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Salesforce World Tour Tokyo 2017 Trailblazer Zone Mini Hacks  
懸賞公式ルール 

 

1. 応募又は当選のためにご購入いただく必要はありません。購入又は支払いにより、当選しやすく

なることはありません。禁止されている地域では無効となります。 
 

2. 公式ルールへの同意	 本懸賞への参加により、応募者は本公式ルール（以下「公式ルール」とい

います）及び、判定者、管理者、スポンサーによる、あらゆる点で 終的かつ拘束力を持つ決定に完全

かつ無条件に同意することになります。 
 
3. 応募期間	 Salesforce World Tour Tokyo 2017 Trailblazer Zone Mini Hacks（以下「懸賞」とい
います）は、株式会社セールスフォース・ドットコム（以下「スポンサー」といいます）がスポンサー

となり、2017年 9月 27日午前 10時 00分から 2017年 9月 27日午後 5時 40分まで（以下「応募期間」
といいます）開催されます。本懸賞の公式時計はスポンサーのコンピュータとします。懸賞に参加又は

当選する資格を得るためには、必ず応募期間内に応募してください。本公式ルールに記載される時間は

すべて日本標準時です。 
 
4. 応募資格	 懸賞に応募できるのは、応募期間中に Salesforce World Tour Tokyo 2017 に参加し
た、日本で登記されている企業又は合法的に日本（総称して「有資格地域」といいます）に居住してい

る 20 歳以上又は居住地域で成人年齢に達している個人です。スポンサー、スポンサーの親会社、部門、
子会社、代理店、プロモーションパートナー、広告代理店、プロモーションエージェンシー、賞の提供

者の従業員、役員、取締役、代理人（及びその近親者、居住地にかかわらずその世帯構成員、又は親族

であるなしにかかわらず同じ世帯の人）（以下「懸賞関係者」といいます）には懸賞へ参加する、又は

いかなる賞にも当選する資格がありません。企業の代理として本懸賞に応募する場合は、自身が当該企

業の代理として応募し、当該企業を法的に拘束する権限を有する委任代理人であることを表明し、保証

するものとします。政府職員または公務員は参加又は賞品獲得の資格がありません。条件を満たしてい

ない場合、応募は無効とされ、いかなる賞品も没収されることになります。応募可能地域外の企業及び

個人は、参加又は当選の資格がありません。応募可能地域外及び法律で禁止又は制限されている場合で

は無効となります。懸賞には、適用される連邦法、州法、準州法、地方法及び各国の法律が適用されま

す。 
 
5. 応募方法	 応募者は、Salesforce World Tour Tokyo 2017の Trailblazer Zone Mini Hacksカウ
ンターに必ずお出でいただき、カウンターでスポンサーの従業員により完了したミニハックの課題をチ

ェックされ承認される必要があります。ミニハックの課題は、2017 年 9 月 21 日を目途に、
https://developer.salesforce.com/ja/worldtour2017/minihacks で入手可能となります。スポンサーの従
業員により、チェックされ承認された課題一つにつき一つの応募としますが、応募方法の如何にかかわ

らず、応募期間中の応募は一人八つまでとさせて頂きます。応募情報はスポンサーの所有となり、受領

の確認又は返却はされません。応募が遅着した場合や、不完であった場合もしくは定められた応募の制

限を超えていた場合又はその両方の場合、失格となります。代理人又はロボットを使用した、重複した、

自動化やプログラミング、又はそれに類似した方法を使用した応募はすべて無効となります。 
 

6. 賞品の詳細	 特等（1 本）の賞品は「Play Station® 4 Pro 」、1 等（3 本）の商品は「Bose 
Quiet Comfort 35 wireless headphone」、2等（5本）の賞品は「Amazonギフト券 3,000円分」です。
賞品に関する、ここに示されていないスポンサーが決定するあらゆる詳細は、スポンサーがその裁量に

より決定するものとします。賞品は譲渡不能であり、返金及び現金で代替することもできません。賞品

は、現状有姿で受領していただきます。何らかの事情で賞品が本公式ルールに企図された形で授与でき

ない場合、スポンサーは賞品を金銭的価値が同等以上の他の賞品に変更する権利を留保します。  
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各賞品のおおよその小売価格は、Play Station® 4 Proが 44,980円で、Bose Quiet Comfort 35 wireless 
headphoneが 39,960円で、Amazonギフト券が 3,000円です。全賞品の小売価格の合計は 194,860円で
す。 
 
