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応募に際し、参加費は必要ありません。何らかの支払いにより優先的に当選するわけで

はありません。 

  
本選考に応募の際、貴殿は以下の公式ルール（以下「公式ルール」という。）に合意す

るものとします。 

  
「主催者」とは、本選考（以下「本選考」という。）の主催者である、イタリアマテー

ラ県グロットレのRione Vittorio Emanuele no. 5に登記上の事務所を置くWonder Grottole 
S.r.l. Impresa Socialeをいいます。 

  
「スポンサー」とは、 Airbnb Ireland UC（the Watermarque Building, South Lotts Road, 
Ringsend, Dublin 4, Ireland）をいいます。本公式ルールにおいて、データの保護につい

て言及する場合のスポンサーとは、 

-   貴殿の居住国がアメリカ合衆国の場合は、Airbnb Inc（888 Brannan Street 
4th Floor San Francisco, CA 94103 - United States）をいいます。 

-   貴殿の居住国がアメリカ合衆国、中国（香港、マカオ、台湾を除く）、日本

以外である場合は、Airbnb Ireland UC（the Watermarque Building, South Lotts 
Road, Ringsend, Dublin 4, Ireland）をいいます。 

-   貴殿の居住国が中国（香港、マカオ、台湾を除く）の場合は、Airbnb 
Internet（Beijing）Co.、Ltd. （01B, Room 1401, Unit 1, Building 1, No.1 East 
Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing をいいます。 

-　貴殿の居住国が日本の場合は、Airbnb Global Services Limited（25-28 North 
Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland.）をいいます。 

  

主催者は、本書において「当社」ともいいます。 

  
本選考の目的　本選考の目的は、多忙な日常を逃れ、2019年欧州文化都市及びユネス

コ世界遺産である、南イタリアの絵のように美しい都市マテーラに位置するグロットレ

の美しいイタリアの田舎町に移住する、生涯に一度のチャンス（以下「サバティカル」

という。）を獲得する4名（以下「参加者」という。）を選出することにあります。サ

バティカルへの参加者は、3か月間、本格的なイタリアの田舎暮らしを体験します。 

  
参加者は、現地非営利団体Wonder Grottoleでボランティア活動を行い、イタリア語

や、コミュニティ菜園の運営方法、美味しいイタリア料理に使われる食材のいくつかの

https://maps.google.com/?q=1,+No.1+East+Third+Ring&entry=gmail&source=g


栽培方法及び調理方法を学びます。主催者との1か月の研修を終えた後、参加者は、

Wonder Grottoleを代表してAirbnb Social Impact Experienceを主催したり、Wonder 
Grottoleコミュニティセンター又はAirbnbにリストアップされるその他の場所での滞在

を共催して、そこで得た知識を訪問者に紹介します。 

  
応募方法　本選考の応募資格者（以下「応募者」又は「貴殿」という。）は、応募の時

点で満18歳以上の者とし、2019年1月15日午前10時（中央ヨーロッパ標準時）から

2019年2月17日午後11時59分（中央ヨーロッパ標準時）までの間に、以下のプロセス

に従って本選考に応募することができます。選考対象となるためには、本選考の締め切

りまでに、応募書類が以下のプロセスを経て提出されていなければなりません。2019
年2月17日午後11時59分（中央ヨーロッパ標準時）を過ぎて提出された応募書類は考慮

