法を提供する必要があり、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カテゴリー勝者の客室に請求されるその他の費用は、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その他の個人により、
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を必要とす
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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せん。カテゴリー勝者の身体が不自由になる、
または病気のため賞品を十分享受できない場合は、主催者は独自の裁量により、賞品の実施を免
責するオプションがあり、賞品の代わりとなるその他の報酬は授与されません。カテゴリー勝者は、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、主催者の独自の裁量による場合を除き、認められていませ
ん。理由のいかんに関わらず説明されている賞品（一部または全部）を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、市況に従い、変動する可能
性があり、実際の市場価格と小売価格間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、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ません）をし
たことはないし、それをしていないし、それに対していかなる方法でも一切責任を負いません。
応募が受け取られなかった場合は、賞品は授与されません。賞品の交換に関する上記の規定に従い、本規
則およびカテゴリーを遵守する少なくとも 3 名からの提出がある場合は、全賞品が授与されます。
11. 税金：受賞候補者／カテゴリー勝者候補者の賞品を受け取るには、適用されるすべての連邦、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従うことを許可するアステラスが要求するすべての書
類をアステラスに提出する明示的な要件に従う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／カテゴリー勝者が全責任を負います。賞品を受け取るには、カテゴリー勝者候補者は、全てカテゴリ
ー勝者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。カテゴリー勝者候補者は、全ての適用される税法および申告要件を確実に遵守する責任を負います。カ
テゴリー勝者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、アステラスはその独自の裁量により、別のカテゴリー勝者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員に迷惑、虐待、脅迫、もしくはハラスメント行為を行うと、アステラスの単独の裁
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コンテンツ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）は応募者が保持します。応募者は、適切な知的所有権の保護
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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
事業体の知的財産権を侵害していないことを保証する責任を負います。応募条件として、応募者は、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、フォームおよび動画のコンテンツを使用、再生、
適合、変更、公開、配布、公演、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、非独占的ライセンスを付与します。(1)アステラスおよび審査員が本チャレンジのため動画を評
価できる目的で、(2)公的またはその他の団体への通信回線経由で C3 賞の広告および販促に関連して（広告
および販促目的のスクリーンショット、アニメーション、動画クリップを作成する権利を含むが、これらに限定されま
せん）。
14. プライバシー保護：アステラスはどのような個人情報を収集し、その理由は何ですか?応募者は、アステラス
は本チャレンジ中の応募者に関して提供された個人情報を収集、保存、共有および使用できることを確認し、
かつ同意します。
アステラスはあなたに関する情報を、直接あなたから、またイベントに参加するために提供した文書またはフォー
ム、公開されている情報源、職務経歴書および履歴書、オンラインおよびその他のデータベースおよび Web サイ
ト（アステラスに代わって第三者が管理している場合がある）など、さまざまな情報源から収集します。
アステラスは、以下に説明する目的のために、個人情報の以下のカテゴリーを収集および使用します。


氏名、年齢、性別および連絡先詳細などの個人詳細



開業場所、職務タイトル、現行医療分野、職業資格および科学的活動（過去の治験経験、アステ
ラスおよびその他の企業での過去および目下の研究への参加など）、学術的または科学的研究およ
び記事の発表、協会および委員会のメンバーシップなどの職業詳細

アステラスはこの情報を、本チャレンジの管理、応募者の身元の確認、動画に賞を与える場合の住所および電
話番号、法律で認められているマーケティング目的で処理します。
アステラスは応募者の個人情報を誰と共有していますか?
アステラスはあなたの個人情報を以下のカテゴリーの受取人に開示します。


アステラスのグループ企業、アステラスにデータ処理サービスを提供、またはプライバシー通知に記載され
た目的で個人情報を処理または個人情報を収集する際にあなたに通知する第三者のサービスプロバ
イダーおよびパートナー。現在のグループ企業のリストは、こちら
https://www.astellas.com/en/worldwide をご覧ください。
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任意の管轄法執行機関、 監督機関、政府機関、裁判所またはその他の第三者で、アステラスが(i)
適用法または規制の問題として、(ii)アステラスの法的権利を行使、設定または防御するために、また
は(iii)あなたまたは他の人の重大な利益を保護するために開示が必要と考える場合



アステラスが本プライバシー通知で開示される目的に限り個人情報を使用する必要があることを購入
者に通知することを条件に、アステラスの事業の一部の購入、合併または買収の提案に関連する購
入候補者（およびその代理人およびアドバイザー）



