
参加条件 

SAP Concur イノベーションアワードコンテスト 

参加登録するための新たな購入は求められていません。 

コンテスト参加登録期間：SAP Concur イノベーションアワードコンテスト（「本コンテスト」）は、 2018 年 

8 月 20 日の 12:01 AM PT （PT：太平洋時間）に開始し、2018 年 9 月 20 日
11:59 PM PT に終了します。ただし、ノミネートの受付は 2018 年 10 月 11 日 11:59 PM PTまで行われ
ます。

参加資格：本コンテストの対象となるのは、本コンテスト開始以前からの  Concur 

Technologies Inc. （以下「SAP Concur」または「スポンサー」という）のお客様のみです。本コンテス
トは、適用されるすべての法令に従うものとし、かつ、アルジェリア、バーレーン、ブラジル、コモロ諸島、
キューバ、ケベック州（カナダ）ジブチ、ドバイ、エジプト、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リ
ビア、モロッコ、モーリタニア、ミャンマー、北朝鮮、オマーン、パレスチナ、ポーランド、カタール、ロシア、
サウジアラビア、ソマリア、スーダン、シリア、チュニジア、アラブ首長国連邦、ベネズエラ、およびイエメン
の国/地域においては、また本コンテストが現地法により無効であるか制限されているその他の国、州ま
たは地域（集合的に「無効な地域」という）の居住者、市民または国民に対しては無効となります。

以下に該当する方は、このコンテストに参加したり、入賞することはできません。
• SAP Concur およびその親会社、子会社、関連会社、広告および販売促進機関の従業員、取

締役、役員および代理人、ならびに直属家族（親、子、兄弟およびそれぞれの配偶者）。
• コンテストの開発または実施に関与する個人または企業（総称して「コンテスト実体」）ま

た、
• 上記のいずれかの同一家庭に居住する者（関連するか否かにかかわらず）

以下の条件は、このコンテストの項で「コンテストとその近似小売価格（ 'ARV'）」のセクショ
ンで賞品を獲得することはできません。

• 政府および政府関係者およびその職員（「政府組織および政府職員」）。 ただし、政府機関
および政府職員は、記念銘板または同様の認定書の形で表彰の認定を受ける資格がありま
す。

コンテストの目的：本コンテストの目標は、貴組織（以下「被推薦組織」という）をノミネートして、 SAP 

Concur によってサポートされているデジタル革命および目的に導かれたビジネスプラクティスを何が具
体化しているかを伝えるなど、旅費および旅費関連経費の管理における比類のないイノベーションストー
リーを共有することにあります。

この参加条件において「被推薦組織」とは、本コンテストへのノミネートと参加登録が行われた組織を指し
ます。「推薦者」とは、本コンテストに当該組織の参加登録を行った個人のことです。 

もし被推薦組織を推薦者が所有していないとき、本コンテストに参加登録を送信する前に被推薦組織内
の経営陣からその許可を得る責任は、推薦者だけに属します。推薦者や被推薦組織が所有していない
引用や著作権、商標、補足的資料などの要素が参加登録に含まれている場合は、本コンテストに関係す
るこうした要素を使用する許可は、参加登録を送信する前に推薦者が取得していなければなりません。  



推薦者または受賞組織によって指名された従業員のいずれかが、最終候補選考過程におけ

る被推薦組織の連絡先および代理者となります。  ただし、被推薦組織が最終候補と宣言さ

れる事態において、推薦者が賞の利益を受ける個人であるとないとに関係なく、かかる個人

は被推薦組織の経営陣または被推薦組織の既存の方針に従ってアワードや賞を把握するよ

う指名された部門によってのみ決定されます。  

参加登録方法 ： コ ンテス トの参加登録期間中に 、  https://www.concur.co.jp/
innovation-award（「Web サイト」）にアクセスし、画面上の指示に従って、参加登録フォ ーム
に挙げられている全質問への回答など、参加登録フォームに記入した上でそれを送信してくだ