されず、自動的に破棄されます。満18歳以上であっても、居住する法域において未成

年である応募者は、応募にあたり、親権者／法定代理人の同意及び本公式ルールへの合

意が必要となります。 

  
プロセス　本選考に応募し、上記サバティカルに参加するためには、以下のプロセ

スを経なければなりません。 

1.      www.italiansabbatical.com（以下「本サイト」という。）にアクセスしま

す。 

2.      「今すぐ応募」ボタンをクリックします。 

3.      必須個人情報及び連絡先（本選考に関するあらゆる連絡の送付先）を応募

フォームに入力し、応募フォームに記載された質問に回答します（以下「応

募書類」という。）。質問には、(i) 貴殿について、なぜグロットレに移住し

サバティカルを行いたいのか、及び (ii) 貴殿がグロットレにどんな変化をも

たらすことができるか、現地コミュニティと何を共有できるかについて説明

する、自由回答式の質問もあります。 

4.      本公式ルールに同意し、本サイト上で入手可能なプライバシーポリシーを

読んだことを確認します。 

5.      最終選考者に選ばれた場合、サバティカルの経験や動機に関するテレビ会

議方式の面接に一回以上出席し、要求された場合、自身に関する追加情報を

提供します。 

  
各応募者による応募書類の提出は一回限りとし、貴殿は、応募時点で満18歳以上であ

ること、また、必要な場合は親権者／法定代理人の同意を得ていることを表明します。

除外者（以下に定義される。）は、理由を問わず、除外者の合理的な制御を超えるコン

ピュータ又はネットワーク障害、サーバー障害、メールアカウントの異常若しくは応募

書類の受け取り不能、又は本選考に関連する機械上、技術上、ネットワーク上、印刷上

のエラー、若しくは誤植、ヒューマンエラーその他のあらゆる種類のエラーについて責

任を負いません。これには、本選考の管理、応募の処理若しくは判断、最終選考者若し

くは参加者の発表又は本選考の関連資料における発表に関連して発生したエラー若しく

http://www.italiansabbatical.com/
http://www.italiansabbatical.com/


は障害が含まれますが、これらに限られません。本選考に応募することにより、応募者

は、選出された場合には、自身がサバティカルに参加する上で以下の「応募資格」セク

ションに記載する法的又は物理的な制限下にないこと、また、本選考及び／又はサバ

ティカルに関して当社が連絡することに同意し、本選考及び／又はサバティカルの結果

生じる広報活動に参加し、当社、スポンサー、スポンサーのグループ会社及びその代理

人に、自己の個人データ（氏名、画像、肖像、居住の町／国名を含むが、これらに限ら

れない。）を使用する権利を付与し、動画撮影又は写真撮影（本選考、サバティカル、

当社、スポンサー、参加者、活動、体験及び意見についての発言を含むが、これに限ら

れない。）され、それが当社又はスポンサーの裁量で、当社又はスポンサーが世界中で

あらゆる媒体において永久的に使用する可能性があることに同意します。サバティカル

参加受諾の前に、応募者には、別途本規定の受諾を確認し、当該規定に関して当社及び

スポンサーを補償する文書の締結が求められる場合があります。 

応募者は、選出された場合に、個人でサバティカルに参加することを了解します。した

がって、参加者の子供又はその他扶養家族は参加できません。カップルで一緒にサバ

ティカルへの参加を希望される方は、パートナーとの参加を希望する旨を記した応募書

類をそれぞれ（計2通）提出します。その場合、カップルの各自が応募資格を満たし、

本公式ルールの規定を遵守していなければなりません。 

応募者はここに、個人データのあらゆる使用の目的、性質及び期間が本選考に応募する

ための必要条件であることを認め、容認し、確認します。応募者はさらに、本選考の最

終選考者に選出された場合、当社又はスポンサーが、その単独の裁量で、本選考への応

募資格、及び該当する場合はサバティカルへの参加資格を確認するために、身元調査を

行うことができることに了解します。 

  
応募資格　本選考には、米国、メキシコ、アルゼンチン（メンドーサ州を除く）、イタ

リア、英国、アイルランド、ドイツ、フランス、スペイン、ポルトガル、オランダ、

オーストラリア、カナダ（ケベック州を除く）、インド及び日本に居住する満18歳以

上の方のみ応募することができます。貴殿が上記国のいずれかの居住者でない場合、本

選考に応募又は参加することはできません。応募することにより、応募者は、参加者が

これらの国から提出された完全な応募書類の中から選出されることに同意します。 

さらに、適格応募者は、以下の要件を満たさなければなりません。 

1. サバティカル終了後最長6か月間有効なパスポートを有していること 

2. サバティカルの3か月間、イタリアに滞在するために必要な査証（Wonder 
Grottoleのためにボランティア活動を行う上で必要な渡航許可又は関連許可を含