7. 当選の通知と発表	 スポンサーは、応募期間中に受領した有効な全応募の中から、無作為に 1 人
の特等当選者と、3人の 1等当選者と、5人の 2等当選者を選びます。スポンサーの裁量により、当選者
は 2017年 9月 27日午後 6時から午後 6時 40分の間ころに、Trailblazer Happy Hourの中で音声アナ
ウンスにより発表されます。当選者は、商品を取得するにあたり、音声アナウンスで発表されるインス

トラクションに従っていただく必要があります。当選発表の紛失、妨害、当選者への不達について、い

かなる理由があってもスポンサーはその責任を負いません。 初に連絡を試みてから 30 秒以内に当選者
と連絡がつかなかった場合、スポンサーは残りの有効な応募の中から別な当選者を選出するか、当選者

なしとすることができるものとします。応募者 1 名につき、当選は 1 回までとします。当選するために
その場にいる必要があります。賞品の受取りにあたって、当選者は「適格性、責任、パブリシティ・リ

リースに関する宣誓供述書（Affidavit of Eligibility, Liability and Publicity Release）」に署名を求めら
れる場合があります（法律で禁じられている場合はこの限りではありません）。 

 
8. 賞の条件	 Amazon ギフト券に当選した 2 等当選者は、有効期限や当該ギフト券に関連する費用
など Amazonギフト券の契約条件に従う必要があります。特等当選者は、Play Station® 4 Proを受領し
ます。特等当選者は、通信の有効化、通信に関連するあらゆる費用（サービス費用、有効化費用、プロ

バイダーから課される料金を含みますがこれらに限られません）の責任を負います。スポンサーは、賞

品の紛失又は盗難の責任を負いません。賞品は当選者の所得として報告される場合があり、当選者はあ

らゆる賞の受領に付随するすべての税を負担するものとします。当選者は、スポンサーが定めた期日内

に必要な納税申告書又は要求された書類を記入するよう求められる場合があります。当選者はここに記

載されていない費用や経費を負担する場合があります。特等、1 等、2 等の当選者は、Salesforce World 
Tour Tokyo 2017 の会場で、それぞれの商品を受領します。懸賞の公平性が損なわれた場合、スポンサ
ーはこれを中止する権利を留保します。賞の受取りにあたっては、本人であること、年齢もしくは法律

上の居住地又はその両方の証明が必要な場合があります。本公式ルールに定められた要件のいずれかに

従わない場合は、失格又は賞の没収となることがあります。 
 

9. 当選確率	 当選確率はエントリー期間中に応募があったエントリー数により決まります。 
 

10. 一般条件	 懸賞関係者及びインターネット／無線アクセスプロバイダは、不完全遅延、紛失、誤

配、郵便料金不足の応募もしくは郵便、又は、電話回線、コンピュータ機器、ソフトウェアもしくはそ

の組合せに関連するいかなる技術的な不調、人的ミス、データ送受信の消失／遅延、不備、中断、削除、

不具合、回線エラーに関しても責任を負いません。応募が判読不能、不正確、不完全な場合、損傷、改

ざん、偽造、機械的に複製されていた場合など、いかなる形であれ変則的である、又は本公式ルールに

従っていない場合は、当該応募は無効となります。懸賞関係者は保証を行わず、本懸賞に関連して提供

又は用意される賞について、明示・黙示を問わず一切の保証をここに否定します。スポンサーは本懸賞

の完全性を確保するよう努めますが、懸賞関係者は応募者又はその他の個人が本懸賞に関連して行う行

為についての責任を負いません。この行為には応募者又はその他の個人が公式ルールを回避しようとす

る試み、又その他懸賞の管理、セキュリティ、公平性、完全性、適切な運営を妨害する試みが含まれま

す。懸賞への参加、あらゆるウェブサイトの利用やそこからの素材のダウンロードに関連あるいは起因

する、応募者又はその他の人が所有するコンピュータ、無線機器、その他の機器、人に対する障害又は

損害について、懸賞関係者は責任を負いません。本公式ルールに記載された本懸賞のあらゆる詳細と、

本懸賞のあらゆる広報資料に記載された本懸賞の詳細の間に相違があった場合、本公式ルールに定めら

れた懸賞の詳細が優先されるものとします。何らかの理由で計画通りに懸賞が実施できなくなった場合、

スポンサーは単独かつ絶対的な裁量で懸賞のいずれかの部分又は全体を中止、終了、変更、延期し、中

止、終了、変更、延期の前に受領していた適切かつ有効な応募から当選者を選出する、又は、適切な場

合にはスポンサーの単独裁量により公平かつ公正とみなされる方法で懸賞の過程を進める権利を留保し

ます。ここに「何らかの理由」とは、コンピュータウィルス、ワーム、バグ、改ざん、不正な介入、詐
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欺、技術的な限界又は障害による損害、あらゆる天災、テロによる攻撃、地震、戦争、火災、洪水、異