さい（集合的に「参加登録」という）。審査対象となるためには、参加登録は 2018 年 10 月 18 

日 11:59 PM PT までにその全体が記入され、受付が行われる必要があります。制限：参加登

録は被推薦組織ごとに 1 件に限られます。この参加条件において、参加登録の「受付」とは 

Web サイトの［送信］ボタンをクリックすることによりスポンサーのサーバーが参加登録情報を

記録したときに発生します。コンピューターによる自動的な受信（参加登録を確認する電子的通

知など）は、この参加条件においてはスポンサーによる実際の受付を証明するものとはみなさ

れません。参加登録は、スポンサーのプライバシーポリシーなど、オンラインで掲載されている

すべての通知に従うものとします。スポンサーは、誤字、印刷もしくはその他の誤り、または時期

逸失、紛失、不完全、宛先間違い、盗難、文字化け、未配達、遅延、損傷、判読不能、もしくはそ

れらの組合せがある参加登録に対しては責任を負いません。送信された参加登録は、すべてス

ポンサーの所有物となるものとし、返信も、受信の確認も、「機密」としての保持も行われませ

ん。 

参加登録ガイドライン：参加登録は、(i) 英語で行われるものとし、(ii) 推薦者に被推薦組織を

代表して参加登録を送信する無制限の権利がある必要があり、かつ (iii) 参加登録が評判や

プライバシー権など生存もしくは物故に関係なくいかなる第三者または主体の権利も誹謗もし

くは侵害しないものである必要があります。 

参加登録は、みだりな言葉、性的に露骨もしくは挑発的な内容、または (i) 審査員とスポンサ

ーの両方またはいずれかの自由裁量によって判定された民族、人種、ジェンダー、宗教、職

業もしくは年齢のグループに対する暴力的または侮蔑的な内容あるいはその他の不適切な

内容、(ii) スポンサー、その製品もしくはサービス、またはその他の人々や企業について誹謗

し、事実を曲げ、あるいは中傷する発言を含む内容、(iii) 許可が必要な範囲において許可を

まず得ることなく他の者が所有する著作権、商標、ロゴを含む内容、(iv) スポンサーが結び付

けることを望んでいる肯定的なイメージや信用と矛盾するメッセージまたはイメージを伝える

内容、(vii) 法律に違反する内容、(viii) 公衆道徳に背く活動を描写し、スポンサーを困惑させ、

あるいは何らかの法域で法律に違反する内容を含んでいてはなりません。スポンサーは、そ

の自由裁量により、この参加条件のいずれかの条項を遵守していないと考える参加登録を失

格させる権利を留保します。  

参加登録の送信をもって、推薦者はスポンサーが本コンテストにおいて多数の参加登録を受

け取っている可能性があること、他のそのような参加登録が推薦者の参加登録とテーマ、アイ

デア、フォーマットもしくはその他の側面で類似もしくは同一である可能性があることを認識お
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よび同意したものとし、かつスポンサーが受付、精査、利用する参加登録も類似している可能

性に対して推薦者や被推薦組織が過去、現在、未来において持つ可能性があるあらゆる要

求を放棄したものとみなします。推薦者と被推薦組織は、推薦者の参加登録について著作権、

商標、特許、または要求するその他の権利の非侵害もしくは保護に関し、直接 /間接、委任、

寄与その他に関係なく、いかなる義務もしくは責任も、コンテスト参加者が現在保有せず、あ

るいは将来において保有しないことを認識し、同意するものとします。  

 