む。）を有しているか、それを得る資格があること 

3. 少なくとも中級（会話）レベルの英語が話せること 

4. サバティカル及び一般に田舎で生活するのに十分な健康状態であること 



主催者及びAirbnb又はそれらの子会社若しくは関連会社の取締役、役員、従業員及び代

理人（以下「除外者」という。）並びにそれらの肉親又は家族（配偶者、パートナー、

同居者、子供、親、兄弟姉妹、祖父母及び孫）に応募資格はありません。 

  
サバティカルに参加するため、参加者は、主催者とのボランティア協定を締結し、サバ

ティカル開始前に、参加資格の証明を取得し、サバティカルの全期間に適用される、主

要な保険会社の有効な保険（渡航中及びグロットレでの滞在中の保険、並びにグロット

レ滞在中の病気又はけがに対する保険が含まれる。）に加入する必要があります。 

  
参加者選考　応募書類の中から最高30名の最終選考者が選出され、選考委員会の1名以

上の委員とのテレビ会議方式による一回以上の個別面接に招かれます。4名の最終選考

者が本選考の参加者として選出され、サバティカルに参加します。最終選考者の中から

別の4名が、参加者のいずれかがサバティカルに参加しないことを決定するか、参加で

きない場合に備えて、補欠候補として選出されます。 

  
一次選考を経て、選考委員会（以下「選考委員会」という。）が適用する以下の基準に

基づく完全なる評価ベースで、最終選考者が選出されます。 

  
-          創造性 (25%)：回答がどれほど創造性に富んでいるか、どれほど当社を満

足させたか。 

-          独創性 (20%)：どれほど当社を驚かせたか。　視点がユニークか。 

-          応答性 (15%)：どれほどうまく質問に回答しているか。 

-          芸術的価値 (20%)：スキル又は情熱があるか。（例：貴殿は芸術家です

か？　音楽を演奏できますか？　職人の技術又は知識がありますか？　料理

のレベルは？　写真への情熱がありますか？等） 

  
参加者は、テレビ会議方式の面接の後、以下の追加基準に基づいて選出されます。 

-          10%：3か月間、外国の地方の村に暮らし、アウトドア活動を楽しみ、農

家として暮らす能力 

-          10%：現地コミュニティに貢献し、Wonder Grottole のプロジェクト及びア

クティビティーでボランティアする能力 

  
選考委員会は、以下の3名（以下「選考委員会委員」という。）で構成されます。 

-          イタリアグロットレの住民一名 

-          Wonder Grottole Foundation職員一名 

-          Airbnbチームの一名 

  
選考委員会委員の決定は確定的で、拘束力を有します。異なる応募者が実質的に同等の

応募書類を提出した場合、選考委員会委員は、その単独の裁量により、最高のアイデア



とみなすもののみを選出します。選考委員会委員の意見により、ふさわしい応募書類が

受領されなかったとされた場合、又は本公式ルールに定められるとおりに、参加者（最

終選考者から選ばれた4名の補欠候補を含む。）からの返答がないか、連絡がつかない

場合、当社は、主催者の単独の裁量により、本選考を取りやめるか、延期するか、再度

行うことができるものとします。応募書類が同順位となった場合、当該応募書類は、決

定権を持つ選考委員会委員により、参加者を決定する上記基準に基づき評価されます。

選考委員会委員による評価は公開されません。参加者として選出される可能性は、応募

書類の数及び質、並びに貴殿の応募書類の内容によります。 

  
本選考に応募することにより、応募者は、最終選考者に選出された場合、自己について

の追加情報の提供が求められることを明示的に了解及び同意します。追加情報には以下

が含まれます。 

  
-          運転免許証の有無及びその関連内容（失効日、発行当局、当該免許証が有

効な国／車種等） 

-          イタリア人の祖先 