開示に対してあなたが同意を得た他の人物

個人情報処理の法的根拠（EEA ベースの個人のみ）
あなたが欧州経済圏に拠点を置く個人の場合、アステラスの上記で説明した個人情報の回収と使用の法的
根拠は、応募者との関係を維持する上でのアステラスの正当な利益です。この法的根拠に関して問い合わせ
がある場合は、プライバシー通知の下部にある連絡先詳細を使用してアステラスにご連絡ください。
アステラスは私の個人情報をどのように保持するのですか?
アステラスは適切な技術的および組織的手段を使用して、アステラスがあなたに関して回収し、処理する個人
情報を保護します。アステラスが使用する手段は、あなたの個人情報を処理するリスクに適切なセキュリティレ
ベルを提供するようにデザインされています。
国際データ転送
あなたの個人情報は居住国以外の国へ転送、処理されます。これらの諸国では、あなたの国と異なる法律で
あるデータ保護法がある場合があります（場合によっては、同じように保護されない可能性があります）。
特に、アステラスが個人情報のホストに使用するサーバーは米国にあり、アステラスのグループ企業、第三者の
サービスプロバイダーおよびパートナーは世界中で運営しています。つまり、アステラスが個人情報を収集すると、
アステラスはこれらの諸国でその情報を処理できます。
ところが、アステラスは適切な保護措置を講じて、プライバシー通知に従って個人情報が保護されていることを
義務付けています。これらには、グループ企業間での個人情報の転送について欧州委員会の標準的契約条
項の実施が含まれます。その条項では、すべてのグループ企業が、欧州連合データ保護法に従って、EEA から
処理する個人情報を保護するよう全グループ企業に義務付けています。
当社の標準的契約条項は要求に応じて提供できます。当社は第三者プロバイダーおよびパートナーと同じよう
な適切な保護措置を講じており、要求に応じてさらなる詳細を提供できます。
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データ保持
アステラスは、継続的な合法的ビジネスにより収集する必要がある場合（たとえば、要求したサービスの提供を
行うため、または適用される法制、税制または会計面での要件を遵守するため）、あなたからアステラスが収集
する個人情報を保持します。
アステラスが継続的な合法的ビジネスにより個人情報を処理する必要がない場合、アステラスはその情報を削
除または匿名化し、またはそれができない場合（たとえば、個人情報がバックアップアーカイブに保存されているた
め）は、アステラスは個人情報を安全に保存し、削除が可能になるまで追加処理できないように分離します。
データ保護権
以下のデータ保護権があります。


適用法に従って、個人情報にアクセス、修正、更新または削除要求を希望する場合、下の見出し「
問い合わせ方法」にある連絡先詳細を使用して、いつでも連絡できます。



さらに、あなたが欧州経済圏の居住者の場合は、個人情報の処理に反対でき、個人情報の処理を
制限または個人情報の移植性を要求できます。また、下の見出し「問い合わせ方法」にある連絡先
詳細を使用して、これらの権利を行使できます。



個人情報の収集および使用に関して、データ保護機関に苦情を申し出る権利があります。詳細につ
いては、最寄りのデータ保護機関にお問い合わせください。（欧州経済圏、スイスおよび特定の欧州以
外の諸国（米国およびカナダを含む）のデータ保護機関の連絡先詳細は、こちらでご覧ください。）

アステラスは、適用されるデータ保護法に従ってデータ保護権を行使する個人から受けるすべての要求に対応
します。
本プライバシー通知の更新
アステラスは、法的、技術的またはビジネス開発の変更に応じて、適宜、本プライバシー通知を更新できます。
アステラスが本プライバシー通知を更新すると、アステラスはアステラスが変更する重要性に応じて適切な手段
で通知します。
問い合わせ方法
個人情報の使用に関して、ご質問またはご懸念がある場合、またはここで説明する方法での個人情報の処理
に反対するなど、権利を行使する場合は、以下の詳細を使用してアステラスのデータ保護担当者までご連絡く
ださい。AstellasPrivacy@astellas.com. 個人情報のデータ管理者は、1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062
の Astellas Pharma US です。
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15. パブリシティ：賞品を受け取ることにより、応募者は、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、広告および販促目的で、応募者の氏名および／または肖像、フォームおよび動画のコンテンツを
使用することに主催者およびその代理人に対して同意したことになります。第 7 条に記載されている通り、応募
者はパブリシティ免責書に記入するよう求められる場合があります。
16. 保証と補償：応募者は、そのフォームおよび動画が自己の独自作品であり、それ自体は応募者が提出した
フォームおよび動画ならびに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のフォームおよび動画のコンテンツ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ません）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、以下のことを知りながらコンテンツまた
は動画を提出し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、これらには限定されません）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、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
よび経費から、常に本チャレンジ関係者を免責した状態に保つことを補償し、これに同意します。法律により認
められている最大限の範囲で、各応募者は、以下のいずれかに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を含む）に対し
て本チャレンジ関係者を、防御し、補償し、損害を被らないようにすることに同意します。(a)個人の著作権、商
標権、営業秘密、トレードドレス、特許また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
の資料、(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)応募者の本
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事業体が提起した請
求、(e)賞品の受領、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への参加、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。
17. 除去：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、または同様
のものに関して、応募者が本チャレンジの関連の中で提供した虚偽または誤った情報は、本チャレンジの応募
者を直ちに除去する結果に至る場合があります。
18. インターネットと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ェアやソフトウェアの故
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、コンピュータ機器、インターネットや本