権利の付与：参加登録の送信をもって、推薦者および被推薦組織は、当該 Web サイトやそ

の他のスポンサー Web サイトおよびソーシャルメディアページに参加登録が掲載され、その

他ここで付与された権利に従って使用される許可を付与するものとします。参加登録の送信

をもって、推薦者および被推薦組織は、参加登録およびそこに具体化されているすべての要

素を、現在知られているいずれかのメディアであるか、全世界で今後考案されるものかを問わ

ずどのような方法であっても、推薦者、被推薦組織、第三者の補償もしくは通知、または許可

なしに、商業目的を含むがこれに限定されないどのような目的に対しても、複製し、頒布し、実

施し、二次派生物を作成し、編集し、改変し、掲示し、展示し、他の資料と組み合わせ、不当に

利用し、さもなくば使用する無制限、恒久的、取消不能、譲渡可能、使用料不要、全額支払済

のライセンスに同意し、それによりここにこれをスポンサーおよびその継承者、ライセンシーに

付与し、譲渡するものとし、それにより参加登録におけるいかなる道徳的権利も放棄するもの

とします。  前述の一般論に制限されることなく、推薦者および被推薦組織は、第三者による

参加登録の許可なき使用に被免除者が責任を負わないこと、および被免除者が参加登録の

いかなる部分も活用する義務を負うことがなく、その自由裁量により、理由があるとないとに

関わらずいつでも参加登録の使用をやめることができることに同意するものとします。 

 

最終候補の決定：スポンサーはその単独かつ絶対的な裁量権により、いかなる理由でもどの

参加登録も失格させる権利を留保します。スポンサーは、ある参加登録が失格となった理由

を、この参加条件の下で当該参加登録が不適格であったこと以外開示する義務を負いません。

さらに、スポンサーはその単独かつ絶対的な裁量権により、コンテスト参加登録期間中に適

格で要件を満たした参加登録の受付の件数が十分なかった場合に、何らの賞も授与しない権

利を留保します。スポンサーおよび審査員の決定は、本コンテストに関連するすべての事項

について最終的であり、かつ拘束力を持ちます。  

 

審査：コンテストの参加登録期間中に受付がなされた適格なすべての参加登録が、以下の審

査基準を使用してスポンサーからの要員（集合的に「審査員」と呼ぶ）によって審査されます。

1) 被推薦組織へのポジティブな影響 (35%)、2) イノベーション/差別化 (15%)、3) 組織の成

長/採用/成功 (25%)、4) 組織における SAP ソリューションの利用 (25%)。  

 

得点が上位である 5 つの参加登録が最終候補と宣言されます（この参加条件の遵守と適格

性が確認されることが条件）。  

 

同順位：受賞対象が同順位の場合、（同順位の参加登録の中から）「ポジティブな影響」の得

点がより高い参加登録を最終候補（検証が条件）として公表します。それでも同順位となる場

合、（同順位の参加登録の中から）「組織における SAP ソリューションの利用」の得点がより



高い参加登録を最終候補（検証が条件）として公表します。さらにそれでも同順位となる場合、

（同順位の参加登録の中から）スポンサーが参加登録を指定し、それを最終候補として公表し

ます。各受賞組織は、どの従業員が受賞者選考プロセス中に当該組織を代表するかを指定

し、賞の便益を受ける個人も指名します。  

 

最終候補の通知：それぞれの最終候補組織は 2018 年 10 月 20 日頃に決定され、審査員

が最終候補を決定した 5 日以内に電子メールで通知されます。推薦者（または指名された従

業員）は、最終候補組織を代表して、適格性の宣誓供述書、法的責任の免除、および広報の

免除（集合的に「宣誓供述書」という）に署名し、通知に印刷されている期限までにスポンサー

またはその代理者に届くよう返送することが求められます。  最終候補は、電子メールアドレス

に変更があった場合にスポンサーに通知する責任があります。宣誓供述書もしくは受賞通知

が配達不能で返送される場合、または最終候補が期限までに宣誓供述書に署名して返送し

ないか、あるいは不適格であると判明したり、会社の方針を含む何らかの理由で賞の受諾も

しくは受領ができない場合は、該当する賞は喪失し、前述のとおり規定された審査基準に従っ

て次に高得点だった参加登録が代わりの最終候補として公表されることがあります。賞は、各

最終候補が記入した受賞文書が受付および検証されて 30 日以内に授与されます。 

 