-          査証及びWonder Grottoleでボランティアを行うために必要なその他許可 

-          サバティカル期間中、最終選考者が非営利団体Wonder Grottole でボラン

ティアを行うことを制限するか、禁じる契約上の義務又は法定義務がないこ

と 

-          サバティカル期間中、最終選考者がメディア及びマーケティング資料に出

ることを制限するか、禁じる契約上の義務がないこと 

  
さらに、参加者は、サバティカルの開始前に、健康診断の受診又は健康であることの証

明書の取得を求められることがあります。 

  
上記「プロセス」セクションに記載されるとおり、適用法で許容される範囲において、

当社は、当社の単独の裁量により、貴殿が提供した情報及び当社が本選考の目的に関係

するとみなすその他の事項について身元調査を行うことができます。 

  
  
禁止事項　応募書類には応募者のオリジナルの内容のみが含まれるものとし、過去に発

表済みのものではなく又は他のコンテストへの応募に使用されておらず、他の者の権利

（知的財産権、プライバシー権、肖像権その他人格権を含むが、これらに限られな

い。）を侵害するものであってはなりません。応募書類には、(a) 違法若しくは有害な

活動を支持／奨励する内容、(b) 暴力的、不敬、俗悪、わいせつ、中傷的その他いかが

わしい内容、(c) 成人向けの内容、又は (d) 中傷的な内容が含まれてはなりません。当

社は、当社の単独の裁量により、これら禁止事項若しくは本公式ルールのその他の規定



に違反する応募者、又は理由を問わず当社が不適切とみなす応募書類を不適格とする権

利を有します。 

  
使用許諾　応募書類を提出することにより、応募者は、当社及びスポンサーに対し、応

募書類の全部又は一部を、修正して又は無修正で、エンターテインメント、販促及び／

又は宣伝目的及び／又はその他の目的で、あらゆる形式又は媒体（インターネット及び

報道機関、ビラ貼り、店頭広告、チラシ又は小冊子を介して配布される印刷物を含む

が、これらに限られず、既存のものか今後配布されるものかを問わない。）において、

変形、編集、変更、複製、配布、送信、発表、告知、放送、実施、表示又はその他の方

法で使用するための、恒久的（又は、該当する知的財産権で保護される期間）に、世界

中で使用可能で、取消不能なロイヤルティ料無料の使用許諾を付与することになりま

す。疑義を避けるために付言すると、本項に言及される使用許諾は、全額支払済みの使

用許諾です。応募により、貴殿は、貴殿の応募書類が、上記のとおり、オリジナルであ

ること、並びに応募書類を提出し、本公式ルールに定める権利を本社及びスポンサーに

付与するために必要なあらゆる権利を有していることを保証します。貴殿の国／地域／

法域において合法である場合、貴殿は、これら規定の違反について、当社及びスポン

サーを補償し、免責します。参加者（又は該当する場合、補欠候補）のみが、サバティ

カルに参加することができます。 

  
サバティカル　参加者はそれぞれ、3か月間（2019年6月1日から同年8月30日まで）、

イタリアのバジリカータ州マテーラのグロットレで本格的なイタリアの田舎生活を体験

するサバティカルに参加することが認められます。具体的に、参加者は以下を行いま

す。 

(i)                サバティカルの全期間中、主催者の非営利団体Wonder Grottole 
で、現地コミュニティを発展させ、社会活動を行うボランティアに参

加します。 

(ii)              イタリア語講習を受講します。 

(iii)            コミュニティ菜園の運営方法、及び初月は、毎日（祝日を除く。）

約2時間、現地農家の補助を通して農業を学びます。 

(iv)            現地イタリア食材の調理方法を学ぶ料理教室に参加します。 

(v)              2か月目及び3か月目の間に一度、主催者の非営利団体Wonder 
Grottole を代表して、Airbnb Social Impact Experience を主催します。 