常気象、ストライキ又は法的紛争（合法、違法にかかわらず）、業界の状況、倒産又は破産、市場の需

要、適用される法律、想定外の障害、又はスポンサー単独の見解により懸賞の管理、セキュリティ、公

平性、完全性、実行可能性、適切な運営を破壊、損傷、阻害するなどして被害を及ぼしかねないと考え

られる物事をいいます。スクリーンショット又はその他の応募提出の証拠は、応募の受領証とはみなさ

れません。応募は、応募者により本文書に記載された方法で行われなければなりません。応募が確認さ

れない場合、本公式ルールに従っていない場合には、当選者とはなりません。あらゆるオンラインによ

る応募に関して紛争が発生した場合は、本懸賞への応募に使用されたアカウントの認定された所有者が

応募者とみなされます。「アカウントの認定された所有者」とは、インターネットアクセスプロバイダ、

オンラインサービスプロバイダなど、応募時に提出された電子メールアドレスに関連するドメインへの

アドレスの割当てを行った組織から、電子メールアドレスを割り当てられた自然人のことをいいます。 
	
11. パブリシティ権	 各当選者は本懸賞に応募することにより、法律で禁止されていない限り、自分

の氏名、音声、写真もしくは肖像又はその両方を、本懸賞及び同様のプロモーションに広告又は広報目

的のため報酬なしで使用されることを承諾します。また、かかる承諾を認める署名入りの証書を提出す

ることを求められる場合があります。さらに、本懸賞に応募することで、法律で禁止されていない限り、

各当選者はスポンサー、スポンサーのライセンシー、関連会社、譲受人に、ワールド・ワイド・ウェブ

を含みますがこれに限定されない、既知の又は今後開発される世界のあらゆるメディア上で、随時その

氏名、肖像（本人のもの又は本人に似せた）、音声（本人のもの又は本人に似せた）、略歴をニュース、

広告、広報を目的とする情報として追加的な対価なしで印刷、出版、放送、使用する権利を付与するこ

とに同意するものとします。さらに、撮影、音声、動画、電子又はその他の記録もしくはインタビュー

又はその両方を伴う可能性のあるプレゼンテーション又はその他の活動に、追加的な報酬なしで出演す

ること又は活動で使用するために略歴を提供することに合意したものとします。これらの活動は随時ス

ポンサーの単独裁量により決定する場合があります。 
 
12. 行為 本懸賞に応募及び参加することにより、あなたは（A）本公式ルール及び応募資格、当選

者、本公式ルールで使用される用語の解釈に関する決定を含むがそれに限定されない、スポンサーによ

るすべての決定（その決定はあらゆる点で 終的かつ拘束力を持つものとします）に拘束されることに

完全かつ無条件に同意し、（B）あなたが本懸賞に関連して提供したすべての情報が真正、真実、正確か

つ完全なものであることを表明し、保証し、（C）すべての連邦法、州法、準州法、地方法及び各国の法

律に従うことに同意します。スポンサーは、随時、単独裁量により、疑わしい個人を本懸賞又はスポン

サーの将来のプロモーションへの参加失格としたり不適格としたりする権限を有します。その対象は、

（A）応募の過程又は本懸賞の運営又はあらゆるウェブサイトを改ざんしている、（B）公式ルール又は

スポンサーのプライバシーポリシー、その他の条件、ガイドラインに対する違反行為を行っている、（C）

他人に対して、悪意を持った、又は破壊的な、又は迷惑、虐待、脅迫、嫌がらせの意図を持った行為を

行っている、（D）本公式ルールへの同意に至っていない、（E）本公式ルールに違反していることが疑

われる個人です。応募者又はその他のあらゆる個人による、インターネットサイトに故意に損害を与え

る、又は懸賞の合法的な運営を妨害する行為は、本公式ルールの違反であると同様に、刑事法及び民事

法の違反です。スポンサーがかかる行為が行われていた、又は行われている、又は将来行われると考え

る場合又は知った場合には、スポンサーは企てられた損害における責任を負うべき応募者又はその他の

責任を負うべき個人に対して、法律の許す限りにおいて、刑事訴追を含みますがこれに限定されない、

救済措置及び損害賠償を求める権利を留保します。 
 
13. 権利放棄及び免責	 応募者は本懸賞に応募することにより、人身傷害、死亡もしくは物的損害又

はその両方を含みますがこれに限定されない本懸賞、本懸賞に関連するあらゆる活動への出席、参加の