賞とその概算小売価値 (“ARV”)：賞の 5 つの内容：正式発表された各最終候補には、スポン

サーが指定するホテルのシングル宿泊料金 4 泊分（宿泊料と宿泊税のみ）、SAP Concur 

Fusion 2019（「イベント」）参加の 1 人分の無料パス、SAP Concur Fusion 2019 での表彰

（時間と状況に依存）、PR、ソーシャルメディアなどによる紹介、発表機会など受賞後 1 年間

の受賞者としての待遇、個別制作の動画撮影に参加し顧客ストーリー動画に登場する機会が

与えられます。イベント開催日、イベント開催地および映像撮影が、それぞれの最終候補に後

日告知されます。各賞の概略小売価値 (“ARV”) は、$3,086.00 です。賞の金額は、米国の通

貨単位です。賞が入手され、授与されたときの賞の実際の金額がここに記載された ARV より

も小さい場合でも、その差額が現金で与えられることはありません。賞金には航空/陸上の運

賃は含まれません。最終候補は移動の手配および支払のすべてに責任を負います。航空運

賃、陸上交通費、食事、手数料、チップ、税金、雑費、サービス料、アップグレード、保険料な

ど、与えられる内容としてここに指定されていない、賞の受領および利用に関連するすべての

費用および経費は、受賞組織を代表して賞を受領および利用する個人だけに属する責任とな

ります。同等またはそれ以上の価値の賞により賞または賞の一部を代替するための自由裁

量の権利を留保しているスポンサーを除き、賞または提供された賞の一部の代替、別の組織

や個人への賞の譲渡は許されず、また賞をその相当する金額と引き換えることはできません。 

 

賞の授与の手配は、スポンサーやその指名する代理者によって行われます。受賞組織を代

表して賞の受領および利用を行うそれぞれの個人は、このイベントがスポンサーの支配を超

えたものであり、日程変更、修正または中止がある場合があることを認識します。本イベント

が延期、中止、または発生した場合、補償または代用品が与えられることはなく、スポンサー

はいかなる個人や組織に対してもさらなる義務を負わないものとします。動画撮影もしくはい

かなる社会的取組みの機会も利用できない場合、または受賞組織によって指名された従業員

がイベントもしくは動画撮影に参加しない場合、スポンサーによって決定された社会的取組み



への出席がない場合、スポンサーは当該個人に対してさらなる義務は負わないものとします。

受賞組織を代表して賞の受領および利用を行う個人は、イベントにおいて運営側要員やその

代表によって課される警備上の手順または措置、動画撮影、取組み機会を遵守する必要が

あります。スポンサーやイベントの運営側要員/代表者は、警備上の手順または不適切な行動

もしくは不正行為での不履行により最終候補のイベント出席、動画撮影、取組み機会を一時

中断または中止する権利を自由裁量により留保します。  

 

広報の付与：法律によって禁じられている場合を除き、参加登録および賞の受領は、追加的

な補償、通知または許可なしに世界中で今後恒久的にありとあらゆるメディアで（オンライン掲

載を含む）広告、コンテストおよび広報の目的で、それぞれの最終候補/組織の名称、受賞内

容、参加登録、ホームタウン、肖像、録画テープ、写真および発言を使用する、スポンサーお

よびその代理者に対する許可を構成します。さらに、スポンサーとその代理人は、イベントの

前後/最中に動画撮影、音声録音、写真撮影を行うことができ、結果として得られる録画映像、

音声記録、または写真をスポンサーの製品およびサービスをマーケティングや販売促進する

などのさまざまな目的で世界中のあらゆるメディア（ソーシャルメディアやすべてのインターネ

ットプラットフォームなど）において使用することができます。結果として得られる録画映像につ

いて、追加的な補償が最終候補/受賞組織に対して与えられることはありません。  

 