(vi)            2か月目及び3か月目の間、Airbnb に記載されるWonder Grottole コ
ミュニティセンターでの滞在を共催します。 

(vii)          グロットレにおける、食事及びその他基本生活費として発生した合

理的な支出は、Wonder Grottole が精算します。但し、かかる支出を証

明する書類（例：領収書、請求書）の提示、及び参加者一人あたり月

に900ユーロを超えないことが条件となります。 

  



各参加者のグロットレまでの往復の旅程（すなわち、サバティカル開始時は、参加者の

通常の居住地の最寄り空港から、サバティカル終了時は、当該空港まで）は、当社又は

スポンサーが手配し、サバティカル期間中の宿泊先は、スポンサー又は主催者が選択す

る業者を介して、主催者が手配及び提供します。 

  
当社は、一以上の書面による資格の確認又は証明（参加者の有効なパスポート及び年齢

の証明を含むが、これらに限られない。）を求める場合があります。当社が選出した補

欠候補に関する主催者による決定を除き、サバティカルへの参加についての代理又は譲

渡は一切認められません。不測の事態又は状況の変化によりサバティカルへの参加が不

可能になった場合にも、参加者には賠償金又は現金精算の権利はありません。 

  
サバティカル条件　適用ある強制法により義務付けられる場合を除き、サバティカルは

本公式ルールに記載されるとおりとし、明示黙示を問わず、一切の保証なく、現状有姿

で提供されます。本選考は、税法を含む適用ある現地法令等の対象となります。参加者

はそれぞれ、サバティカルに適用されるか起因する税金の責任を単独で負い、当社は、

支払い義務のある税金について一切負担しません。 

参加者は、グロットレでのサバティカル中、動画撮影、写真撮影及びその他の方法で記

録され（音声、画像、肖像、パフォーマンス等を含む。）、当社及びスポンサーは、か

かる素材を、永久的に世界中のあらゆる媒体において、販促及びその他の目的のために

使用することができます（参加者は、かかる素材に関する権利はありません。）。 

  
参加者は、グロットレでの滞在中及び一般にサバティカル期間中、善良な市民として行

動すること、並びにグロットレにいる主催者の人員及びその他現地の住民に協力するこ

とを表明及び保証します。参加者は、作為又は無作為により当社又はスポンサーの信用

失墜となるような行為をせず、そのような行為により、サバティカルへの参加が解除さ

れることがあることに同意します。 

  
安全衛生　本選考への応募及び／又はサバティカルへの参加は、参加者（又は補欠候

補）各自の責任となり、安全衛生は参加者（又は補欠候補）自身の責任となります。 
本選考への応募により、応募者は、サバティカルに参加し、上記「サバティカル」セク

ションに記載された活動を行うために十分な健康状態にあることを確認します。 

  
参加者選出の通知　参加者は、2019年3月29日に選出され、本選考過程の完了から5営
業日以内に、本サイトでの登録時に提供されたアドレス宛に電子メールで通知されま