16208369.2
226950-10001

チャレンジサイト上でのトラフィック渋滞、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、配信不能、または破壊されたフォームまたは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
、その他の原因を含み、理由のいかんを問わず、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、独自の裁量により、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、上記で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
の対象となる応募者から本チャレンジのカテゴリー勝者候補者を決定することになります。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または本チャレンジのサイトの提出プロセスまたはその他の一部を
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が適用可能な全
ての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ではない：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、応募者のフォームおよび動画（提出された場合）は、極秘または委託されたものでは
なく、自主的に提出されたことを承諾します。応募者は、機密、信託、代理もしくはその他の関係、または事実
上の黙秘契約が応募者とアステラスまたは本チャレンジ関係者との間には現在存在しないこと、またそのような
関係が本規則の下でフォームおよび動画（提出された場合）の応募者による提出により築かれないことを承諾
します。
21. 責任の制限：アステラスは、以下に対して責任を負いません。(a)失われた、遅れた、損傷した、破壊された
、遅延した、盗難された、誤った、不完全なまたは判読できない応募、または許容されないまたは違法チャネル
により受け使った応募、これらはすべて失格となります、(b)電話、コンピュータオンラインシステム、コンピュータ機
器、Web 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の故障など（ただし、これらに
限定されません）、種類の技術不良、(c)Web サイトまたはサービスの非有用性または利用不可能性、(d)応募
プロセスまたはコンテストの任意の部分への不正介入、または(e)コンテストまたは応募処理の申し出または管
理で発生する可能性がある印刷エラー、誤植、 電子エラーまたは人的ミス。応募者は、あらゆる請求、判決お
よび賞は、コンテストへの応募関連費用（応募の開発関連は除く）など、自費で支払った費用に限定されるが
、いかなる場合も弁護士費用は含まれず、応募者は自己負担した実費以外の懲罰的、偶発的、結果的お
よびその他の損害を請求するすべての権利、損害を乗算またはその他の方法で増加する一切の権利を放棄し
ます。一部の管轄では、偶発的または結果的損害に対する法的責任の制限または除外を認めていないため、
上記はあなたに適用されない場合があります。
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22. 裁判地と司法手続きの手段：本規則は、全ての抵触法の規則を除き、アメリカ合衆国のイリノイ州法に準
拠するものとします。本規則のいずれかの規定が無効または法的拘束力がないと考えられる場合は、本書のそ
れ以外の全ての規定は、引き続き効力を有します。法律により認められた範囲で、訴訟を起こす、差止請求
を求める、司法もしくは他の手続きのその他の手段に訴える権利は、本チャレンジに起因するもしくは関連して
いる紛争または請求が発生した場合には、本書により除外され、全ての応募者は全ての権利を明示的に放
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、本チャレンジに何らかの関係する紛争、請求または要
求についての専属管轄権は拘束力のある仲裁により判決が下されることに同意します。本規則に起因するい
かなる種類もしくは性質の応募者とアステラスの間で生じる全ての紛争は、両当事者が相互に合意した 1 名の
仲裁者の面前で米国イリノイ州のその時点で有効な規則の下で拘束力のある仲裁を目的として司法調停お
よび調停サービス株式会社（以下「JAMS」）に委ねられるものとします。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：2018 年 10 月 15 日以降に住所を記載し、切手を貼った返信用封筒を以下の住所に送
付してカテゴリー勝者リストを要求できます。C3 Prize Winners, c/o Colin McBean, 1 Astellas Way S5.203,
Northbrook, IL 60062
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