一般条件/責任の免除と制限：スポンサー、審査員およびそのそれぞれの親会社、子会社、関

連会社、頒布業者、小売業者、広告/販売促進会社、本コンテストの立案または実施に関わる

その他の個人または企業、ならびにそのそれぞれの株主、従業員、取締役、役員、代表者お

よび代理人（集合的に「被免除当事者」という）は、参加登録の紛失、損害、破壊、盗難、時期

逸失、損傷、遅延、未配達、不正確、宛先間違い、または文字化けに対して責任を負わないも

のとし、そのような参加登録はすべて不適格かつ無効となります。参加することによって、推

薦者および被推薦組織は、(a) この参加条件によって拘束され、(b) ここで与えられた同意お

よび法律によって許可されたところのマーケティング目的で、推薦者によって供給された参加

登録および情報をスポンサーが使用し、(c) 推薦者や被推薦組織の詐欺または不正行為もし

くは不作為から、および/または候補者による参加登録の送信および本コンテストへの参加、

賞の受領、所有または利用（推薦者の参加登録が受賞組織と決定される場合）に直接的また

は間接的に全体または一部に認められる可能性のある一切の責任、要求、訴訟、費用、支出、

手数料、傷害（人身傷害あるいは死亡を含む）、損失、および損害から被免除当事者を保護し、

免責すること、ならびに (d) 推薦者による参加登録の送信、本コンテストへの参加、または推

薦者や被推薦組織による賞の受領または利用（推薦者の参加登録が受賞組織と決定された

場合）から生じる損害について被免除当事者を訴えないことに同意するものとします。スポン

サーは、この参加条件または本コンテストに関連する適用法の違反に対して推薦者や被推薦

組織を失格させ、本コンテストに関連するすべての紛争を解決する唯一の権利を、その自由

裁量により保有します。被免除当事者は、本コンテストが開催できない場合、または交通麻痺、

天災、戦争、自然災害、天候もしくはテロによる遅延または中断によって賞を授与できない場

合の責任を負いません。 

 