す。上記のとおり、参加者はそれぞれ、電子メールによるかかる通知から7暦日以内

に、italiansabbatical@gmail.com宛に書面でサバティカルへの参加の意思表示をしなけ

ればならず、イタリアに渡航し、3か月間グロットレに滞在して主催者のボランティア

活動を行うための有効な査証を得る資格があることの証明をその後15暦日以内に提示

しなければなりません。サバティカル参加を拒否するか、サバティカル参加の確認又は



上記期限内に必要な情報若しくは書類の提示ができない場合、また、貴殿の身元が明確

に確認できない場合、当社の単独の裁量により、本選考において不適格となり、他の最

終選考者が選出されることになります。当社及びスポンサーは、本選考の終了から30
日以内に、参加者の氏名を公表（当社及びスポンサーのツイッター及びフェイスブック

等のソーシャルメディアチャンネルを介した発表を含む。）します。 

  
サバティカルのための本選考への応募にあたり、貴殿は一定の表明保証を行います。貴

殿の応募書類を審査するにあたり、当社はかかる表明保証の正確さ及び真実性に依拠し

ています。当社、スポンサー又は当社の代理人が、本選考に関連して行われた詐欺、偽

り若しくはその他類似の行為、又は本選考又は当社若しくはスポンサーの評判に悪影響

を及ぼし得る（当社の意見によるものとし、これは確定的なものとする。）作為若しく

は不作為を発見した場合、当社は、当社の絶対的な裁量により、（貴殿に通知すること

なく、また、理由を述べることなく）(i) 本選考において貴殿の応募書類を不適格とす

るか、(ii) サバティカルへの参加を解除する権利を有します。 

  
一般賠償責任の放棄　本選考に応募することにより、応募者は、当社及びスポンサー

（スポンサーのグループ会社を含む。）を、適用法で許容される範囲において、理論上

のあらゆる責任から免責し、本選考、サバティカル（サバティカルに関連する渡航又は

活動を含む。）の実施及び使用又は悪用に起因するか関連するあらゆる請求及び請求原

因を放棄します。但し、本公式ルールのいずれの規定も、過失、詐欺又は法的に制限さ

れないその他の責任による死亡又は人身傷害についての、ある者又は事業体の責任を制

限又は排除するものではありません。  
  
通常、ドイツに居住する応募者については、上記の代わりに以下の一般賠償責任の放棄

が適用されます。本選考に応募することにより、参加者は、当社及びスポンサー（スポ

ンサーのグループ会社及び当社の代理人を含む。）を、理論上のあらゆる責任から免責

し、本選考及び／又はサバティカルの実施及び／又は参加に起因するか関連するあらゆ

る請求及び訴因を放棄します。但し、本公式ルールのいずれの規定も、当社、スポン

サー、当社の代理人による過失義務違反、又は法定代理人若しくは当社、当社の代理人

の義務のうち一つ及び重大な過失義務違反から生じたその他の損害に関する、当社、ス

ポンサー、当社の代理人の責任を履行していた者による意図的な又は過失による義務違

反に起因する生命、身体又は健康への損傷、又は当社もしくはスポンサーの法定代理人

のうち一名及び当社の義務のうち一つを履行していた当社の代理人のうち一名による意

図的な又は重大な過失による義務違反に起因する損害ついての、当社、スポンサー及び

当社の代理人の責任を制限又は排除するものではありません。 

  
個人データ　本選考及びサバティカルを管理するために、当社及びスポンサーは、貴殿

の個人データ（例：氏名、連絡先情報及び応募書類）（以下「選考用個人データ」とい

う。）を収集、審査及び保管します。選考用個人データを処理する目的は、当社が本公



式ルールに基づく義務を遂行できるようにすることにあります。主催者及びスポンサー

は、共同の管理者として選考用個人データを管理しますが、本選考の運営及びサバティ

カルの実施の目的のために、選考用個人データを第三者業者と共有する場合がありま

す。 

  
主催者及びスポンサーは、本公式ルールに基づくそれぞれの義務を遂行するため（本選

考の審査及び参加者の選考の目的を含む。）、また、当社の正当な利益（例：本選考に

関連するマーケティング及び販促目的）のために、共同の管理者として、一次選考を通

過した応募者、最終選考者及び参加者の氏名、住所及び肖像（以下「一次選考通過者個

人データ」という。）を処理します。当社はまた、選考過程を支援するために、第三者