全部又は一部から直接的又は間接的に生じる、又は本懸賞に関連して授与されたあらゆる賞の受領、所

有、使用又は悪用を直接的又は間接的な原因とする、一切の損失、損害、権利、請求、あらゆる種類の

訴訟、ならびにパブリシティ権、名誉棄損もしくはプライバシーの侵害又はその両方、応募者の個人情

報の収集、使用もしくはスポンサーによる共有又はその両方に基づく、又はあらゆる印刷、制作、活字、

人的ミスを理由とする請求から、懸賞関係者、その役員、取締役、従業員、代表者、代理人、株主、継
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承者、譲渡人（上記の個人及び組織を総称して「被免除者」といいます）を、永久かつ取消不能な形で

解放し、免責し補償することに同意します。 
 
14. 責任制限 被免除者は、いかなる場合においても、あらゆる種類の損害又は損失の責任又は賠償

責任を負いません。これにはあらゆるウェブサイトへのアクセスもしくは使用又はその両方、あらゆる

ウェブサイトからのダウンロードもしくはダウンロードした素材の印刷またはその両方、あらゆる素材

のあらゆるウェブサイトからの削除又はアクセスの停止から生じた又はこれらに関連した弁護士費用、

直接的、間接的、偶発的、派生的、懲罰的な損害賠償、又は本懸賞に関連するあらゆる賞の受領、所有、

使用又は悪用、出席又は参加を原因とするあらゆる被害賠償が含まれますが、これに限定されません。

本懸賞、すべての賞品、本サイトで又は本サイトを通じて提供されるすべての素材は、「現状有姿」で

提供され、商品性、特定の目的への適合性、非侵害の黙示的保証を含みますがこれに限定されない明示

的又は黙示的ないかなる種類の保証もされません。応募者は、あらゆる訴訟の原因において、被免除者

の賠償責任は懸賞への応募及び参加費用に限定されることに同意します。 
 
15. プライバシー	 本懸賞に関連して提出された情報は、本公式ルールとスポンサーのプライパシー

ポリシーの間に相違があった場合は本公式ルールに記載された諸条件が優先されることを前提に、本公

式ルール及び現在 https://www.salesforce.com/jp/company/personalinfo.jsp で閲覧することができるス
ポンサーのプライバシーポリシー（随時改訂されることがあります）に従って取り扱われます。応募者

は本懸賞に応募することで、当選した場合には自分の個人情報を本人確認と賞の実施を目的としてスポ

ンサーと懸賞関係者が共有する場合があることに同意します。 
 

16. 契約の分離	 本公式ルールにおけるいずれかの条項が違法、何らかの理由により法的強制力が無

いと判明した場合、当該の条項は本公式ルールから分離可能とみなされ、それ以外の条項の効力及び法

的強制力に影響を与えないものとします。本公式ルールでは見出し及びキャプションは参照の便宜を図

るためにのみ使用されており、本公式ルール又はそのあらゆる条項の意味又は意図に何らかの影響を与

えるとはみなされないものとします。 
 
17. 紛争	 禁止されている地域を除き、応募者は一切の紛争、損害賠償又は損害賠償の主張、普通法

上又は衡平法上の訴訟原因（以下「請求」といいます）を、いかなる形式の集団訴訟も起こすことなく

個別に解決することに同意します。本公式ルールの解釈又は授与されたあらゆる賞を含みますがこれに

限定されない、本懸賞から生じた、又は本懸賞に関連する請求は、抵触法にかかわらず日本法を適用し

て解決されるものとします。請求は、東京の裁判所に唯一かつ排他的に提起されるものとします。 
 

18. 懸賞の結果	 当選者の氏名、市、州の通知を受けるには、宛先を記入し切手を貼った返信用封筒

を下記にお送りください。〒100-7012	 東京都千代田区丸の内 2-7-2	 JP タワー12 階	 株式会社セール
スフォース・ドットコム。Salesforce World Tour 2017 Trailblazer Zone Mini Hacks 担当 Miho 
Funakoshi。ご依頼は応募期間終了から 4週間以内必着でお願いいたします。 
 
19. スポンサー連絡先	 〒100-7012	 東京都千代田区丸の内 2-7-2	 JP タワー12 階	 株式会社セー
ルスフォース・ドットコム。無断複写・転載を禁じます。 