被免除当事者は、ネットワーク接続の喪失もしくは利用不能、コンピューターまたは電話伝送

の不完全もしくは文字化け、誤字もしくはシステムエラーおよび機能停止もしくは送信不良な

どいかなる種類のハードウェアまたはソフトウェアの傷害に対しても、電話網もしくは電話線、

コンピューターオンラインシステム、サーバーもしくはプロバイダー、コンピューター機器、また

はインターネット上のトラフィックの混雑もしくは技術的問題による Web サイトでのスポンサー

への参加登録の受付失敗、あるいはその任意の組合せのいかなる問題または技術的な機能

不全に対しても、あるいは本コンテストの管理運営、参加登録の処理もしくは審査、賞の発表、

またはコンテンツに関連する資料、コンテンツもしくは出版に関係して生じる可能性のある過

失を含むがこれに限定されない、技術的、機械的、コンピューター、ネットワーク、印刷、誤字、

人的その他に関係なく本コンテストに関連または関係するいかなる種類のその他の過失に対

しても責任を負いません。被免除当事者は、推薦者や被推薦組織に対する、または本コンテ

ストの参加登録もしくは本コンテストのための資料のダウンロードに関連するかそれから生じ

るその他の個人もしくは会社のコンピューター、または推薦者が参加する能力を制限するそ

の他の通信上の機能不全に対するいかなる傷害または損害に対しても、さらなる免責が行わ

れます。スポンサーはその自由裁量により、推薦者や被推薦組織の誰かが不適切、不公平、

あるいはその他の本コンテストの運営に不都合であるか、その他の候補者に有害であるとス

ポンサーが見なす行為に関与した場合に、推薦者や被推薦組織から本コンテストの参加資格

を剥奪し、賞を授与することを拒否し、いかなる賞の返納も要求することができます。そのよう

な不適切な行為には、コンテスト登録や賞の請求に必要な情報を改ざんし、コンテスト参加条

件に違反し、本コンテストの管理運営に干渉し、意図的にこの Web サイト上のコンピューター

について詐取、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、あるいは干渉を行お

うとすることなどが含まれます。それぞれの推薦者および被推薦組織はさらに、賞の没収や

賞の返納がこうした行為に関係して刑事訴訟あるいは民事訴訟など償還請求のその他の手

段をスポンサーが追求することを何ら妨げないものとすることを承諾するものとします。管理

運営、セキュリティ、公平性、または参加登録の送信を害するか損ねる（スポンサーの自由裁

量の判断による）ところのウィルス、ワーム、バグ、権限のない人間の介入、あるいはその他

の原因によって本コンテストの一部が万一侵害された（スポンサーの自由裁量の判断による）

場合、スポンサーはその自由裁量により本コンテストを中止し、打切り、修正し、延長し、また

は中断する権利を留保します。（本コンテストが打ち切りとなり、かつ打ち切られる前に十分な

件数の適格な参加登録の受付があった場合、スポンサーはそうした措置の時点までに受付

があったすべての適格で疑わしくない参加登録の中から賞を授与します。 

 

参加登録の所有または権利について紛争のある場合、スポンサーの自由裁量により紛争の

ある参加登録は失格とされます。（紛争にかかわっている）推薦者や被推薦組織は、受賞の

可能性がある参加登録に関連付けられている電子メールの権限あるアカウント所有者である

証拠をスポンサーに提供するよう求められる場合があります。注意：推薦者、被推薦組織、ま

たは個人による Web サイトに意図的に損害を与えたり、本コンテストの正当な運営を揺るが

したりするいかなる試みも、刑事上および民事上の違反となる場合があります。万一そのよう

な試みがあった場合、スポンサーは、そのような推薦者、被推薦組織または個人に、刑事訴

追を含め法律が許す最大限の範囲で損害賠償（弁護士費用を含む）を要求する権利を留保し

ます。司法または規制当局が本コンテストに異議を唱える場合に、スポンサーは本コンテスト



を打ち切るか修正する、または影響を受ける地理的地域に居住する参加者を失格と宣言する

権利を留保します。そのような場合、そうした措置によって失格となる推薦者や被推薦組織に

対してスポンサーは何らの責任も負いません。紛争：禁止されている場合を除き、それぞれの

推薦者および被推薦組織は、(1) 本コンテストまたは授与される賞から生じるか関係がある措

置の一切の紛争、要求および原因が、いかなる集団訴訟にも頼ることなく、かつワシントン州

の連邦地方裁判所またはワシントン州にある適切な州立裁判所によって排他的に個別に解

決されるものとすること、(2) いかなる要求、審判および裁定も、本コンテストへの参加登録に

関係する費用を含むがどのような場合も弁護士報酬は含まないところの実際に支払が行わ

れた費用に限定されるものとすること、ならびに (3) 推薦者や被推薦組織が実際に支払が行

われた支出以外の間接的、懲罰的、偶発的および派生的な損害やその他の損害を要求する

すべての権利、ならびに損害額を増倍したり、さもなくば増加させる一切の権利をここに放棄

し、いかなる事情があってもそれらに対して推薦者や被推薦組織が裁定を得ようとすることが

許されないということに同意するものとします。この参加条件の構成、有効性、解釈および強

制力、または本コンテストに関係する推薦者、被推薦組織およびスポンサーの権利と義務に

関するすべの問題と疑問は、いかなる法の選択、またはワシントン州外の法令の管轄の適用

をもたらす法の抵触が（ワシントン州またはその他の管轄であるかに関係なく）統治するところ

にも効力を与えることなく、ワシントン州の法令に準拠し、解釈されるものとします。 

 

受賞者リスト入手先：受賞者のリストを入手するには、返送先の住所を記入して切手を貼った

封筒を 2018 年 11 月 28 日までに次の住所に郵送してください。SAP Concur Innovation 

Awards Contest, ATTN: A.W., c/o: Concur Technologies Inc., 601 108th Avenue NE, 
Suite 1000, Bellevue, WA 98004 USA. 
 

スポンサー連絡先：SAP Concur Innovation Awards Contest, ATTN: A.W., c/o: 

Concur Technologies Inc., 601 108th Avenue NE, Suite 1000, Bellevue, WA 98004 
USA 
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