業者と候補者個人データを共有する場合があります。 

  
状況により、当社及びスポンサーは、貴殿の健康等に関するセンシィティブな個人デー

タを当社及びスポンサーに提示するよう要求する場合があります。その場合、当社は貴

殿に対し、当社及びスポンサーが当該個人データを処理し、将来的に第三者業者と当該

個人データを共有できるよう、当社及びスポンサーへの同意の提供を要求します。国に

よっては、貴殿の個人データを処理するために貴殿の同意が義務付けられます。その場

合、当社又はスポンサー（場合による。）は、かかる同意を要求します。 

  
当社又はスポンサーによる個人データ処理方法に関する詳細は、本サイト上のプライバ

シーポリシーを参照してください。 

解釈及び紛争 

-          貴殿の居住国が米国である場合、本公式ルールは、抵触法の規定にかかわ

らず、カリフォルニア州法及び合衆国法に従って解釈されます。司法手続

（少額訴訟を除く。）は、カリフォルニア州サンフランシスコの州又 

-          は連邦裁判所に提起されるものとします。但し、両当事者がその他の場所

に合意する場合を除きます。貴殿及び当社は、裁判地及びカリフォルニア州

サンフランシスコを対人管轄権とすることに同意します。 

-          貴殿の居住国が米国以外の場合、本公式ルールはアイルランド法に従って

解釈されます。国際物品売買契約に関する国連条約（CISG）は適用されませ

ん。法の選択は、貴殿の居住国の消費者保護規制に従い、貴殿の消費者とし

ての権利又は最も有利な条件に影響しません。貴殿が消費者として行為する

場合、本公式ルールに起因するか関連して、貴殿が当社に対して提起する司

法手続は、貴殿の選択により、アイルランドの裁判所又は貴殿の居住国にお

いて管轄権を有する裁判所にのみ提起することができます。当社が、消費者

としての貴殿に対して当社の権利のいずれかの行使を希望する場合、当社

は、貴殿が居住する法域の裁判所においてのみ、当該権利を行使します。 



  
雑則　本選考は、禁じられる場合、無効となります。本公式ルールの規定又は規定の一

部が管轄裁判所により無効、違法又は執行不能と判断された場合、当該規定又は規定の

一部を有効、合法及び執行可能にするために必要な最小限の変更が行われたとみなされ

るものとします。かかる変更が不可能な場合、当該規定又は規定の一部は削除されたと

みなされます。本条に基づく、規定又は規定の一部への変更又は削除は、本公式ルール

の残余の部分の有効性及び執行可能性に影響しないものとします。当社が、当社の単独

の裁量により、機能不全、エラー、障害又は損害が本選考の運営、セキュリティ、公平

さ、完全性又は適切な実施を害している、又は害することが予想されると考える場合、

適用法で許容される範囲で、当社は、本選考を一時停止、変更又は終了することができ

ます。その場合、サバティカルへの参加は、可能な場合、当該問題で影響を受けなかっ

た受領済み適格応募書類又は当社が公平かつ適切とみなす応募書類の間で容認されま

す。 

応募者は、当社の合理的な制御を超える理由又は状況により、当社が必要又は適切とみ

なした場合、当社は本選考又はサバティカルを中止、一時停止、変更又は終了すること

ができることを了解します。かかる理由又は状況には、火災、荒天、洪水、地震、爆

発、戦争、侵略、反乱、妨害、伝染病、労働争議、飛行機での渡航を危険にさらす行為

又はその虞、及び第三者（下請業者、顧客、政府又は政府機関を含む。）による作為又

は不作為（法、規制、不支持又は承認の拒否を含む。）が含まれますが、これらに限ら

れません。 

当社の制御を超える状況により、当社が本選考又はサバティカルを提供できないか、変

更した状態でのみ提供できる場合、当社は、本選考又はサバティカルを中止するか、か

かる変更した状態で提供することができます。 

さらに、応募者は、かかる中止、一時停止、変更又は終了に起因するか関連するあらゆ

る請求及び訴因を放棄し、それらから当社及びスポンサーを免責します。当選者による

当選の譲渡、返金、現金償還、代替、現金同等物又は交換は一切できません。参加者が

利用せず、恩恵を受けないサバティカルの部分は放棄され、置換されません。 

  
イタリア人参加者については、本選考が、イタリアD.P.R. 430/2001の規定に基づくコ

ンテストに該当しないことにご留意ください。 

 


